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～保護者・地域の皆様へ～ 

 

はじめに 

 

 本年度の学校評価がまとまりました。 

 令和２年度は、昨年度末からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大とそ

の対策に追われる一年となりました。毎日の授業をはじめ、行事や部活動

等、学校生活のあらゆることが大きな影響を受けました。 

 このような未曽有の事態の中、本校は昨年に引き続き「子どもが通いたく

なる学校 保護者が通わせたくなる学校 教職員が勤めたくなる学校」をめ

ざし、「信頼」をキーワードに全職員が一丸となって教育活動にあたって参

りました。 

 授業改善の研究や SDGｓや LGBTｓへの対応に関する研修を重ねたり、

「コロナ禍でもできること」を、生徒の思いを大切にして取り組んだりした

ことで、一定の成果を上げることができました。 

 今回のアンケートで語られた生徒・保護者・職員の声を糧に、これからも

学校づくりを進めていきます。 

 今後も、三好丘中学校へのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 



生徒アンケート

　　そう思う　　　　　　どちらかというとそう思う　　　　　　どちらかというとそう思わない　　　　　　そう思わない

学校生活について

　＜全校の肯定群の経年変化＞
H30:96.3　R1:96.7　R2:95.7
＜分析と今後にむけて＞
〇昨年度に引き続き、肯定群が全学
年で９５％を超えた。感染対策を授業
の中で共同的な取組を継続してきた
成果と考える。
〇社会生活を送り、かかわり合う中
で、人間関係のトラブルは起こり得る
が、成長の機会となるよう、生徒のコ
ミュニケーション能力を育てるととも
に、教師も小さな変化に気付き、声を
かけていきたい。

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:89.7　R1:90.3　R2:92.7
＜分析と今後にむけて＞
〇肯定群の変化は＋２Pだが、強
い肯定群は現3年生が＋６P、現2
年生が＋４Pとなった。感染症対
策による意識向上と考える。
〇今後も「コロナ慣れ」とならず、
感染対策を継続したい。また、交
通安全については、登下校や帰
宅後の生活でのルールやマナー
向上にかかる指導を進めたい。

＜全校の肯定群の経年変化＞
H30:85.3　R1:87.7　R2:87.3
＜分析と今後にむけて＞
〇肯定群は昨年度同程度だが、
強い肯定群の割合が増えてい
る。本校が最も大切にしている
「学校が楽しい」と感じている生徒
が少しずつ増えている。
〇今後も生徒の声をより丁寧に聞
くとともに、生徒が主体的に学校
生活を楽しむことができるよう、自
治的な活動を推進したい。

＜全校の肯定群の経年変化＞
H30:85.7　R1:83.3　R2:76.0
＜分析と今後にむけて＞
〇昨年度までは「授業に意欲的
に取り組んでいる」という質問だっ
た。生徒自由記述欄では「わかり
やすい授業・わかるまでをしてほ
しい」という意見が多数あった。
〇「わからない」という声を大切
に、学び合いやＩＣＴ機器の活用
等、授業の見直しを図っていく。

＜全校の肯定群の経年変化＞
H30:91.3　R1:90.7　R2:92.3
＜分析と今後にむけて＞
〇例年同様、約９０％以上が肯定
群という結果になった。現2年生
は強い肯定群が昨年時より８P増
えた。
〇きまりや諸活動の内容につい
ては、生徒の自治能力や主体的
により良い生活する力を育むため
に、生徒の声を取り入れながら定
期的な見直しを行いたい。

【R2.12実施　　アンケート回収率　１年生： 93％　２年生：  96％　３年生： 99％　】
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生徒アンケート

　　そう思う　　　　　　どちらかというとそう思う　　　　　　どちらかというとそう思わない　　　　　　そう思わない

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:－　R1:86.5　R2:85.0
＜分析と今後にむけて＞
〇肯定群としては同程度だが、強い
肯定群が現2年生で-21P、現3年生で
-２２Pと大幅に減少している。休校分
の遅れを取り戻すことを優先したり感
染対策でペアやグループによる学び
合う機会が不十分であったりしたこと
が考えられる。
〇感染対策は継続しながらも生徒が
学ぶ喜びを実感できる授業づくりを増
やしたい。

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:80.3　R1:84.7　R2:86.7
＜分析と今後にむけて＞
〇全校肯定群は年々増加してい
る。特に現3年生は強い肯定群が
＋１４P、否定群が－６Pであった。
〇生徒に寄り添った指導を心が
けるよう努めているが、アンケート
からはまだ十分とは言えない。多
感な中学生の気持ちを想像しな
がら、温かい指導・支援を心がけ
ていきたい。

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:80.3　R1:81.7　R2:83.3
＜分析と今後にむけて＞
〇昨年度と比べ、全体の肯定群
は増えているが、強い肯定群が
減少している。マスクの常時着用
により大きな声であいさつができ
ないことが理由として考えられる。
〇マスクを着用しながらも、所作
や目の表情で気持ちを伝えられ
るよう、教師が率先して気持ちの
良いあいさつの仕方を示したい。

＜全校の肯定群の経年変化＞
H30:81.3　R1:82.0　R2:84.3
＜分析と今後にむけて＞
〇肯定群の割合が年々増加して
おり、強い肯定群については現2
年生が＋１１P、現3年生が＋８Pと
大幅に増加している。生徒自身
が自主的に活動し、達成感を得
ていることが考えられる。
〇今後も自主自立の精神をはぐ
くむために、意図的に活動の場を
設定し、評価していきたい。

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:48.3　R1:55.3　R2:59.3
＜分析と今後にむけて＞
〇強い肯定群が現2年生で＋１０
P、現3年生で＋２８Pと大幅に増
加している。地域で活躍の場を与
えられ、評価していただけている
ことが大きな励みとなっていると考
える。
〇今後も地域の一員として貢献
できるよう学校からも働きかけてい
く。
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保護者アンケート

　　そう思う　　　　どちらかというとそう思う　　　　どちらかというとそう思わない　　　　そう思わない　　　　わからない

生徒の様子や学校の取り組みについて
【R2.12実施　　アンケート回収率　１年生：90％　２年生：89％　３年生：88％　】

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:90.7　R1:89.0　R2:89.7
＜分析と今後にむけて＞
〇昨年度までは「充実した学校生
活を送っている」という設問。
〇生徒が楽しく学校生活を送ること
が、保護者が学校に大きな信頼感
を得ることにつながると考える。
〇自由記述欄などに寄せられた
様々な声を真摯に受け止め、信頼
に応える学校づくりを進めたい。

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:96.7　R1:95.7　R2:95.7
＜分析と今後にむけて＞
〇例年同様、肯定群は９５％以上で、
特に現3年生は強い肯定群が＋８Pと増
え、保護者から見た友人関係は良好な
ようである。「わからない」も大変少なく、
親子の会話がしっかりと成立している様
子がうかがえる。
〇生徒にとって人間関係は大変重要で
ある。学校でも見守りを続けていきた
い。

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:95.0　R1:92.0　R2:92.0
＜分析と今後にむけて＞
〇全体の肯定群は変わらないが、
強い肯定群がどの学年も大幅に増
えている。学校や生徒の感染対策
に関する取組について、親子で話
題にしていただいていると考える。
〇今後も生活の基盤となる安全・健
康教育を推進していく。

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:－　R1:69.0　R2:70.3
＜分析と今後にむけて＞
〇全校の肯定群は増加しているが、強
い肯定群は減少している。
〇学校では感染対策をしながらも校内
研修により研鑽を積み、授業改善を進
めている。本年度は授業参観等、学校
を見ていただく機会が減ってしまった。
今後も感染状況を注視しつつ、学校で
の取組を発信する方法を考えていく必
要がある。

　＜全校肯定群の経年変化＞
H30:78.3　R1:76.3　R2:86.3
　＜分析と今後にむけて＞
〇昨年度までは「学校は様々な機
会を通じて生徒や学校の様子をよ
く伝えている」という設問。肯定群が
大幅に増加している。通信やホー
ムページ等による情報発信を増や
した成果と考える。
〇今後もこまめな情報発信に継続
して取り組みたい。
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保護者アンケート

　　そう思う　　　　どちらかというとそう思う　　　　どちらかというとそう思わない　　　　そう思わない　　　　わからない

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:83.7　R1:88.7　R2:89.7
＜分析と今後にむけて＞
〇全体の肯定群は昨年と同程度だ
が強い肯定群は現2年生が＋６P、
現3年生が＋１２Pと増加している。
○しかし自由記述欄にあるように、
学校の対応が十分でないと感じて
いる保護者もいる。校長が掲げた
「信頼」というキーワードを実現でき
るよう、全職員で保護者の思いに寄
り添った対応を心がけていきたい。

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:83.7　R1:80.3　R2:83.7
＜分析と今後にむけて＞
〇昨年より肯定群が増加しており、特に
現3年生は強い肯定群が＋１８Pと大幅
に増加した。
〇昨年度から生徒の自主性を重んじる
ことを大切にしている。この結果を見る
と、指導の方向性は間違っていないと
考える。
○今後も、自主性を大切にしながら、確
かな生活習慣、規範意識の向上を図っ
ていきたい。

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:67.0　R1:69.0　R2:68.0
＜分析と今後にむけて＞
〇全体の肯定群は同程度だが、現
3年生の強い肯定群は＋１５Pと大
幅に増加している。
〇学年が上がるごとに「わからない」
が減少しているが、他の設問と比べ
割合が大きい。道徳教育や人権教
育等で生徒の心を育むとともに、学
校の取組を保護者に発信し、信頼
向上に努めたい。

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:89.7　R1:88.7　R2:88.3
＜分析と今後にむけて＞
〇肯定群の数値は例年と同程度だ
が、強い肯定群が増加している。保
護者ボランティアによる消毒活動、
外部業者によるトイレ清掃等、感染
対策に関する取組の成果と考え
る。
〇今後も保護者や業者と連携し、
生徒にとって安全・安心な環境整
備に取り組んでいく。

＜全校肯定群の経年変化＞
H30:80.3　R1:84.3　R2:84.3
＜分析と今後にむけて＞
〇全体の肯定群は昨年と同程度だ
が、強い肯定群は現2年生が＋２P,
現3年生が＋１５Pと増加している。
○全体としては、温かく対応してい
るととらえられているが、自由記述
を見ると、指導に不平等さが感じら
れる場面もあるようだ。今後も、生徒
のことを大切にした学校づくりを進
めていきたい。
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教職員アンケート

本校の重点努力目標・市共通項目に対する取り組み
【R2.12実施　　アンケート回収率　100％　】

27% 57% 17% 0%0%教職員

（五つの改善②）保護者・地域と連携した教育活動を推進している

41% 59% 0%0%0%教職員

（五つの改善③）生徒の声を生かして、学校全体を改善しようと努めている。

29% 58% 10% 0%3%教職員

（五つの改善④）生徒のしなやかな心を育てようとしている

47% 33% 17% 3%0%教職員

（五つの改善⑤）あいさつのあふれる学校の実現に努めている

26% 65% 10% 0%0%教職員

出席者を増やし、健康で安全な生活習慣を確立させることに努めている

27% 47% 27% 0%0%教職員

生徒のためにいきいきと働く教員をめざし、働き方を見直すことに努めている

47% 43% 10% 0%0%教職員

清掃・安全点検・整理整頓を行うなど、学ぶ環境の整備に努めている

32% 65% 3%0%0%教職員

（五つの改善①）一人一人の学びを保障する授業づくりを推進している

43% 50% 7% 0%0%教職員

生徒や保護者に寄り添った生徒指導・支援に努めている
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教職員アンケート

　　そう思う　　　　どちらかというとそう思う　　　　どちらかというとそう思わない　　　　そう思わない　　　　

＜分析と今後にむけて＞
〇今年度の最重点である「五つの改善」に対する取組について、多くの教員が意識的に取り組むことができた。た
だし、①の「一人一人の学びを保障する授業づくり」に関しては昨年度と比べ、強い肯定群の割合が減っている。
今後は新型コロナウイルス感染症の感染対策をしつつ、ペアやグループによる学び合いの場を精選したりタブレッ
ト等のＩＣＴ機器の活用をしたりすることにより、改善を進めていく。また、個々の授業研修についても継続して取り
組んでいく。
〇③「生徒の声を生かした学校全体の改善」はすべての教員が高い意識をもって取り組んでいる。昨年度の「生
徒とともに学校の『当たり前』を見直す」という類似した質問との比較しても、15ポイント増えた。来年度以降も生徒
が主体的に学校生活の改善を進められるよう、継続して取り組んでいく。
〇⑤の「あいさつのあふれる学校づくり」は肯定群が減少した。感染対策でのマスクの着用や飛沫を抑えるため、
大きな声でのあいさつを控えたことが大きな要因であった。声を出せない分、心構えや所作に重点をおいた指導
を行っていく。
〇働き方の見直しが課題である。行事をはじめとした学校の教育活動について、生徒の実態や目指す生徒像の

実現に沿った取組であるか見直し、精選をすることで、効率的・効果的な教育活動を展開したい。

○大きな課題に対しては、全員で心を一つにしないと取り組めない。来年度以降も、指導の方向性をしっかりと定
め、教員が一丸となり、「チーム丘中」として、よりよい学校づくりに取り組みたい。

13% 68% 13% 6% 0%教職員

自分自身の今年の重点努力目標に向かって、実践を行ったり、研鑽をつんだりし

ている

47% 47% 7% 0%0%教職員

（市共通項目）分かる授業、楽しい授業づくりに努めている

34% 62% 3%0%0%教職員

（市共通項目）子どもの理解に努め、居場所がある学級づくりに努めている

55% 39% 6% 0%0%教職員

（市共通項目）安全点検、安全指導に努めている

27% 63% 10% 0%0%教職員

（市共通項目）学校と家庭・地域との連携を深めている

32% 55% 13% 0%0%教職員

（市共通項目）授業力・指導力向上のために研鑽を積んでいる

7



生徒・保護者・教職員アンケート

　＜
分析

そう思う　　　　　どちらかというとそう思う　　　　　　どちらかというとそう思わない　　　　　　そう思わない

　　※生徒・保護者・教職員を比べるため、保護者の「わからない」を省いて割合を算出しています

三好丘中学校の誇れる点

　＜分析と今後にむけて＞
〇

　　　＜分析と今後にむけて＞
〇生徒はどの部分においても誇りに感
じている割合が非常に高い。
○教職員は、総じて厳しい評価が目立
つ。自校の良さを見つめる温かいまなざ
しが必要とされている。
○「体づくり」に対しては、新型コロナウ
イルスの感染対策による部活動の縮小
などで、十分に力を入れられていない。
保健体育科の授業や部活動を基点に
運動に対する意欲づけをし、校外でも
運動に親しもうとする意識を高めていく
必要がある。
○生徒・教職員の「地域・保護者」を誇り
に思う割合が非常に高い。今後も、家
庭・地域の支援に感謝するだけでなく、
生徒が地域に貢献する取組を、生徒と
ともに考えていきたい。
○昨年度に比べ、教職員を誇りに思っ
ている生徒が強い肯定群で＋15P、保
護者は＋５P増えた。生徒との信頼感を
醸成し、楽しい学校づくりにつなげた
い。
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先生方の日々の指導や支援は本校の誇れる点である

16

25

45

55

55

46

26

8

7

3

2

2

教職員

保護者

生 徒

生徒の学習に対する取り組み（知）は本校の誇れる点である
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（肯定群の分布バランス）
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生徒 自由記述 

生活全般・友達に関すること ――――――――――――――――――――― 

（学校生活全般） 

・あいさつをもっと広めたい。 

・目安箱は気軽に意見を入れる雰囲気がないので、月に一度でも「意見を聞きたい Day！」

みたいな日を設けて、朝読のときや CT でも「これがやりたい！」「こうするといい！」

みたいな意見を集めるのはどうか。 

・コミュニケーションをとるために北舎と南舎の行き来を認めてほしい。（複数） 

・寒いので朝から暖房をつけておいてほしい。 

・エアコンをつけるための気温に制限を付けないでほしい。 

（服装・持ち物） 

・靴下は黒、紺、グレーを認めてほしい。 

・腕時計を付けたほうが、時間を守ることが身に付く（社会に出た時のために）。 

・カーディガンなどの上着を認めてほしい。←２月８日（月）から可とした。 

・体操服・ジャージ登校を認めてほしい。 

・授業の服装を体操服またはジャージにしてほしい。 

・体育の授業でのスパッツやタイツを認めてほしい。（複数） 

・女子は紙を結ばなくても OKにしてほしい。 

・新しく学んだことや予習・復習も挟み込めるので、ルーズリーフも認めてほしい。 

（教師の指導について） 

・ナフキンを忘れたときにもらう紙に「私はナフキンを忘れました…」と書くのはどうかと

思います。書く必要があるのか？自分のクラスだけなのか全校なのか？←２月１日（月）

からトレーを貸し出すこととした。 

・コロナ対策をもっと万全にしたほうが良い。 

・先生方が生徒に差別をしないでほしい。 

・今の学校、先生方は学校の誇りだけを考え、生徒が過ごしやすくできるように考えていな

いと思うので、生徒の意見を大切にし、実現させてほしい。 

・生徒に対して、態度が怖い先生がいるので、もっと優しい目で接してほしい。 

・教師が廊下を走るのをやめてほしい。 

（その他） 

・健康づくりのために、運動をする時間を作ってほしい。 

・運動場や体育館を自由開放してほしい。 

・朝読を朝学にしてほしい。一分間スピーチをなくしてほしい。 

・クラスであまり話したことがない人と話す時間を設けて、絆を深められるようにしたい。 

・仲間づくりのためにレクの時間を増やしてほしい。 

・無駄な制限をなくしてほしい。 

・学級のきまりを決めるための会をしたい（生徒会のように）。 

・教師の勤務時間を減らしたり生徒が自分に合った勉強をしたりすることができるように、



10 

 

部活も含め、学校生活の時間を短くしてほしい。 

・帰りの会で明日の予定を確認する時間は不必要なのでなくしてほしい。 

・自転車通学の道が荒れていて危険なのでキレイにしてほしい。 

 

学習・授業に関すること ――――――――――――――――――――――― 

（教師の指導について） 

・授業でわからないことを休み時間に聞くと、丁寧に教えてくださるからとても良いと思

う。 

・もっとわかりやすく、楽しく授業を受けられるようにしてほしい。(複数) 

・説明をわかりやすくしてほしい。「ここわからないとやばい」みたいな圧をかける教え方

はやめてほしい。 

・わからない人がわかるまで授業をしてほしい。 

・先生や教科によっては授業の進み方が早いときがあってついていけないから、もう少しつ

いていけるような授業をしてほしい。 

・小学校の時は先生方が教科書通りに進めてくれたので理解できたが、中学校は教科書を見

ないこともあり、自分的にはわかりにくい。 

・授業は放課まで延長しないでほしい。 

・映像を使った授業をしてほしい。 

・クラスごとに学習したこととそうでないことがあるので、平等に授業をしてほしい。 

・生徒によって差別する先生が多すぎる。授業が分からない子もいるのに、わかっている子

に合わせていてひどいと思う。 

・通知表の評価の理由について、はっきりとどこが良くてダメなのかを答えてほしい。 

・授業は自分としては雑談をしてからの方が授業に入りやすいと感じる。 

・余談がないので、授業に面白みがなく、つまらない。 

・道徳は何の目的で行っている授業なのか理解できない。 

・無駄な話をして授業の時間を減らしてペースを早くするなら、無駄な話をやめて、ゆっく

り進めてほしい。 

・眠くならないような声で授業をしてほしい。 

・テストが難しすぎるので、もう少し簡単な問題を出してほしい。 

・もっと進路に関して先生と話しやすくなる環境をつくってほしい。 

（学び合いについて） 

・授業中、自分の意見に自信をもつために相談の時間を多く設けてほしい。 

・話し合いの時間で、意見を言いやすい空気にできるとよい。 

・全体が理解できるまで話し合いをしたい。 

・わからない問題を周りの人に聞けるようにしたい。 

・たくさん話し合って考える授業をしてほしい。 

（課題について） 

・宿題は計算だけでなく、応用問題も出してほしい。応用問題じゃないと身に付かない。 

・授業で受験対策用の難しい問題を取り入れて、応用力を身に付けたい。 
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（その他） 

・授業中に、お茶を飲むことは認めてほしい（トイレに行くのは許されるのに）。 

・担当する先生を生徒が選べるようにしてほしい。 

・教室が寒すぎて、手が動かないので、授業に集中できない。 

・荷物を軽くするために、ルーズリーフも認めてほしい。 

・体育の着替えで更衣室に行くと、授業に間に合わないことが多い。（複数） 

・更衣室が寒いので、教室で着替えさせてほしい。 

行事に関すること ―――――――――――――――――――――――――― 

・もっと行事を増やしたほうが良い。（複数） 

・２，３か月に１回くらいレクの時間があると楽しいし、クラスのみんなが協力できる。 

・いろいろ体を動かしたい。 

・縦割り行事など、学校全体で何かをしたい。 

・縦割り以外の学級とも交流できる、丘中ならではの行事をつくってほしい。 

・地域の方々との行事を増やしてもいいと思う。 

・コロナで行事がなくなったので、レクなど、みんなでよい思い出づくりになるようなこと

がしたい。 

・コロナ対策を意識している生徒が少ないから危ない。感染の恐れがある行事は中止にす

る。 

部活動に関すること ――――――――――――――――――――――――― 

（活動時間・回数について） 

・部活動の時間をもっと長くしてほしい。（複数） 

・大会や他校と合同練習をして交流を深めたい。（複数） 

・朝練をもうちょっと長くしてほしい。 

・朝練は寒いので、午後にしてほしい。 

・部活動の発表の場がもっとたくさんあると、他の部の人もそれぞれに興味がわく。 

・同好会に入っていなくても、暇なときに参加できるようにしてほしい。 

・文化部も同好会をしてほしい。 

・自主練習ができるようにしてほしい。土・日曜日はコートを開放してほしい。（複数） 

（指導について） 

・部活も大事だけどやっぱり勉強の方が大切なので、勉強とかで部活を休みたいときに休ん

じゃいけないという雰囲気が出ているので、もう少し休みやすい雰囲気をつくっていっ

た方がよいのでは。 

・外部コーチをつけてほしい。専門的な人を呼んでほしい。（複数） 

・部活動は生徒が中心となって物事を決められるようにしてほしい。 

（その他） 

・先生だけじゃなくて部活一つ一つがあいさつし合う（例：〇〇先生、こんにちは。〇〇部

の皆さん、こんにちは。）。 

・整頓など最低限やるべきことの徹底。周りを見て行動するということを、もう一度確認す

るとよいと思う。 
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・部活のユニフォームを新しくしてほしい。 

・着替えがとても面倒なので、あまりしたくない。 

・運動部は半袖の部Ｔシャツを着ているが、寒いので変えてほしい。 

・ネットを上げるところを変えてほしい（ソフトテニス）。 

・シングルスの日をつくってほしい。 

・太鼓クラブの活動日を水曜日にしてほしい。 

・活動できる場所を増やしてほしい。 

学校施設等に関すること ――――――――――――――――――――――― 

・タブレットは必要ないと思う。使っている教科書が必要なくなるので。 

・机の広さを大きくしてほしい。 

・水道のせっけんを液体にしてほしい。 

・学習室を有効活用させてほしい。 

・手元が暗いので、もっと明るくしてほしい。 

・水道の蛇口をレバー式に変えないでほしい。 

・トイレの便座が温かいのが一つしかないので、３つぐらいに増やしてほしい（校内）。 

・トイレのにおいが気になるので掃除のときにスプレーをしてほしい。 

・網戸に穴が開いているので、取り換えてほしい。 

・駐輪場の自転車を立てるものの一番上の列の左の方の向きが逆だから直してほしい 

（G1～G6）。 

その他 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

・もう少し校歌を歌いたい。 

・地域活動のボランティアなどを、学校全体で取り組む。 

 

【コメント】 

・「さらに丘中がより良い学校になるには」という視点に基づいた意見やアイデアが

多く見られ、生徒が主体的に学校を改善していこうという強い意欲が感じられま

した。生徒会を中心に改善を進めていきます。 

・生活面では服装はじめ生活のきまりについて見直しを求める意見が多くありまし

た。今あるきまりが実情に即しているか、見直しを進めていきます。 

・学習面では「わかりやすい授業」「わかるまで教えてほしい」という意見が多くあ

りました。「わからない」という声を大切に、学び合いのある授業づくりを学校全

体で取り組んでいきます。 

・部活動の時間・活動日を増やしてほしい、という意見が多くありました。現在行

われている時間・活動日は市の部活動ガイドラインが示す最大限の範囲で行って

いるため、これ以上増やすことが難しい状況です。 
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保護者 自由記述 
 

生活全般・友達に関すること ――――――――――――――――――――― 

（生活全般） 

・学校指定の上履きの値段が高く、何度も買い替えるのが負担。市販のバレーシューズにし

てほしい。 

・コロナが再度増えてきたので、体操服での生活を許可してほしい。（複数） 

・部活動や行事は活動を続けてほしい。 

・防寒対策で校内でのフリースなどの着用も可能にしてほしい。 

・生徒の学校での服装の自由度をあげてほしい。冬場女子生徒が体を冷やすことは悪影響で

はないか。グレーや紺などのカーディガンやレッグウォーマーなど許可してもよいので

はないか。生徒に選択の幅をもたせることで、自立心や責任感も育めると思う。 

・防寒着を融通利かせていただきたい。セーラー服の下に着られるものは限度があり、換気

のため教室も冷えると思うので、上着など着ることを許可していただきたい。 

・細かいルールが多すぎるのでは。子どもは疲れ切っている。子どもの自主性・自立を伸ば

せるような学校生活を望みたい。 

・休み時間にトイレ以外は教室から出てはいけない、などのルールを含め、いったんルール

を無くしてみて、本当に必要なルールのみを改めてつくるとよい。つくった時は必要だっ

たルールでも、今は不必要になっているものがあるように思う。伸びやかに生活できると

よいなと思う。 

（教師の指導に関すること） 

・生徒から出た要望や課題に、もっとスピーディーに検討してほしい。例：自転車登下校時

の服装をジャージを可に。冬の防寒具の規則の緩和。実際の動きやすさ、温かさに合うル

ールを！！ 

・同じことを何度も注意することはよいことですが、あまりしつこいと生徒は嫌がると思

う。毎日毎日言われたら気分もよくない。もっと生徒を見守って信じてくださってほしい。 

・いじめ問題に、どう取り組んでいるか知りたい。 

・担任の言葉遣いが悪すぎる。 

・その時の感情や気分などできつい言い方をされる時があるので、よく傷ついている。 

（その他） 

・横断歩道で車が停車したときに会釈できる子が少ない。他の学校の子はちゃんと会釈をし

てくれて気持ちが良い。 

・コロナ禍の中、対応が素晴らしい。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうござ

います。 

・三丘賞など、生徒の行いの良いところを見つけほめることで自信がつき、学習や生活に前

向きに取り組むことができるようにしていくことは、学校で続けていってほしい。長男は

この賞をいただくことで、学校生活にも前向きになった。 

 

学習・授業に関すること ――――――――――――――――――――――― 

（授業） 

・勉強がわからないところがあっても、そのまますぎていっているところがあるように思う
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ので、フォローしていただきたい。 

・授業のわかりやすさは、先生によってバラつきがある。（複数） 

・授業での説明が足らず、分からない。「これ、分かりますよね？」「これ、分からないとや

ばいよ」と圧をかけるのはやめてほしい。 

・言葉遣いが乱暴な先生が少なからずいらっしゃるように思う。 

・まじめで向上心のある子どもが多く、学習する環境はとても良いと思い。先生方のご指導

に感謝しているが、課目によっては生徒の名前を覚えない先生もいらっしゃるとのこと。

子どもにとってはそれが苦手な教科から嫌いな教科へとなってしまうように感じる。逆

に分かりやすい授業をしている先生は、その教科に興味をもち、成績も上がっている。 

・理科の定期テストが難しすぎるらしい。 

・授業で学ばないような問題が定期テストに出ることがあるが、そのような問題についても

テスト前には対策資料、対策課題として生徒がある程度準備、習得できるようにしていた

だきたい。塾に通っていなくても学校の授業や課題で学んだ力で十分定期テストで満点

が取れるような出題を希望したい。 

・先生によって同じ教科でも進度が大きく違う場合があるので、学年としてほぼ同じ進度に

なるようにしてほしい。（複数） 

・進度が早い教科があるようで、理解不足でテストに挑んでいる。 

・一部の生徒がうるさくて、授業に集中できないようなので、改善していただきたい。 

・学習したことが定着するよう、小テストや確認テストをしてほしい。数年前に比べて宿題

が減り、学力差が出てきているような気がする。 

・授業が分かりにくい。理解できていない。上の子に合わせるので、下がついていけない。 

学習の定着、成績を上げるコツのような指導を個人に対してもっとやっていただきたい。 

・補習授業があるとよい（夏・冬休み前とは別の） 

・塾に通っていることを前提に進んでいく授業があると、子どもが言っている。全く初めて

となる内容を丁寧に授業していただきたい。（複数） 

・通知表の評定が「１」になるのは、親としてもかなりつらい。１をつける前に、その理由

と対策を子どもだけでなく事前に親に知らせていただきたい。子どもは理由がわからず、

対策が立てられないため「１」なのではないか。１や２を３に上げるため、子どもたちば

かりが頑張るように促され、先生方の努力や歩み寄りが感じられなかった。自分の子の授

業への態度が悪いのだから、仕方がないのかもしれないが、１や２の成績を３にするのが

子どもではなく大人の役割だと思う。成績がかかっていると思うと、３年生になってから

は、学校側に相談ができなかった。 

・ＡＬＴの先生が教科書を読むだけで、すごくもったいないと思った。子どもがプリントを

しているときでも雑談してくれれば英語が入るのにと残念に感じた。 

・授業で習っていない問題や応用のレベルが高すぎると思う。テストに出すのであれば、そ

れなりに授業でとりあげるべきではないか。 

・テストの解説をしていて時間が無くなったとき、「そこは難しいからいいよ」と解説をし

なかったことがあったと聞いている。そんな問題をどうして出すのか？何のためなの

か？先生はそれが本当に生徒のためにと考えの上でしているのか？ 

・定期テストで点数の低かった子たちへ補習授業や追試をしてほしい。（複数） 

・授業中にかなり砕けた若者言葉を時々使われる先生がおられるようで、子どもが「放課や

個人的に話をしているときは気にならないが、授業を受けて勉強しているときにそのよ



15 

 

うな言葉遣いをされると気になってしまう。」と言っている。授業中だけは言葉遣いに少

し配慮していただけると、子どももより集中できると思う。 

（授業に関すること） 

・コの字型の机の配置は、黒板が見にくく、姿勢も悪くなるため、常にコの字隊形はあまり

望ましくないと感じる。 

・数学が教科書に沿っていないようで、よくわからないようです。 

・タブレットの導入をするとよいと思う。 

（課題に関すること） 

・宿題の量が少なすぎるように感じる。中学生なのでもう少しあってもよいのかなという気

がする。（複数） 

（その他） 

・他のみよし・豊田地区の中学校と比べ、成績の付け方が厳しすぎるように感じる。 

・内申点の出し方が曖昧なため、納得できないことが多い。 

・授業参観ありがとうございました。明るいクラスで思わず笑顔に何度もなりました。安心

します。 

 

行事に関すること ―――――――――――――――――――――――――― 

・今年度はコロナウイルスの為、学校行事が大幅に変更になり、大変残念だった。来年度も

状況はすぐには変化しないと思われるが、できることを教職員の皆さんと生徒・保護者で

考えていただき、少しでも本来の行事ができることを希望する。 

・今もいろいろと考えていただいているが、コロナ禍の中でも子どもたちが取り組める行事

を残していってほしい。 

・今年は別として、年々行事が減っていることはさみしい。 

・コロナ禍で様々な行事が中止や内容変更になったが、保護者の関わりという点では、この

くらいでよいと思う。生徒たちが楽しんで行事に取り組めることを第一に考えてあげて

ほしい。 

 

部活動に関すること ――――――――――――――――――――――――― 

・部活の回数や時間が少なすぎる。活動時間を増やしてほしい。（複数） 

・子どもは不完全燃焼で時間を持て余し、ゲームやユーチューブに時間を使いたがる。もっ

たいない。 

・部活動時間に制限があり、より楽しむことなく終えていると思えるのが残念。 

・先生が忙しいことは理解しているが、もう少し部活内容が充実しているとよいと思う。体

力向上のためというより、技術面の向上につながる指導が充実するとよいと感じる。 

・朝練が１５分ではなく、せめて３０分あるといいのでは。 

・朝練が１５分しかないが意味があるのか。もう少し時間をとる、あるいはやらないとメリ

ハリがあったほうが良いのではないでしょうか。 

・土日ともに部活動だと疲れがたまってしまうので、どちらか一日はゆっくり休めるように

していただけるとありがたい。 

・外部のコーチに指導をお願いするなどして、活動を少し増やしてほしい。 

・活動内容を充実してほしい。 

（指導に関すること） 
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・全体的に緩い感じがするので、もう少し厳しめでもよいと思う。 

・部活動全体を外部コーチに委託することで、部活をもっと盛んにして、先生の負担を軽減

してほしい。（複数） 

・部活の顧問の先生が未経験であることも多いようだが、部活動をただ見ているだけでな

く、自分もそのスポーツなどの練習をしに行くとか勉強するとか。お忙しいのは承知して

いるが、用具を購入するときに聞いてもわからない。全く知識がないようでは、こちらと

してもどうしてよいかわからない（実際、用具を購入する際、苦労した）。まず私たちが

頼るのは顧問の先生方。申込書だけを渡して「自分で選んでください」と丸投げのように

しないでほしい。先生方がわからないようであれば、説明会や懇談会のときに時間をとっ

て、分かる方に保護者が質問できたり、詳しく教えていただけたりする機会をつくってほ

しい。 

・部活動の指導等を外部委託することを市として検討してほしい（先生方の負担軽減、スポ

ーツに関連する専門的な人材の活用、子どもたちがより良い環境でスポーツや芸術に親

しみ、充実した学校生活を平等に送れることを期待する）。 

・事前のストレッチや準備運動をしっかり行って、故障の予防に努めていただきたい。 

・顧問のやる気が感じられず、部活動に力を入れられないでいる。せっかく部活動を頑張ろ

うと思って入部したのに、コロナ禍とはいえ、やる気をそがれてしまっていて残念。 

・他校との試合で戦う力を身に付けさせてほしい。 

（その他） 

・今年は大会などがないので、せめて練習試合を少しでもやっていただくとありがたい。楽

しく学校へ行けていることに感謝している。 

・選択肢が少ない。また、コロナ禍で仕方ないが、活動時間が減ったり内容が薄くなったり

している。子どもの息抜きにもなるため、充実させてほしい。 

 

学校施設に関すること――――――――――――――――――――――――― 

・冬場、教室の席によってはとても寒く、集中できない。エアコンをつけても一部しか暖か

くないので、クラス全体が温かくなるようにしてほしい。 

 

その他 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

・毎日学校であった様々なことを子どもから聞いている。先生方の温かい言葉かけや朱書き

に励まされている。お体を大切にしてほしい。 

・子どもから学校の出来事を聞いているだけで、本当の学校を知ることができない。見て肌

で感じることがないから”分からない”。 

・男女混合の名簿の作成。ジェンダーバイアスを植え付けないためにも。 

・毎朝、子どもの後姿を祈るだけです。 

・ボランティアで学校へ行く機会が増え、生徒さんからのあいさつがとてもうれしかった

が、帰りに出会った先生方のあいさつが控えめ（少な目）だったのが残念だった。生徒も

同じように下校する時間なので、先生方が見本となっていただけることをお願いしたい。 

・学校へ訪れる機会があった際、挨拶をしてくれる生徒さんが少なく、消毒作業をしている

ときであっても関心を向けている印象を受けなかった。その中でも声をかけてくれた生

徒さんもいたので、心温まった。人に対して思いを寄せたり、人のために力を費やす心が

育まれたりすると思った。人の思いを感じ取って行動できる輪が広がることをお願いし



17 

 

たい。 

・制服やジャージ等を寄付したり、譲ってもらえる仕組みがあったりするとよい。 

・いつも街頭で子どもたちの見守りをしてくださっている方に、子どもたちが感謝の気持ち

を伝える機会があるとよいと思う。 

・保護者が行った草抜きは、子どもは参加できないか。親だけ行って子どもは部活動、はち

ょっと違う気がする。みんなの学校なので。 

・進路に関して担任が本当に知識や情報に長けているのか不安になる。 

・大人の意見を押し付けている印象がある。まずは子どもたちの意見を受け止めてほしい。

子どもは納得しないまま、あきらめている。 

・駅での自転車の置き方（通路に置かない）ことを在学中から指導していただけると、地域

の人が助かる。 

・コロナ禍の中、学習面、感染対策等、環境整備等にご尽力いただき、感謝している。 

・担任の先生によるクラス別の良し悪しの差がとても大きく感じる。公立中学校だから仕方

ない、ではなく、良い先生がたくさんいるので、もっともっと先生から先生への指導や心

のケアをして、どの先生になってもすべての生徒が毎日を楽しく安心して過ごすことが

できたらと思う。 

・校長先生はじめ先生方が交通安全のためいろいろとやっていただき、ありがたい。 

 
【コメント】 

・生徒同様、服装はじめ生活のきまりの見直しを求めるご意見を多くいただきました。

これまでの「当たり前」を見直し、変えるべき点は積極的に改めていきます。 

・学習面では「わかりやすい授業」「評価」に関するご意見を多くいただきました。研究

授業等研修の体制を整備し、教員も研鑽を積んでいきます。 

・学校の取組に対して温かい後押しとなるご意見も多くいただきました。一方で、日ご

ろの指導の在り方を見直す必要性も強く感じています。これまで以上に生徒に寄り添

った指導や支援を心がけていきます。 

・部活動については生徒自由記述欄でもお答えしましたが、市の部活動ガイドラインの 

示す中で最大限の回数・時間で行っているため、これ以上増やすことが難しい状況で

す。外部指導者については、指導にご協力いただける方は随時学校へお問い合わせく

ださい。 
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教員 自由記述 

＜成果と課題＞ ※〇：成果 ▲：課題 

学校づくり全般 

〇コロナ禍でなかなか厳しいところもあったが、生徒の思いを大切にした行事や日ごろの

指導などを心掛けている。 

〇コロナ禍でどのように学校生活を送っているかＨＰ等でこまめにお知らせしているのは

良い点だった。 

〇多くの方のサポートがあるということを改めて感じられた一年だったと思う。 

〇コロナのこともあり、色々な教育活動ができない中ではあるが、生徒のことを思ってでき

る限りのことをするのは良いことだと思う。 

〇コロナに負けず、学校づくりを行えた。 

▲自分自身があまり学校をよりよくしようと意識せずに学校生活を送ってしまった。まだ

狭い考えしか浮かばないので、もっと全体を見ることができるようになりたい。 

▲変えることを目的とせず、意味を考える機会を増やしたい。 

▲新しい環境に慣れることとコロナ対策で学校づくりの成果を感じる余裕がなかった 

 

授業づくり 

▲ペアやグループ活動が行えない中で、生徒たちのための授業づくりは難しさがあった。進

度を常に意識しながらの授業となってしまった。 

▲授業研究に向けて、目的に沿って集まるメンバーを決めたい。指導案の検討をどんな手順

で進めるかを整理し、共通理解を図りたい。 

▲よりきめ細かい学習支援の必要性を感じた。 

 

生徒指導全般・不登校 

〇あいさつはよくやれていたと思う。 

〇生徒会執行部の指導を中心に、生徒の声を大切にした指導を心がけた。学級の中でも生徒

の声を大切にして接することができたと思う。 

▲言葉使いが荒くなってしまった。前向きな言葉に変えてから発言する。 

▲日々の指導で、子どもに嫌味を言ったり威圧的だったりする先生が目立つ。子どもにも伝

わっているので、信頼される学校、信頼される教職員だと思ってもらうのは、現状難しい。 

▲学年で生徒の情報が上手に交換できなかった。小さなことは大丈夫だと思っている教員

がいるので、そうではなく、未然に防ぐために小さなことからも教えてほしいというべき

だった。 

▲うまくいかないことがあったときに、乗り越えようとする心をもてる人、声をかけないと

落ちてしまう人がいる。また、「何とかなるだろう」という心づもりなのか、最悪の事態

を想定できていない生徒も多いと感じた。 
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▲「判断を生徒に任せる」と言うが、生徒のわがままな感じが強いと感じる時もある。 

保護者との連携 

〇生徒、保護者の考え・意見を取り入れようと協力して動けている気がする点はよい。 

〇保護者との連携はよくとれていたと思う。昨年以上に保護者とのかかわりは円滑にでき  

 た。 

〇消毒ボランティアや環境整備など、多くの方に協力していただいた。生徒下校後、すぐに

事務仕事にとりかかることができ、たいへんありがたかった。 

▲保護者との連携体制がうまく築けなかった。 

 

行事 

〇体育的な要素を含む文化祭を担当する教員と出演者、実行委員を中心に行うことができ

たことは素晴らしいことだと思った。 

〇コロナのせいで行事がなかったが、生徒会担当の先生が頑張ってくれて、充実した時間を

過ごせたと思う。 

〇教職員で知恵を出し合ってコロナ禍の教育活動を行ってきた。修学旅行や自然教室など、

感染予防に努めながら無事に実施することができた。 

▲もっと柔軟に生徒の思いに寄り添ったり、行事なども思い切って変えてみたりしてもい

いのかなと感じた。 

 

組織・働き方 

▲教員の連携がなかなかとれていないことが問題であると思う。 

▲教師の中で共通理解ができていないことが多い。全体で取り組むことについてどのよう

な手順で進めなくてはいけないのか、改めて全教員で確認するべきだと思う。 

▲顧問間でうまくコミュニケーションがとれず、休んだときに部活動でほかの先生に迷惑

が掛かってしまった。どんな人とも上手にコミュニケーションをとることが必要だと思

った。 

▲期限を守る、あいさつする、そんな当たり前のことを自分たちが行うことが基本だと思う。

組織づくりは人づくり、普通に人としての資質を上げることを考えないと、いつまでも穴

埋め作業になってしまう。どこまで求めていくかバランスをとるのが難しい。 

 

次年度に向けて 

☆SDGｓや LGBTなどをもっと推し進めていきたい。SDGｓなら、いかに教科や今の教育

活動にひもづけて、学校として何を大切にしていくかなど。 

☆生徒にこちらの意図をしっかりと伝えていく必要があると思う。 

☆生徒の思いと教員の思いをもっとすり合わせていく必要があると思う。 

☆上級生が中心に企画・運営できるように行事を企画したい。 

☆生徒の声を大切にするために、声を上げやすい学級づくりが大切。日ごろから小さな声に
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耳を傾けて大切にしていきたい。 

☆ＩＣＴの活用をもっとみんなで考えるとよい。ｉＰａｄを教員も使いこなすため、不便に

感じたら共有し、その都度すばやく対応していただけたら「使いたい」と感じると思う。 

☆ＩＣＴ機器をうまく使うことで、一人一人の学びを保障することへの大きな手立てとな

ると思う。 

☆休日も普通に夜まで仕事をしている先生方が何人もいる状況は、改善しなければならな

いと思う 

☆働き方改革を推し進めていく中で、日課の改編が校長から提案されたことがありがたい

と思う反面、会議・研修の精選が必要だと思う。テスト日の研修は厳しい。 

☆コロナで浮き彫りになった「教員の『例年通り』好きなところ、新たに生み出す力の弱い

ところ、自ら生み出そうとする意欲、上からの指示を待つ体質」今はこれではだめなんだ

とわかるチャンス。私たちが今後 10年、20年と働く考え方を変えるチャンスだと思う。

今変わらなければこれからも指示を待って仕事をする 10年が待っている。変化について

いけない学校、市になってしまう。 

☆体調を万全にし、コロナに負けない。 

 
【コメント】 

・昨年度の学校評価を受けて設定した「五つの改善」のもと、特に生徒の声を意識した

取組を進めてきました。生徒や保護者アンケートの結果から成果が表れていることを

実感しています。一方で配慮に欠ける指導があり、反省すべきであると感じています。

これまで本校が取り組んできた人権教育の土台のひとつである「人権教育の環境は教

師」という言葉を大切にし、指導・支援にあたっていきます。 

・コロナ対策に追われた一年でしたが、生徒の頑張りやボランティアへのご協力等、保

護者のご支援の温かさを強く感じることのできた一年にもなりました。今後の学校運

営では、さまざまな変化への対応が求められることが予想されます。生徒・保護者・

地域の声を大切にして何をすべきかを考え、改善を進めていきます。 



教員一人一人の今後の取組
～ 令和２年度　学校評価を受けて ～

　一人一人の生徒を理解し、個に寄り添った言葉がけを行っていく。生徒が主体的に活動できるよ
う、生徒と共に考え、一つ一つの活動に意義をもって臨んでいく。

　今年度は、教育課程を進めていくことをメインに取り組んでいったので、生徒の反省にもあるように
授業に対しての分かりにくさに伝わったように思う。来年度、この状況の中でどんな取り組み方ができ
るのか、どんな工夫ができるのかなど全職員で考えていく必要があったのかもしれない。５つの改善
では、今年度から４の「しなやかな心を育てる」ということを掲げたが、まだまだ不十分である。不登校
生徒も増えつつあるので、保健部が進めているレジリエンスの強化をもっと前面に推し進めていく必
要もあると感じる。

　生徒の声を大事にして、学級経営をしていきたい。タブレットが導入され、ドリルパークを利用して
いる。個別学習からペアやグループに広げられるような使い方を学んでいきたい。　社会で通用する
生徒を育成するために、おかしいなと思うことに対して声をあげられるようにしたい。

　生徒の「学びたい」という思いや生徒の気付きを大切にして授業づくりを行っていきたい。また、生
徒があいさつを大切にしようと思えるように、自ら心をこめてあいさつを行っていきたい。

　生徒一人一人とコミュニケーションをとり、相手を理解してあたたかい気持ちで接する。授業では、
生徒が意欲的に取り組める授業を目指して、発問や資料などを見直し、教材研究を行っていきた
い。

　個々の特性や理解を十分に理解し、多くの教師で生徒に関わっていく。また、「わかった」、「でき
た」が感じられる授業をするために、教材研究やコミュニケーション活動の工夫をしていく。

　今後についても新型コロナ感染防止予防の基本を踏まえつつ、学習環境や生活様式など生徒の
声とともに三好丘中学校の基本に目を向け、「当たり前」の一つ一つを見直しながらより良い学校生
活になるように改善を図っていきたい。

　「鏡は先に笑わない」生徒は、自分を写す鏡。生徒に求めることは、自分が先にできるようにならな
ければいけないと思います。生徒にとって教員は、一番身近な大人(お手本)であることを忘れず、接
していきたいです。

　生徒同士で問題を解決していける力を身に付けさせたい。そのために、分からないことを級友と共
有しあって、問題解決の糸口を見つけるための基礎となる力といろいろな視点から物事を考えること
ができる柔軟性を身に付けていけるように普段の授業を工夫したい。

　一人一人の学びを保障するために、全員が土台に乗れる授業づくりにより取り組んでいきたい。そ
のために、発問の工夫や生徒の考えの取り上げ方を工夫していく。また、タブレットを使用し、生徒同
士の考えを共有する機会を設けることで、１つの社会的事象について、多面的・多角的に考える力を
育んでいきたい。

　生徒の「感性」を育て、のびのびと表現できる場をつくりたい。音楽の授業では、歌唱やリコーダー
の活動が制限される中でも、曲を聴いたり創作したりする時間を確保し、言語や音楽で自分の感じた
ことについて表現できるような手立てを工夫したい。
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　指導や指示の意味を伝えて話をしてきたつもりであったが、その意図がなかなか伝わっていないこ
とが多いと感じる。それは、僕の伝え方が悪いことに原因がある。来年度は、「生徒に伝わる言葉」を
選べる教員を目指したいと思う。こちらが伝えているから伝わっているだろうと一方的になるのではな
く、伝わっていないのが当たり前で、それはこちらに原因があるという意識で日々過ごすことで、生徒
から信頼される教員を目指したい。

　保護者・地域を巻き込んだ教育活動を取り入れたい。コロナ禍で人とのコミュニケーションが難しい
時ではあるが、地域の方とのあいさつ交流や登下校の見守りから、地域の方にも協力していただけ
ていることが実感できる教育活動を通して、生徒の心を育てていきたい。

　わかりやすい授業づくりを今一度検討する必要がある。タブレットが導入されたので、タブレットを使
うことも含めて検討したい。また、主体的に学ぶ態度について、単元最初に提示し、到達度を途中で
振り返りによって改善させる授業をすることで生徒とねらいを共有し、ねらいに沿った学習を見ていき
たい。

　生徒との関わり方をもう一度考え直す。今までの関わり方では、現在の子どもには通用しないことが
増えてきた。また、授業中の話し方（話し言葉や若者言葉など）や生徒への伝え方など、こちらの基
準ではなく、生徒の立場で考えて話していく。声のトーンや強弱、言葉尻など、細かいところまで意
識して生徒の前に立っていきたい。

　生徒自身が考え、生徒の意思で活動することが大切だと改めて感じた。例年と違った行事を生徒
会が中心となり企画して実施できたと思っている。生徒の考えを大切にすることを学級経営や授業で
も意識して接したが、アンケートでも「大人の考えを押し付けている」という意見があったように、自覚
がない中で教師の意見を押し付けてしまっているときがある。生徒自身が認められたと実感できるよ
うに指導していきたい。

　分かりやすい授業づくりが鍵となると思う。タブレットが導入されたが、タブレットを通したとしても、理
解したり、考えたりすることは変わらない。その理解や思考の部分では生徒間の関わりは欠かせな
い。いかに生徒同士を話せる関係にしていくのか、話せる生徒を育てていくのかが大切である。その
ような生徒を育成していくために、人間関係づくり・表現する訓練を色々な場面でつくっていく必要が
ある。

　授業時間の関係で、座学では、学び合いではなく、一方的に教え込む形の授業ばかりになってし
まった。考えさせる大きな問いを用意し、短い時間の中でも学び合うことを意識したい。学び合うこと
も、一部だけで盛り上がってしまうのでなく、全員が参加できるようにする工夫も考える必要があると
感じた。また、タブレットが導入された分、情報モラルについて重点的に学習を行わなければならな
いと思う。

　生徒一人一人とコミュニケーションをとり、相手を理解してあたたかい気持ちで接する。授業では、
生徒が意欲的に取り組める授業を目指して、発問や資料などを見直し、教材研究を行っていきた
い。

　生徒の様子を見ていると、何か不安なことや苦手なことがあると、回避行動ともとれる心の弱さを感
じることが多々ある。「生徒のしなやかな心を育てる」ということを重点目標としてきたが、あまり成果は
感じられなかった。生徒にレジリエンスとは何か、高め方や高めることのメリット等を改めて確認し、自
らレジリエンスを高めるための行動をとり、習慣化できるような取組の工夫が必要であると感じた。

　わかりやすい授業づくりを今一度検討する必要がある。タブレットが導入されたので、タブレットを使
うことも含めて検討したい。また、主体的に学ぶ態度について、単元最初に提示し、到達度を途中で
振り返りによって改善させる授業をすることで生徒とねらいを共有し、ねらいに沿った学習を見ていき
たい。
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　生徒一人一人の学びを保障するために、「わからない」という声を大切にしたい。今目の前にいる
生徒は何ができていて、何を難しく感じているのか、しっかりと生徒と対話して授業づくりに取り組み
たい。また、その「わからない」ことは何かを生徒同士でも共有し、追究するために語り合うことで、学
ぶことが「楽しい」と感じられるような工夫を研究していきたい。三好丘中学校での生活が少しでも「楽
しい」と思ってもらえるように、一人一人の想いに寄り添って日々生活していきたい。

　本年度は生徒同士の作品の鑑賞に十分に取り組むことができなかった。また、毎時間の振り返りや
生徒同士の意見交換にも十分に取り組むことができなかった。ミライシードを活用し、改善を図りた
い。

　正しい情報を得る力を育てる必要がある。タブレットが導入されること。出願等のネット化が進んで
いることなど、情報を生徒が自ら得る機会が増えていく。中学校から伝達するのではなくなることを踏
まえて、生徒の情報収集能力の育成が必須となる。伴って教師の情報収集能力と発信能力が必要
となる。普段の授業からそのような力を育てていかなければならない。

　「あいさつは、人間関係を築く第一歩」こうした心を多くの生徒がもてるように、教員間でのあいさ
つ、生徒とのあいさつなど、全てのあいさつを自分が大切にしていく。

　個別の学習が多いため、タブレットの導入で、個々に取り組むことができるようになり、楽しみながら
学習ができているのが、ありがたい。　生徒の心の状況を理解するために、話をする時間を多くもち、
寄り添う姿勢を大切にしたい。

　生徒一人一人を理解し、個に応じた指導や支援をする力をつける。そのために、日頃から生徒の
意見を誠実に受けとめ、目に見える行動だけではなくその行動につながっている思いを見ようとする
意識を高める。

　授業において生徒の思考を止めずに展開する大切さを実感している。手が止まっている生徒が、
なぜ止まっているのかを考え、安易に教えこむことがないようにする。また、ペア学習ができない中、
生徒の考えをつなぐのは教師の役目。発問ではなく、机間指導においても工夫が必要である。授業
の振り返りの内容に差が出てきた。授業で知ったことにとどまらず、さらに知りたいことや自分なりに
考えたことを考える指導を続け、最終的にはそれを共有した上で、授業を展開できるようにしていき
たい。

　生徒の発言が中心となる授業づくり、「つながり」を感じる学級経営をしていく。学級経営と授業を
一体と捉え、生徒の疑問を引き出し、自ら解決していく楽しみを感じられる工夫をすることで、生徒同
士が話し合える学級にしていきたい。

　タブレットを使用した授業の在り方について考えていきたい。タブレットをうまく活用できればより分
かりやすい授業が実現できると思う。まずは、教員がタブレットを使ってできること、生徒にとって分か
りやすいであろうものを厳選し、活用していきたい。

　生徒一人一人の学びを保障するために、「わからない」という声を大切にしたい。今目の前にいる
生徒は何ができていて、何を難しく感じているのか、しっかりと生徒と対話して授業づくりに取り組み
たい。また、その「わからない」ことは何かを生徒同士でも共有し、追究するために語り合うことで、学
ぶことが「楽しい」と感じられるような工夫を研究していきたい。三好丘中学校での生活が少しでも「楽
しい」と思ってもらえるように、一人一人の想いに寄り添って日々生活していきたい。
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令和３年度 本校の「五つの改善」 

学校評価を受けた各学年での話し合いを元に、学校としての五つの改善を考えました。 

今後も、子どもが通いたくなる学校、保護者が通わせたくなる学校、教職員が勤めたくなる学

校をめざし、日々改善を続けていきます。 

 

１ 一人一人の学びを保障する授業をめざす 

 「わからない」という声や「わかるようになりたい」という思いを大切にし、生

徒全員が学ぶ楽しさを味わることのできる授業をめざします 

 

２ 保護者や地域と連携した学校づくり・地域貢献をすすめる 

 保護者や地域の力を活用するとともに、生徒が積極的に地域で活動することを

通して、保護者や地域と連携した学校づくり・地域貢献をすすめます。 

 

３ 生徒の声を生かして学校全体を改善する 

 今までの「当たり前」にとらわれず、絶えず見直しを進め、みんなの笑顔が増

えるよう、生徒の声を生かして学校全体を改善します。 

 

４ 生徒のしなやかな心を育てる 

 少々のことではへこたれないしなやかさが生徒の心の中に育つよう、授業・行

事・部活動等学校生活全般を通して、心の教育をすすめます。 

 

５ あいさつを大切にする温かい学校を実現する 

 
コミュニケーションの第一歩、相手と認め合う第一歩である「あいさつ」。コロ

ナ禍であっても、目線や表情、所作で気持ちを伝えあえる温かい学校をつくりま

す。 

 


