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1．確かな学力・学力向上について

質問1わかる授業について（保護者）無回答

まったく　　　　　　　　　　　　5％

あまり

9％

暮とても　鷺やや　無あまり　　まったく　■無回答

質問1　わかる授業について（生徒）無回答
1％

あまり

2％

とても

61％

まったく

0％

■とても　■やや　萄あまり　－まったく　1無回答

質問1　わかる授業について（教職員）

あまり

19％

事とても　■やや　離あまり　一まったく　■無回答

1



質問2　学習規律の確立について（保護者）
まったく

1％

あまり

109も

閻とても　筆やや　　あまり　ノ＿まったく　書無回答

質問2　学習規律の確立について（生徒）まったく
0％

あまり

3％

圃とても　轟やや　＿一あまり　一二まったく　暮無回答

質問2　学習規律の確立について（教職員）無回答
粥も

とても

28％

無回答

1％

とても

599も



質問3　家庭学習の習慣化について（保護者）
まったく　　　　　　　　　　無回答

4％

あま攣

9％

郡とても　＊ややト　二あまり　こまったく　●無回答

質問3　家庭学習の習慣化について（生徒）
ぁまり　　　　　　　　　　　無回答

498　　　　　　　　　　　　1％

まったく

1％

誕とても　■やや　　あまり　　まったく　■無回答

質問3　家庭学習の習慣化について（教職員：学担・教担のみ回答）

＿■
歴とても　鬱やや　こあま9　　まったく　■

J

とても

29％

とても

57％

とても

3酌も



質問4　読書の推奨について（保護者）無回答

まったく

醤とても　囁やや　－あまり　－まったく　義無回答

質問4　読書の推奨について（生徒）磯回答
まったく　　　　　　　　　　　　　0％

7㌢ら

あまり

109も

雷とても　■やや　－あまり　＿まったく　t無回答

質問4　読書の推奨について（教職員：学担のみ回答）

まったく

‖％

あまり

569も

劉とても　書やや　－あまり　　まったく　■

4

とても

23誓′畠

とても

」けlri



質問5　コンクールや検定について（保護者）鯛答
2％

まったく

あまり　　　　　　1％

9％

とても

39％

潤とても　♯やや　－あまり　－　まったく　■無回答

質問5　コンクールや検定について（生徒）　まったく

産とても　■やや　－あまり　こまったく　t無回答

質問5　コンクールや検定について（教職員：国語・英語科のみ回答き

まったく

0％

あまり

25l．Iり

砺とても　暮やや　こあまり　　まったく　翳

5

とても

50％



質問6　ノーメディア週間について（保護者）
まったく　　　　　　　　　無回答

5％　　　　　　　　　　　1％

龍とても　■やや　－、あまり　－まったく　礪無回答

質問6　ノーメディア週間について（生徒）
まったく　　　　　　　　　　　無回答

4％　　　　　　　　　　　　　　1％

あまり

6％

陛とても　■やや　－あまり　－まったく　1無回答

とても

20％

とても

44％



2．生徒と教師の信頼関係づくりについて

質問1　居心地の良い学校づくりについて（保護者）

まったく

91）J■l

あまり

3698

無回答

4％

8％

閣とても　■やや　こあまり　＿まったく　1無回答

質問1居心地の良い学校づく雪目こついて（生徒）
まったく　　　　　　無回答

1％　　　　　　　　粥も

あまり

8号ら

器とても　書やや　－あまり　－まったく　車無回答

質問1　居心地の良い学校づくりについて（教職員）

あまり

6％

とても

43号も

とても

5（将も

まったく

駅も



質問2　生徒と教師の信頼関係について（保護者）
無回答

まったく
3％

諾とても　tやや「あまり　－まったく　■無回答

質問2　生徒と教師の信頼関係について（生徒）無回答
まったく

あまり　　　　1号も

11■l■I

邸とても　■やや　こあまり　－　まったく　蠣無回答

質問2　生徒と教師の信頼関係について（教職員）

ぁまり　黍慧　　　まったく
折も　　　　　　　　　　　　　　　　　　0％

那とても　■やや　－あま9　　まったく　1無回答

8

とても

57日．1

とても

37％

t）tさい



質問3　部活動の活性化について（保護者）
まったく　　　　　　　　　無回答

2％　　　　　　　　　　　　3％

あまり

トIIIい

逐とても　■やや　－あまり　　まったく　t無回答

質問3　人間形成を目指す部活動指導について（生徒）

あまり

49も

まったく　　　　　　　無回答

1％　　　　　　　　　0％

認とても　■やや　－あまり　一まったく　暮無回答

質問3　人間形成を目指す部活動指導について（教職員）

まったく　　　　　　　　無巨i答

0％　　　　　　　　　　0％

あまり

25％

紺とても　義やや　－あまり　－　まったく　叫無回答

9

とても

27％

とても

57％

とても

311・1日



質問4　主体性・協調性・団結力を高める支援について（保護者）
まったく　　　　　　　　無回答

2％　　　　　　　　　　　1％

あまり

7％

とても

329ら



とても

二二i11tl

凛とても　■やや　－あまり　　まったく　■無回答

質問5積極的な生徒指導について（生徒）まったく
あまり　　　　　　　　　　　　19も　　無回答

59も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駅も

とても

589も

蛋とても　書やや　＿あまり　＿まったく　嘉無回答

質問5　積極的な生徒指導について（教職員）
あまり　　　　　　　　　　　　　　無回答　　　まったく

％　　　　　　　　　　　　　　　　　％　　　　　粥も

灘とても　■やや　こあまり　－　まったく　t無回答

11

とても

50％



質問6　復興支援・防災教育の推進について（保護者）
まったく　　　　　　　　　　無回答

1％　　　　　　　　　　　　　　2％
あまり

5％

迦とても　■やや　こあまり　－まったく　■無回答

質問6　復興支援・防災教育の推進について（生徒）
あまり　　　　　　　　　　　無回答

295　　　　　　　　　　　　　0％

識とても　生やや　－あまり　－まったく　■無回答

質問6　復興教育・防災教育の推進について（教職鄭
あまり　　　　　　　　　　　　　　　　無回答

朗も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0％

薔とても　■やや　一あまり　　まったく　書無回答

13

とても

3朗も

まったく

0％

とても

btIt†い

まったく

09も

とても

44％



3．保護者・地域との連携について

質問1　父母会活動、PTA活動への協力について（保護者）

あま9

4％

まったく　　　　　　　　　　　　　無回答

1％　　　　　　　　　　　　　　　　1％

匪とても　讐やや　＿あまり　＿　まったく　事無回答

質問1　父母会活動、PTA活動への協力について（教職員）

あまり

13％

無回答

0％

膠とても　書やや　－＿あまり　－まったく　■無回答　t

13

とても

35％

とても

37％



質問2　積極的な情報発信について（保護者）　まったく
あまり　　　　　　　　　無回答　　脈絡

饗とても　撫やや　〉＿あまり　－まったく　■無回答

質問2　積極的な情報発信について　く教職員）

とても

53％

まったく

0％



質問3　積極的な地域活動への参加・協力について條護者）

まったく　　　　　　　　　　　　無回答

1％　　　　　　　　　　　　　　　　2％

あまり

1llJd

劇とても　警やや　一一あまり　－まったく　●無回答

質問3　積極的な地域活動への参加について使徒）

無回答
まったく

29毎

＿＿‾1』‾l

とても

晩とても　計やや　あまり　－まったく　暮無回答

質問3　積極的な地域活動への参加・協力について（教職員）

無回答　　　　　　　　　まったく

粥も　　　　　　　　　　　　％

あまり

31％

朝とても　tやや　こあまり　　まったく　■無回答

ユ5

とても

32％

とても

389も



質問1　積極的な挨拶について（生徒）

あまり

llirit）

まったく

2％

砺とても　もやや　　あまり：まったく　■無回答

質問2－（1）相談相手について牲徒）その他

4％

先生

1』

無回答

0号も

とても

43％

親・祖父母

351兆

兄弟姉妹

129も

11％

琶親・祖父母　義兄弟姉妹　二先生　こ友達　暮SC tその他

質問2－（2）　相談内容について（生徒）
その他

将来のこと

15％

部活動

17％

10％

戚』

友人関係

24％

親子関係
いり

SNS等

2％



令和3年度軽米中学校　免彦者アンケート集計結果　　　全校　約96％の回答
＜記入基準＞　　4…とてもそう思う　3・・ややそう思う　2．・・・あまりそう思わない　1…まったくそう思わない

1．確かな学力・学力向上について R2扁‾R3平均回頭4l �3 �】21 �1l無 �I計 

質問1 �学校（先生）は、分かる授業をめざして授業を行う努 力していたと思いますか。 �3．22 �3．17 �1 �1 �13 �22 �5 �1 �0 �41 
2 �15 �35 �2 �0 �4 �56 

3 �17 �31 �7 �2 �4 �61 

計 �45 �88 �14 �3 �8 �158 

質問2 �学校（先生）は、授業で生徒たちの学習規律が確立 されるように努力していると思いますか。 �3．22 �3．16 �1 �1 �12 �20 �7 �1 �1 �41 
2 �16 �35 �1 �0 �4 �56 

3 �16 �31 �8 �1 �5 �61 

計 �44 �86 �16 �2 �10 �158 

質問3 �学校は、家庭学習の習慣化が図られるよう努力して いると思いますか。 �3．25 �3．18 �1 �1 �14 �21 �5 �1 �0 �41 
2 �16 �33 �5 �0 �2 �56 

3 �16 �36 �4 �1 �4 �61 

計 �46 �90 �14 �2 �6 �158 

質問4 �学校は、生徒達が読書に親しめるように努力をしてい ると思いますか。（毎月2冊以上を目標として） �2．90 �2．93 �† �1 �11 �13 �13 �4 �0 �41 
2 �13 �32 �8 �1 �2 �56 

3 �12 �32 �12 �2 �3 �61 

計 �36 �77 �33 �7 �5 �158 

質問5 �学校は、各種コンクールや検定（英語・漢字等）に積 極的に取り組ませている思いますか。 �3．18 �3．28 �† �1 �12 �22 �5 �1 �1 �41 
2 �26 �28 �2 �0 �0 �56 

3 �23 �27 �7 �1 �3 �61 

計 �61 �77 �14 �2 �4 �158 

質問6 �ご家庭において、「ノーメディア週間」の取組に家族で 積極的に取り組んでいますか。 �2．87 �2．84 �1 �1 �9 �16 �13 �3 �0 �41 
2 �9 �28 �17 �2 �0 �56 

3 �14 �30 �13 �2 �2 �61 

計 �32 �74 �43 �7 �2 �158 

【ご意見・ご感想】 
t質問4に対して、本を借りたいと思っていても、部活動やその他の活動で実際には借りる時間がない。忙しくて時間がないので仕方がな 

童いと思う。（1B）・メディアコントロールに関して、いっても言うことを聞かない。（2A）・ノーメディア週間は、意味がないと思います。勉強に役 値つ動画も沢山あります。メディアをうまく活用し、上手に付き合っていく方向にした方が良いのでは。（2A）▲授業参観をしていないため、 l 

腰業の様子が不明です。どういう取り組みをしているかがわかる機会があればいいです。（2A）・授業参観もないので、様子がわからな 

恒。アンケ十の内容を変えてもよいと思います。（3B）・本当に悪いことをしている生徒には、あまり注意しない先生が多すぎると患う。（3 
！B） 

2．生徒と教師の信頼関係づくりについて ��R2平均 �R3平均 � �学年 �4 �3 �2 �1 �無 �計 

質問1 �学校は、生徒にとって居心地の良い学校づくりを進め ていると思いますか。 �3．06 �2．94 �1 �1 �13 �16 �7 �5 �0 �41 
2 �14 �29 �11 �1 �1 �56 

3 �11 �32 �14 �2 �2 �61 

計 �38 �77 �32 �8 �3 �158 

質問2 �学校は、教育相談を充実させることにより、生徒と教 師の信頼関係づくりに取り組んでいると患いますか。 �3．02 �2．96 �1 �1 �12 �18 �8 �3 �0 �41 
2 �14 �27 �14 �0 �1 �56 

3 �13 �29 �15 �1 �3 �61 

計 �39 �74 �37 �4 �4 �158 

質問3 �学校は、人間的な成長（人間形成）を目指して、部活 動の活性化に取り組んでいると思いますか。 �3．08 �3．08 �→ �1 �13 �19 �6 �2 �1 �41 
2 �16 �32 �6 �1 �1 �56 

3 �14 �34 �10 �1 �2 �61 

計 �43 �85 �22 �4 �4 �158 

質問4 �学校は、生徒会活動や諸行事の取組により、主休性 （自主性）・協調性・団結力などを高める支援をしてい ると思いますか。 �3．24 �3．22 �1 �1 �15 �21 �4 �1 �0 �41 
2 �20 �33 �2 �0 �1 �56 

3 �16 �38 �4 �2 �1 �61 

計 �51 �92 �10 �3 �2 �158 

質問5 �学校は、積極的な生徒指導を推進し、生徒の問題の 早期発見・早期対応を進めて真筆に対応している思い ますか。 �2．98 �2．92 �1 �1 �10 �20 �9 �2 �0 �41 
2 �14 �24 �14 �3 �1 �56 

3 �12 �33 �11 �2 �3 �61 

計 �36 �77 �34 �7 �4 �158 

質問6 �学校は、復興支援活動（募金・復興学習等）■防災教 育（避難訓練等）を積極的に進めていると思いますか。 �3．33 �3．28 �1 �1 �17 �20 �3 �1 �0 �41 
2 �23 �29 �3 �0 �1 �56 

3 �16 �40 �2 �1 �2 �61 

計 �56 �89 �8 �2 �3 �158 

上？



■【ご意見・ご感想】 

i・お弁当の日をうっかり忘れてしまったとき、先生方に対応してもらい助かりました。（1A）・担任の先生との関係は良好なので安心してい 
．ます。（1A）・質問1～4について子供たちのやる気を無くさせるような発言をする先生がいる。けなすような言葉ではなく、子供たちのモチ 
ベーシヨンが上がるようなプラスの言葉がけをしてほしい。（1B）・早期発見、早期対応は悪くはないが、何でもかんでも先生が動いてしま 

小、逃げ道を作ってやっているようにしか思えない。社会に出たときに困ると感じる。（2A）・部活動は、学校生活の一つでは…。一部の 
岳生徒ですが、今日はやりたくないから帰る。行きたくないから休むはありなんですか？授業の一部として捉えるものではないでしょうか。（2 
A）・問題は、早期対応していただかないと、先生方が思っている以上に傷ついています。先延ばしされることで、被害、加害保護者間の 

関係にもかなり影響します。（2B）・1年生に対しては、主体性、自主性についてもう少し細かく説明し、小学校とは違う点、受け入れて取 
り組むところまで支援してもいいのかなと思います。（1B） 

R2平均匡3平可 �匝年l4 �回 �21 �11無 �lま‾‾‾ 3．保護者・地域との連携について

質問1 �学校は、各部父母会活動や、PTA活動に対して協 力的に取り組んでいると思いますか。 �3．31 �3．29 �1 �1 �14 �24 �2 �1 �0 �41 
2 �21 �34 �1 �0 �0 �56 

3 �20 �3fi �3 �1 �1 �61 

計 �55 �94 �6 �2 �1 �158 

質問2 �学校は、積極的に情報発信（文書・HP・一斉メール 等）を行っていると思いますか（学級・学年・学校・保 健・各部・行事・進路・PTA関係等文書。） �3．48 �3．49 �† �1 �24 �16 �1 �0 �0 �41 
2 �28 �26 �2 �0 �0 �56 

3 �31 �2番 �2 �0 �0 �61 

計 �83 �70 �5 �0 �0 �158 

質問3 �学校は、地域活動に対して積極的に参加・協力して いると思いますか。 �3．28 �3．19 �1 �1 �15 �19 �6 �0 �1 �41 
2 �19 �32 �4 �1 �0 �56 

3 �16 �35 �7 �1 �2 �61 

計 �50 �86 �17 �2 �3 �158 

【ご意見・ご感想】 
・質問3 �についてどんな活動をしているかがわからない。（1A）・ホームページ更新のメールはいらないような気がする。緊急時だけの方が 

よい。毎度、ホームページのメールばかりでは、ほとんど見ないので、緊急の際のメールに気づかない可能性がある。（2A）・コロナで地域 
活動が実施できないため、学校との関係が不透明であるが、計画は行われたいたと思うので、コロナが終息してから活動していただけた 
らと患う。（2A）・コロナの影響でしょうがないことだと思いつつ、入学してから一度も授業参戟ができておらず、学習の様子がまったくわか 
らないのが残念です。来年こそはと願います。（2B）・コロナ禍で、大変苦労しながら学校運営、行事を行っていただき感謝しています。 
（2B）・学校の生徒が過ごしている様子を参観する機会をもっと増やしてほしかったです。（3A）個人的には、ホームページ写真更新 
メールは不要です。それよりも、色々な文書をPDFなどでいいので、メールでもらえれば助かります。（3A）・文書に関してわかりずらい。検 
定等もう少し決定してから配布してほしい。（3B）・ホームページ更新をしているのであれば、全休の校報は不要だと患います。受験に対 
しての説 �明会は、3年次に行うのではなく、2年生の初めに行う方が生徒や保護者も対応できるのではないか。3年次で ��������至は遣いです。（3 
B）・ホームページ更新のメールばかりなので、大事なメールの時もホームページの更新だと思い後回しにしてしまうことがある。（3B） 

【1～3以外のご意見・ご感想】
・コロナ禍で、イベントが行われず、よくわからないのが本音です。トイレが臭いと言っています。改修が無理なら消臭剤を置くなどお願いし

ます。（1A）・子供が弁当を忘れたときは、先生に話をして電話連絡できるようにしてほしい。（1A）・屋外での活動について、暑いときには
帽子を。寒いときにはジャンパーを。全員に着るように言ってもらいたい。先輩などに遠慮してかぶったり、着たりできない。先生方は、か
ぶったり着たりしていますよね。子供たちの身になって対応してもらいたい。（1B）・敷地内ではないのですが、夕方になると通学路が暗い
ので危ないと思います。特に冬道。（1B）・校舎の周りの街灯をもっと明るくしてもらいたい。（1B）・お弁当の日の前日に一斉メールが欲し
いです。今までもメールしてもらって助かっているので。（2A）・お弁当の際、手紙で見忘れもあったりするので、前日にメールを頂いたのは

助かりました。これからもお願いしたいです。（2B）・全ての先生がとは思わないが、数人が気持ち、気分を乱すことで学校の空気及び雰
囲気が悪化する。（2B）・文化祭で、校舎内廊下（2Fの窓）が汚れていて、中庭が見えにくく残念でした。（2B）・話を聞いてもらえない、
皆の前で叱られる、皆の前で叩かれた経験をいつまでも引きづり、高校生になってから先生との向き合い方に悩んでいる生徒もいます。
忙しい中だと思いますが、そういう風に患っている生徒がいることも知っていただきたいし、勢いで叩いてしまうことはやはりダメだと思いま
す。難しい年ごろの子供たちに毎日向き合うこと大変だと患いますが、よろしくお願いします。今の高校生に、こう思っている生徒が多いそ
うです。（2B）・部によって、活動日数、時間などがバラバラなので保護者も納得いくと思います。週2回しかスポ少活動もできないのに、
火曜日～金曜日までやっている部もあるし、平日2時間の部もあれば、3時間やっている部もあるようです。（3A）・冬は校舎が寒すぎま
す。校内の防寒対策として、防寒着等の着用、ひざ掛け等の使用を許可してほしいです。（3B）・将来、働く為に必要な取組、生活して
いくために必要なことを、その年齢こ応じて取組を増やしてもらいたいと思います。（1B）

上8



令和3年度軽米中学校卓彦アンケート集計結果　　　　全校100％の回答
＜記入基準＞　　4…とてもそう思う　　3・・・ややそう思う　　2…あまりそう思わない　1・・・まったくそう思わない

1．確かな学力・学力向上について R2平均 �R3平均 �ll �年 �4 �3 �2 �1 �無 �計 

質問1 �先生方は、「分かる授業」を目指して授業を行う努 力をしていると思いますか。 �3．59 �3．60 �† �1 �32 �10 �0 �0 �1 �43 
2 �39 �20 �2 �0 �0 �61 

3 �31 �31 �1 �0 �0 �63 

計 �102 �61 �3 �0 �1 �167 

質問2 �先生方は、授業中、あなた方の学習規律（授業を受 ける姿勢）がしっかりとなるように注意をしていると思い ますか。 �3．54 �3．55 �† �1 �30 �11 �1 �0 �1 �43 
2 �36 �24 �1 �0 �0 �61 

3 �32 �27 �4 �0 �0 �63 

計 �98 �62 �6 �0 �1 �167 

質問3 �先生方は、適度な量、授業に沿った内容の家庭学 習を出していると患いますか。 �3．49 �3．52 �† �1 �28 �11 �2 �1 �1 �43 
2 �37 �22 �2 �0 �0 �61 

3 �31 �29 �3 �0 �0 �63 

計 �96 �62 �7 �1 �1 �167 

質問4 �先生方は、あなた方が読書に親しめるように働きか けをしていると思いますか。 �2．93 �3．16 �† �1 �22 �19 �1 �1 �0 �43 
2 �29 �26 �3 �3 �0 �61 

3 �16 �26 �13 �8 �0 �63 

計 �67 �71 �17 �12 �0 �167 

質問5 �学校は、各種コンクールや検定（英語t漢字等）に積 極的に取り組ませていると思いますか。 �3．49 �3．65 �† �1 �27 �14 �2 �0 �0 �43 
2 �48 �13 �0 �0 �0 �61 

3 �38 �23 �1 �1 � �63 

計 �113 �50 �3 �1 �0 �167 

質問6 �自分は、「ノーメディア週間」に積極的に取り組んで学 力向上に励んでいますか。 �3．32 �3．30 �1 �1 �19 �19 �3 �1 �1 �43 
2 �23 �33 �4 �1 �0 �61 

3 �31 �23 �4 �4 �1 �63 

計 �73 �75 �11 �6 �2 �167 

【意見など】 
・自分でコントロールができない。（1A）・勉強時間は2時間ぐらいだけど、家庭学習などが適当だから積極的ではない。（1A）・本をあまり 

読みたいと思わないから、毎月2冊以上にはあまりなっていない。（1A）・メディアコントロールはしているけど、学力向上にはあまり励んで 
いない。（2A）・読書に関して、先生が特に何か取り組んでいると感じないから。（2A）・1人勉強で、1教科しかやらない人がいて、その強 
化しか勉強できないと患うから。（2A）・読書に関して、どのような働きかけをしているかわからないから。（2A）・家庭学習がちょっと多い 
ので少なくしてほしい。（2A）・わかりずらい教科の授業がある。（2B）・もっと勉強時間を増やしたい。（2B）・自分はメディアコントロール遇 

間にしっかりと取り組んでいないから。（28）t読書やメディアコントロールに関して、呼びかけ ����が少ないし、意識していない。（3A）・本を2冊 
以上読みなさいと言われない。（3A）・本を借りるという機会がない。（3A）・メディアコントロール週間l ������こゲームをしている。（3A）・読書に 

関して、取組があまりないと思う。また、確認もしていない。（3A）■ノートに書いているのにどんどん先に進んでしまう先生がいる。（3B）・い 
じめに対しての相談をしても何もしてくれない。（3B）・学習規律について、やっている先生とやっていない先生がいる。（3B）・メディアコン 
トロール週間に関係なく、ゲームや宿題をしています。（3B） 

2．生徒と教師の信頼関係づくりについて R2平均 �R3平均 �†1 �年 �4 �3 �2 �1 �無 �計 

質問1 �学校は、生徒にとって居心地の良い学校づくりを進 めていると思いますか。 �3．36 �3．39 �† �1 �26 �17 �0 �‾‾膏 �0 �‾‾‾‾‾‾‾ね 
2 �32 �24 �3 �2 �0 �61 

3 �25 �27 �11 �0 �0 �63 

計 �83 �68 �14 �2 �0 �167 

質問2 �先生方は、教育相談（日常の相談も含む）を充実さ せることにより、生徒と教師の信頼関係づくりに取り組 んでいると思いますか。 �3．36 �3．52 �† �1 �30 �13 �0 �0 �0 �43 
2 �36 �23 �1 �1 �0 �61 

3 �30 �27 �6 �0 �0 �63 

計 �96 �63 �7 �1 �0 �167 

質問3 �先生方は、人間的な成長（人間形成）を目指して、 部活動指導に取り組んでいると思いますか。 �3．46 �3．52 �† �1 �32 �10 �1 �0 �0 �43 
2 �36 �23 �1 �1 �0 �61 

3 �28 �30 �5 �0 �0 �63 

計 �96 �63 �7 �1 �0 �167 

質問4 �先生方は、生徒会活動や諸行事の取組により、あな た方が主体的（自主性）・協調性・団結力などを高め られるように支援をしていると思いますか。 �3．48 �3．58 �† �1 �31 �12 �0 �0 �0 �43 
2 �39 �20 �1 �1 �0 �61 

3 �34 �25 �4 �0 �0 �63 

計 �104 �57 �5 �1 �0 �167 

質問5 �先生方は、積極的に生徒指導を行い、あなた方生 徒の問題の早期発見・早期対応を進めて、真剣に対 応していると思いますか。 �3．40 �3．51 �† �1 �28 �14 �1 �0 �0 �43 
2 �37 �21 �2 �1 �0 �61 

3 �32 �25 �5 �1 �0 �63 

計 �97 �60 �8 �2 �0 �167 
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質問6 �学校は、復興支援活動（募金・復興学習等）・防災 教育（避難訓練等）を積極的に進めていると思います か。 �3．64 �3．59 �1 �1 �21 �21 �1 �0 �0 �43 
2 �39 �21 �1 �0 �0 �61 

3 �41 �21 �1 �0 �0 �63 

計 �101 �63 �3 �0 �0 �167 

【意見など】 
・真剣l �こ対応していると思うけど、もっと広い視野でみて、問題を解決した方がよいと思う。（2A）・相談だけをしたくても、いじめなどに変 

わることであれば個別に呼ぶのがいやだ。（2A）・先生方が学校のために頑張っていていいと思う。（2B）・部活動指導で、何を言ってい 
るかわからない。（3A） 

3．保護者・地域との連携について ��R2平均 �R3平均 �†l �年 �4 �3 �2 �1 �無 �計 

質問1 �自分は、以前より積極的に元気よく挨拶をしています か。 �3．32 �3．22 �1 �1 �23 �12 �7 �1 �0 �43 
2 �23 �28 �8 �2 �0 �61 

3 �25 �25 �12 �1 �0 �63 

計 �71 �65 �27 �4 �0 �167 

質問2 �自分の家庭では、スマホ・タブレット通信ゲーム機な どの使用のルールを決めていますか。（決めている1 ない2） � � � �1 �　＼ �　＼ �9 �31 �3 �43 
2 �　＼ �　＼ �15 �46 �0 �61 

3 �　＼ �　＼ �19 �42 �2 �63 

計 �0 �0 �43 �119 �5 �167 

質問 3（1） �自分は、何か相談したいことがあるときに誰に相談しま すか。〔親や祖父母兄弟姉妹先生友達SCそ の他〕 � � � �1 �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �0 2 �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �0 
3 �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �0 
計 �0 �0 �0 �0 �0 �0 

質問 3（2） �主な相談内容は何ですか。〔友人関係親子関係S NS勉強部活動将来その他〕 � � � �1 �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �0 2 �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �0 
3 �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �　＼ �0 
計 �0 �0 �0 �0 �0 �0 

質問4 �自分は、地域の活動に対して積極的に参加・協力して いると思いますか。（伝統芸能や地域の行事等） �2．93 �2．87 �1 �1 �12 �18 �9 �1 �3 �43 
2 �13 �27 �17 �4 �0 �61 

3 �17 �23 �16 �＄ �1 �63 

計 �42 �68 �42 �11 �4 �167 

【意見など】 
・地区のゴミ拾いなどを自分はあまりしていない。（1A）・元気よく挨拶しようと思った。（2B） 

◆1～3以外での意見・相談 
・寒いのでストーブをずっとつけてほしい。（2A）・部活動での差別。（2A）・わかりずらい教科の授業がある。（2B）・地域活動をする機会 

をもう少し増やしてもよいと思う。（3A）・もっと地域の活動に積極的に参加したいです。（3B）最近、水泳と �������聞くと、吐き気がして、冷や汗 
が出て体が震えます。（3B） 

32 �10 �9 �24 �1 �2 �　＼ �78 

29 �10 �15 �43 �1 �5 �　＼ �103 

43 �17 �8 �45 �0 �4 �　＼ �117 

104 �37 �32 �112 �2 �11 �0 �298 

19 �4 �2 �28 �20 �6 �5 �84 

30 �2 �0 �28 �24 �11 �12 �77 

28 �6 �3 �35 �12 �33 �15 �132 

77 �12 �5 �91 �56 �50 �32 �323 



令和3年度軽米中学校　棚アンケート集計結果　　　全校100％の回答
＜記入基準＞　　4…とてもそう思う　　3・‥ややそう思う　　2…あまりそう思わない　1…まったくそう思わない

1．確かな学力・学力向上について R2平均 �R3平均 �ll �年 �4 �3 �2 �1 �無 �計 

質問1 �自分は，「分かる授業」を目指して授業を行う努力を していると思いますか。 �3．36 �3．06 �1 �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �4 �9 �3 �0 �0 �16 

計 �4 �9 �3 �0 �0 �16 

質問2 �自分は，授業で生徒たちの学習規律が確立されるよ うに努力していると思いますか。 �3．43 �3．31 �1 �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �6 �9 �1 �0 �0 �16 

計 �6 �9 �1 �0 �0 �16 

質問3 �自分は，家庭学習の習慣化が図られるように努力し ていると思いますか。※学担、教科担回答 �3．25 �3．38 �† �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �5 �8 �0 �0 �3 �16 

計 �5 �8 �0 �0 �3 �16 

質問4 �自分は，生徒達が読書に親しめるように努力をしてい ると思いますか。（毎月2冊以上を目標として）※学担 回答 �2．63 �2．44 �1 �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �2 �1 �5 �1 �7 �16 

計 �2 �1 �5 �1 �7 �16 

質問5 �学校は，各種コンクールや検定（英語・漢字等）に積 極的に取り組ませていると思いますか。※国語・英語科 回答 �3．60 �3．25 �1 �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �2 �1 �1 �0 �12 �16 

計 �2 �1 �1 �0 �12 �16 

【意見】 
・質問5に関して、数学も全校受験できないか。 

2，生徒と教師の信頼関係づくりについて R2平均 �R3平均 �ll �年 �4 �3 �2 �1 �無 �計 

質問1 �学校は，生徒にとって居心地の良い学校づくりを進め ていると思いますか。 �3．35 �3．44 �† �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �8 �7 �1 �0 �0 �－16 

計 �8 �7 �1 �0 �0 �16 

質問2 �自分は，故育相談（日常も含）を充実させることによ り、生徒と教師の信頼関係づくりに取り組んでいると思 いますか。 �3．07 �3．38 �† �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �6 �10 �0 �0 �0 �16 

計 �6 �10 �0 �0 �0 �16 

質問3 �自分は，人間的な成長（人間形成）を目指して部活 動の活性化に取り組んでいると思いますか。 �2．87 �3．06 �† �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �5 �7 �4 �0 �0 �16 

計 �5 �7 �4 �0 �0 �16 

質問4 �本校は，生徒会活動や諸行事の取組により、主体性 （自主性）・協調性・団結力などを高める支援をしてい ると思いますか。 �3．35 �3．56 �† �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �9 �7 �0 �0 �0 �16 

計 �9 �7 �0 �0 �0 �16 

質問5 �本校は，積極的な生徒指導を推進し．生徒の問題の 早期発見・早期対応を進めて真筆に対応していると思 いますか。 �3．59 �3．50 �1 �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �8 �8 �0 �0 �0 �16 

計 �8 �8 �0 �0 �0 �16 

質問6 �本校は，復興支援活動（募金・復興学習）・防災教育 （避難訓練等）を積極的に進めていると患いますか。 �3．47 �3．38 �1 �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �7 �8 �1 �0 �0 �16 

計 �7 �8 �1 �0 �0 �16 

【意見】 
・問題が起きたとき、指導部長→副校長→校長の流れができており、適切なアドバイスをいただけるのでとてもありがたいです。・部活 �����������動指 

導は、生徒の成長を願っているが、難しい。 

R2平均匝平均恒回4 �暮3暮 �2日 �L無t計 3．保護者・地域との連携について

質問1 �自分は，各部父母会活動やPTA活動に対して協力 的に取り組んでいると思いますか。 �3．06 �3．25 �† �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �6 �8 �2 �0 �0 �16 

計 �6 �8 �2 �0 �0 �16 

急呈



質問2 �本校は，積極的に情報発信（文書・HP・メール）を 行っていると思いますか（学級・学年・学校・保健・各 部・行事・進路・PTA等の文書）。 �3．69 �3．69 �→ �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �12 �3 �1 �0 �0 �16 

計 �12 �3 �1 �0 �0 �16 

質問3 �本校は，地域の活動に対して積極的に参加・協力し ていると思いますか。 �3．41 �3．06 �1 �1 � � � � � �0 
2 � � � � � �0 

3 �6 �5 �5 �0 �0 �16 

計 �6 �5 �5 �0 �0 �16 

【意見】 
・質問3 �に関しては、コロナ禍の影響が大きく、参加や協力ができていない。・ホームページの写真は、今後とも要注意。生徒の顔や名前 

が明確な写真は掲載しない方がよいと患う。 

【1～3の各項目以外として、いただいたご意見・ご感想】 
・体育館の暗幕の取り換えが必要です。 
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令和3年度　軽米町立軽米中学校　学校評価総括

1．確かな学力・学力向上について

《わかる授業≫

直接授業を受けている生徒の61％（昨年度も61％）は、先生方が「わかる授業」を目

指して努力をしてくれていると感じている。更に「やや」も含めた肯定的な生徒は、97％

（昨年度も97％）と、とても高い数値である。

保護者も「とても」と「やや」を合計すると、84％（昨年度も87％）の方が肯定的である

が、昨年度と比較すると、若干、「とても」の数値が下がっている。これは、昨年度同様に

新型コロナウイルス感染拡大防止のために授業参観ができず、授業の様子を見る機会が

なかったことも大きく影響していると考える。

最後に、教職員の自己評価を見てみると、「とても」が25％と昨年度の43％を大きく下

回っている。また、「やや」は56％と昨年度とほぼ同じ値である。昨年度と比較すれば、

「やや」や「あまり」と回答した先生方が増えている傾向にある。この実態を真撃に受け止

め、教職員一人ひとりが自身の授業力向上を図り、より生徒の学力向上につなげなけれ

ばならないと考える。

尚、本年度より「新学習指導要領」の実施となった。各教科の指導の領域や、指導の仕

方などが変わり、ICT機器を使用した授業の展開等も考え実践していかなければならな

い。来年度も、本校の「研究部」やICT担当を中心とした組織で、確実に推進していかな

ければならないと考える。

≪学習規律の確立≫

生徒は、授業の時に適宜、注意・指導をされていると半数以上が感じている。「とても」と

「やや」を合計すると96％（昨年度は93％）と高い数値を示している。

保護者に関しては、「やや」が「とても」より多い数値を示しているが、合計すると83％

（昨年度83％）と、これも肯定的である。これに関しても、授業参観等で例年通りに学校

に来る機会が多くあり、授業を参観していただければ、もう少し数値が上がっただろうと思

われる。

一方、教職員を見てみると「とても」が38％と昨年度の43％を若干下回った。「とても」

と「やや」を合計すると94％（「あまり」を評価した教職員の6％の人数は1人。）と、先生方

も学習規律に関しては、意識をして授業に臨んでいるという結果であった。今の軽米中

は、ほぼ全ての学級、ほぼ全ての教科で学習規律が確立されている。昨年同様に、次の

課題は、『学力向上』そのものであると考える。

《家庭学習の習慣化≫

生徒は、家庭学習の内容や量について57％（昨年度は58％）が「とても」妥当と思って

いる。更に「やや」を加えると、94％（昨年度92％）の生徒が肯定的である。
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しかし、保護者も感じているようであるが、教科担任の宿題の出し方や、学級担任の取

り組ませ方にやや甘さがあるとも読み取れ、「やや」が57％、「とても」が29％と、約2倍の

数値となっている。

教職員については、学級担任・教科担任のみの回答としたが、「とても」が38％（昨年

度は34％）、「やや」62％（昨年度は58％）と昨年度より、改善傾向にあるといえる。しか

し、これに甘んじることなく、授業と連動した宿題を確実に提示し、生徒全員に毎日継続し

て取り組ませ、『学力向上』につなげ続けなければならないと考える。

≪読書について≫

読書については、ここ数年、本校の課題としてとらえ、『学びフェスト』で重点として位置

付けて取り組んできている。しかし、学級担任のみの回答ではあるが、「とても」が22％

（昨年度12％）と改善されたものの、「あまり」56％、「まったく」11％を合計した数値が6

7％と教職員側の働きかけの弱さが露呈される結果となった。これでは、まだまだ重点と

言える状況にはなっていない。しかし、生徒から見た読書の推進の「とても」の数値は4

0％と、昨年度より10％も伸びている結果となったことは評価できるのではないかと考え

る。

今後も、更に読書活動を推進するためには、学級担任はもとより、委員会等による活動

も含め、もっともっと活発に啓発していく必要があると考える。

《コンクール・検定について≫

軽米町は、生徒1人につき1回、英語検定・漢字検定の検定料を補助していただき、全

校生徒が受検している。よって、大分、保護者・生徒の間で町の補助や、学校の取組に

ついて理解が増し、「とても」、「やや」の肯定的な数値が、保護者88％、生徒98％（「とて

も」が68％と高い数値）と高く出ている。

また、今年度は、町より外国語学習支援員を、英語検定3級以上55％合格の指標の下

に、本校と軽米高校に配置していただき、配置初年度ではあるが、学習会などで効果的

な取組を行っていただいていることも高い数値の裏付けとなっていると考えられる。

学校としては、英語科・国語科を中心に、受けることの数値も大切であるが、学びフェス

トで示している「級」や「合格率」を上げる努力をしていかなければならないと考える。町の

方針が変わらない限り、各種検定には、今後も前向きに取り組ませていきたい。補足にな

るが、理数系の得意な生徒などにも、数学検定や理科検定などの主体的な受検を促すよ

うな指導も行っていければと考える。

≪ノーメティアについて≫

この質問は、家庭における学習の取組に関するものであり、今年度も昨年度同様に、

保護者と生徒との数値に大分違いが見られた。信憑性で考えると、保護者の数値の方が

正確な値に近いと考えて見てみると、「あまり」＋「まったく」32％（昨年度25％）の家庭で

は、何らかの理由で取り組めていないことがわかる。（※昨年度よりも悪い傾向。）
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因みに、生徒の数値で見てみると、「とても」44％、「やや」45％と合計すると89％の生

徒が、ノーメディアでの学習に取り組んでいることにはなっている。

年間を通して、各定期テスト前などに『メディアコントロール週間』（今年度よりノーメディ

ア週間を改名）を設けて、小中学校が一丸となって取り組んでいるとても良い取り組みで

あると考えるので、児童・生徒個々が集中して学習に取り組める環境づくりを、各家庭に

おいても強くご協力をお願いしたいところである。

また、今年度も、町の有線放送で取り上げていただいているほどの取組でもあるので、

何らかの手段で、「軽米町の小・中学生全員で徹底するのだ！」といった風土を各家庭に

浸透させることが、学校としての願いである。

2．生徒と教師の信頼関係づくり

≪居心地の良い学校づくり≫

昨年度とほぼ同じ数値で、生徒の約半数（50％強）が、「とても」居心地がいいと感じて

いることは良い傾向である。更に、「やや」も41％（昨年度35％）と、肯定的な回答は合計

で91％になった。保護者に関しては、「とても」が43％（昨年度27％）と昨年度を大きく上

回った。しかし、逆に「やや」が8％（昨年度49％）と極端に数値が下がり、「あまり」や「まっ

たく」と回答した保護者が約半数を占めている現状である。この項目に関しても、生徒自

身の回答と保護者の回答に大きな違いが見られるが、授業参観等の機会がなかっをこと

に起因していることもあり得ると考える。

今年度も、不登校生徒や別室登校生徒が複数名いる。様々な理由で学校に行けな

い、教室に入れない生徒たちであるが、教職員に関しては、「とても」が50％（昨年度4

1％）と昨年度より約10％増え、「やや」が昨年度の53％から44％と「とても」に移行して

いるとおり、努力をしているということが数字に表れている。教職員の意識は、向上傾向に

あるが、それに伴い、その意識が、生徒や保護者に還元されなければないと考える。

≪教師と生徒との信頼関係づくり≫

生徒の「とても」が57％（昨年度46％）と過半数を超えた。「やや」の38％を足せば、9

5％と教師と生徒との信頼関係は概ね良好であると考えられる。しかし、「あまり」や「まっ

たく」と答えた生徒も少なからずともいることに注目し、もっと生徒とのかかわりを大切にし

たいと考える。

教職員の「とても」の数値は上がり、「やや」も足すと100％となった。教職員は、昨年度

の評価を改善しようと努力している結果の表れであると考えられる。

また、保護者の中には、「あまり」や」や「まったく」と回答してきた方が25％（昨年度2

0％）もおり、増加候向にある。保護者からの信頼回復のためにも、「チーム軽中」教職員

として共通意識の下、生徒とのかかわりを大切に向き合っていきたいと考える。

≪部活動指導について≫

部活動に関しては、今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止の関係で、部活動の

停止、練習試合への様々な制限、大会の中止や縮小開催など、昨年同様に厳しい1年と
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なった。よって、様々なマイナスの要素がある中ではあるが、生徒の評価は、思ったほど

「あまり」や「まったく」といった否定的な数値は高くなく、昨年度とほぼ同じ数値であった。

保護者に関しても、生徒と同様に昨年度とほぼ同じ数値で、肯定的な「とても」、「や

や」を足すと81％（昨年度78％）であった。

教職員の数値を見ると、「とても」が31％（昨年度13％）より大きく数値を伸ばした。しか

し、新型コロナウイルスの影響も関係してか、「あまり」が25％（昨年度13％）と否定的な

評価の数値が高くなった。

なお、これまでの分析でも挙げたが、教職員の事情（専門外競技の指導・部活動以外

の業務等）があり、生徒達が期待しているほど集中して指導に当たれない現実もある。生

徒の人間形成を更に育てていくため、そして、保護者の期待に応えるために、限界はあ

るが、教職員の意識改革が必要であると考える。

《主体性・協調性・団結力向上の支援について≫

生徒の回答では、「とても」が62％（昨年度は58％）、「やや」を合計すると、96％（昨

年度93％）と高い数値を示している。又、保護者も「やや」が過半数を超えているが、「と

ても」を足すと90％（昨年度は87％）と肯定的な回答が多かった。肯定派は、今年度も新

型コロナ禍ではあったが、昨年度の全校行事や学年行事等の取組や開催の実績を生か

して開催した、体育祭・文化祭・修学旅行・宿泊研修・防災学習などをとおして評価してい

るものと考える。

職員に関していえば、昨年度の「とても」が56％（昨年度41％）と大きく増加した。更に

「やや」44％も足せば100％と昨年度以上に、新型コロナ禍の中であっても、実施するか

らには、生徒の主体性や協調性、団結力をつけさせるためにはどうしたらよいかなどの工

夫を、昨年以上に職員が一丸となって検討し合い、実施にこぎつけたからこその数値で

あると考える。

≪生徒指導の推進について≫

積極的な生徒指導に関しては、生徒の回答では58％（昨年度53％）が「とても」、「や

や」を合計すると、94％（昨年度90％）が評価をしている。

保護者については、「とても」、「やや」の合計が72％（昨年度71％）、数値においては

大きな変化は見られなかった。又、「あまり」、「まったく」といった否定的な数値は、昨年度

と同じ25％とまだまだ、保護者の方々の生徒指導に関する理解を頂けていない状況が続

いている。

一方、教職員はというと、一昨年の「とても」6％が昨年65％へと大幅に増加し、今年度

の伸びにも期待はしたが、「とても」が50％、「やや」も50％と、「とても」の数値に減少が見

られたが、全ての教職員が肯定的に推進しているものと考えられる。これは、良くとらえれ

ば、生徒指導上の問題に対し、組織として、対応してきた結果の表れであると考える。

生徒指導上の問題に関しては、全国のどんな学校においても、大なり小なり必ず起こり

得ることであり、その間題に対して、いかに私たち教職員がアンテナを高く持ち、「早期発
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見」をし、「早期解決」に向けて対応するかが鍵となる。今後も、職員間での「報告・連絡・

相談」を重視し、推進していきたいと考える。

《復興・防災について≫

本校では、復興支援学習や防災学習に、総合的な学習の時間を通して力を入れて取

り組んでいる。その結果が、生徒の「とても」60％（昨年度は67％）、「やや」38％（昨年度

は30％）を足すと98％と、「とても」の数値が若干下がりはしたものの肯定的な数値が非

常に高い。

保護者に関しても、92％（昨年度89％）の方が、「とても」、「やや」と肯定的な回答が多

かった。

教職員に関しては、「とても」が44％（昨年度53％）と、数値が下がった。しかし、「や

や」が50％（昨年度41％）と多かったことで肯定的な数値の合計は94％と、昨年度と同じ

結果となった。

新型コロナ禍の中での復興支援学習や防災学習に関しては、昨年度同様の取組を実

施した。更に3年生に関しては、修学旅行の行先を沿岸南部に変えて、三陸鉄道震災列

車に乗車、陸前高田の津波伝承館の見学などを行ったにもかかわらず、「とても」の数値

が下がったことに関しては、残念な結果となった。

3．保護者・地域との連携について

《父母会活動・PTA活動について≫※保護者・教職員のみ回答

この項目に関しては、今年度も昨年度同様に、新型コロナウイルス感染症による部活動

の制約や大会等の無観客試合、PTA活動の中止、地域での行事の中止等で、本校の

職員が、保護者の方々や地域の方々と接する機会が激減したことにより、保護者の学校

に対する評価は、「とても」が35％（昨年度37％）と数値が下がった。しかし、「やや」が5

9％（昨年度50％）と肯定的な数値を足すと昨年度を若干上回る結果となった。尚、今年

度、実施できたPTA活動は、親子環境整備作業と文化祭PTA作品展示、広報発行の

みであった。

教職員に関しても、部活動での練習試合や大会、PTA活動への協力や連携の機会が

少なかった割には、「とても」が37％（昨年度23％）、「やや」が50％（昨年度59％）と肯

定的な数値が増加した。更に昨年度18％であった「あまり」が、13％と若干改善された。

まだまだ、新型コロナウイルス感染症（オミクロン株）の影響で、来年度の部活動（大会

や練習試合含む）や、PTA活動が例年通り実施されるかどうかがわからない状況である

が、様々な行事や取組が再開したときには、土・日に行われるPTA活動等に、教職員の

家庭の事情もあるかと思うが、学校としてもできる限り、積極的に参加・協力していきたいと

考える。

《情報発信について≫※保護者・教職員のみ回答

今年度も、学校からは、校報・ホームページ・指導部通信（新設）・一斉メール・学年通

信・学級通信・保健だより・進路通信等、沢山の情報を発信した。特にも、今年度は、新
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型コロナウイルス感染症の影響で、授業参観を実施することができなかったこともあり、今

まで以上に生徒の様々な活動の様子を中心に情報発信を心がけて行った。

「一斉メールでのホームページの更新の知らせは、いらないのではないか」とのご意見

もいただいているので、検討していきたい。数値に関しては、肯定的な「とても」「やや」を

足せば97％（昨年度91％）と高い数値を維持している。今後も、必要な情報発信は、継

続して行っていきたいと考える。

尚、教職員からの情報発信については、自己評価の数値にも表れているように、かなり

力を入れて頑張っている。本校でも「働き方改革」を様々な角度から推進しており、情報

発信に関しては、現状が限界に近い状況であることもご理解いただきたい。

≪地域の活動について≫

今年度も、祭り（夏・秋）が中止になり、夢灯りの実施はあったものの本校生徒の参加は

なしといった状況であった。強いてあげれば、各地区の郷土芸能を学ぶ会を全校で実施

し、3年生の文化祭（本年度、晴陵祭に改名）オープニングセレモニーでの発表につなげ

た。今年度の発表は、ローテーションで晴山地区に決まっており、「山内神楽」保存会の

方々に大変お世話いただいた。しかし、今年度は、地域での行事や活動が、ほとんど中

止となり、保護者に関しては、「とても」が32％（昨年度35％）、「やや」が54％（昨年度5

1％）と「やや」の数値が上がった。また、教職員に関しては、「とても」が38％（昨年度4

7％）、「やや」が31％（昨年度47％）と数値が大きく下がり、「あまり」の数値が31％（昨年

度6％）を大きく上がる結果となった。この数値に関しては、やはり、新型コロナウイルス感

染症の影響が大きく関わっていると考えられる。

そのような中、生徒たちは、夏休み中の地区別奉仕活動しか活動が実施できなかった

ため、昨年度と大きく数値に変化はなかった。

今後も、軽米中学校として、継承活動を継続し、生涯、郷土を愛する人間に育てていき

たいと考える。

3　生徒自身のことについて（参考）※生徒のみ回答

≪積極的な挨拶について≫

挨拶に関しては、昨年同様、生徒会を中心とした「挨拶運動」が、年間を通して常態化し

てきており、その成果の現れが期待されていたが、毎朝、「挨拶運動」を行っているリーダー

達の積極性とは裏腹に、「元気よく」、「自分から」、「目を見て」、「心を込めて」などの質の高

い挨拶は、全体のものにはなっていないのが現状である。数値で見ても、「とても」が43％

（昨年度47％）、「やや」が39％（昨年度41％）と、逆に消極的になっている傾向にある。12

月に行われた後期生徒総会でも、沢山の『挨拶』に関する良い意見が出て来ているが、そ

れを実行に移せない実態があり、とても残念で仕方がない。

今後も、リーダーが中心となって根気強く、全校生徒が明るくお互いに挨拶を交わし、活

気あふれる学校にしていくために、更に様々な方法で活発な取組をさせていきたいと考え

る。
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是非、各家庭においても、挨拶を交わし合い、挨拶の良さや大切さを、学校のみならず、

教えていただきたいと思う。ご理解とご協力をお願いしたい。

≪相談相手について≫≪相談内容について》は、参考まで‥・グラフをご覧ください。

4　全体をとおして

今年度の学校評価を、全体を通してみる。

はじめに、1．「確かな学力・学力向上」に関しては、生徒の評価を見れば、6項目中5項

目で昨年度の数値を上回っており（その中の4項目は、昨年度の調査でも一昨年を上回っ

た項目である。）、高評価が続いている。次に、教職員の評価を見てみると、「家庭学習の習

慣化」に関してのみ、昨年度の数値を上回っただけにとどまった。特にも、「読書」に関して

は、本校の学びフェストにもある項目であることを、お互いに認識し合い、国語科や図書委

員会の活動をとおして、活発にさせなければならない。次に保護者の評価を見てみると、6

項目中2項目だけが昨年度を上回った。これに関しては、やはり新型コロナウイルス感染症

拡大防止のために授業参観を実施できなかったことが大きく影響していると考えられる。

次に、2．「生徒と教師の信頼関係づくり」に関しては、生徒の評価を見れば、こちらも、6

項目中5項目で昨年度の数値を上回っており、高評価が続いている。数値が下がってしま

った1項目は「復興支援活動・防災教育」であるが、数値的に昨年度を下回っているだけ

で、6項目の中では、平均値は一番高い。次に、教職員の評価を見てみると、6項目中4項

目で昨年度を上回った。昨年度を下回った「積極的な生徒指導」、「復興支援活動・防災教

育」に関しては、昨年度の数値が高かっただけに、若干の下降を見せたが、全体的には上

向きの結果となった。次に保護者の評価を見てみると、6項目中5項目で昨年度を下回っ

た。残す1項目（部活動の活性化）に関しては、昨年度と同じ数値であった。

最後に、3．「保護者・地域との連携」に関しては、「積極的な情報発信」にの項目に対し

ては、教職員・保護者共に高い評価をしている。また、新型コロナ禍の中ではあるが、「父母

会活動やPTA活動への取り組み」に関しては、多くの活動はできないまでにも、今できるこ

とに積極的に参加し、取り組んだという結果が、数値にも表れていると考える。来年度も、世

の中がどのように変化するかは予想もつかない状況であるが、新型コロナウイルス感染症が

終息し、当たり前のことが当たり前にできるようになり、地域やPTAと連携した活動や取組が

ひとつでも多くできることを願うしかない。また、令和4年度から、本校でも、学校運営協議会

が設置される。協議会には、委員が10数名連出され、地域の代表の方、PTAの代表の方、

学校の代表者で、これまで以上に軽米中学校の生徒の為にできることの意見を頂きながら

進めていかなければならない。

総括すると、生徒・保護者・教職員の評価で、低い評価の項目はあるが、四段階評価で

の中間値〔2．5〕を下回るような項目は、今年度も1つもない。要するに、高い数値での上が
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り下がりはあるが、私たち教職員は、この学校評価を毎年反省材料として真筆に受け止め、

生徒からも保護者からも信頼され、評価されるような教育活動を展開していきたいと考える。

最後に、それぞれの項目について、記述での回答を沢山いただいた。保護者・生徒から

の全ての意見に対して前向きに検討し、やれることは直ぐにでも改善していきたいと思う。し

かし、中には、どうしても今の軽米中学校の現状では、解決・改善できないご意見もあること

は、ご理解いただきたいと考える。

R4．1．17

〔分析〕校長遠藤
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