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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３年度は、一昨年度末から引き続き、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。 

 感染収束への見通しがもてない状況ではありましたが、本校は引き続

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。 

 

 



　　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＞
R1:96.7　R2:95.7  R3:95.7
＜分析と今後にむけて＞
〇昨年度同様、肯定群が９５％を
超えた。授業や行事の中で互い
の考えを聴き合うなど協同的な活
動を継続した成果と考える。
〇教育相談や定期的なアンケー
トを実施し、人間関係のトラブル
の早期発見・早期対応に努めて
いるが、今後も生徒の小さな変化
に気付き、声をかけていきたい。

＜全校肯定群の経年変化＞
R1:90.3　R2:92.7  R3:92.6
＜分析と今後にむけて＞
〇肯定群の変化は同程度であっ
た。感染症対策を継続した取組
による成果と考える。
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
向上について、生徒が主体となっ
た取組を進めたい。

＜全校の肯定群の経年変化＞
R1:87.7　R2:87.3　R3:85.2
＜分析と今後にむけて＞
〇肯定群は昨年度と比べやや下
がっている。「学校が楽しい」と感
じられるよう、学校生活の中心で
ある授業の改善を進める。
〇「行事を増やしたい」という意見
が多かった。今後も生徒の思いを
大切にし、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＞
R1:83.3　R2:76.0 R3:81.4
＜分析と今後にむけて＞
〇一昨年度までは「授業に意欲
的に取り組んでいる」という質問
だった。肯定群で＋5pとなった。
生徒からは昨年度同様「わかりや
すい授業をしてほしい」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＞
R1:90.7　R2:92.3 R3:91.4
＜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・３年
生は強い肯定群が昨年時より7P
増えた。
〇生徒の規範意識は年々高まっ
ている。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実情
に応じたな見直しを行いたい。

【R3.11実施　　アンケート回収率　１年生： 99％　２年生：  88％　３年生： 93％　】

33 

27 

33 

48 

53 

50 

13 

16 

13 

6 

4 

4 

３年生

２年生

１年生

私は、授業の内容を理解している

47 

47 

49 

47 

42 

43 

4 

9 

6 

3 

2 

2 

３年生

２年生

１年生

私は、時間やきまりを守り、係活動や当番活動などに責任

をもって生活している

68 

70 

77 

29 

25 

20 

2 

5 

3 

1 

1 

1 

３年生

２年生

１年生

私は、友達となかよく生活している

62 

61 

61 

30 

32 

32 

6 

6 

4 

3 

1 

3 

３年生

２年生

１年生

私は、事故にあったり、病気やけがをしたりしないように

気をつけて生活している

38 

45 

44 

50 

38 

41 

4 

8 

9 

8 

9 

7 

３年生

２年生

１年生

私は、学校が楽しい

2



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＞
R1:86.5　R2:85.0  R3:86.0
＜分析と今後にむけて＞
〇肯定群としては同程度だが、現
3年生で強い肯定群が＋8pと大
幅に増加している。授業改善を進
めたり、ペアやグループによる学
び合う機会を増やしたりしたことが
理由として考えられる。
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＞
R1:84.7　R2:86.7  R3:84.0
＜分析と今後にむけて＞
〇全校肯定群は年々増加してい
たが本年度はやや減少している。
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、き
め細やかに、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＞
R1:81.7　R2:83.3  R3:84.2
＜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。特に3年生は強い肯定群が
+10pと大きな成果があった。1年生の
肯定群が高いのは、あいさつ運動を
復活したことも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＞
R1:82.0　R2:84.3 R3:79.9
＜分析と今後にむけて＞
〇ここ数年肯定群の割合が増加
していたが、全体で５ｐ弱の減少と
なった。規範意識は高いものの、
受動的と受け止めていると考えら
れる。
〇自主自立の精神を育むため
に、学級活動や生徒会活動等で
意図的に生徒主体の活動の場を
設定し・評価していきたい。

＜全校肯定群の経年変化＞
R1:55.3　R2:59.3  R3:56.9
＜分析と今後にむけて＞
〇全体の肯定群がやや下がって
いる。昨年度に引き続きコロナ禍
で地域の行事に制限があったこと
が要因として考えられる。
〇今後は感染状況を鑑みつつ、
地域からの依頼に限らず、学校
が地域の一員として積極的に貢
献できるような取組を考え、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

【R3.11実施　　アンケート回収率　１年生：90(90)％　２年生：56(89)％　３年生：60(88)％　】

　＜全校肯定群の経年変化＞
R1:76.3　R2:86.3 R3:82.5
　＜分析と今後にむけて＞
〇一昨年度までは「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
は昨年より減少ししている。自由記
述からHPの充実に関する意見を多
数いただいた。
〇通信やホームページ等による情
報提供をこまめに行うなど、発信力
を改善したい。

生徒の様子や学校の取り組みについて

＜全校肯定群の経年変化＞
R1:89.0　R2:89.7  R3:89.9
＜分析と今後にむけて＞
〇一昨年度までは「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＞
R1:95.7　R2:95.7  R3:96.6
＜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＞
R1:92.0　R2:92.0 R3:93.8
＜分析と今後にむけて＞
〇例年と同程度、90％以上の保護
者が、安全・健康に気をつけて生活
できていると感じている。
〇特に感染対策について、学校・
家庭ともに継続して高い意識をもっ
て取り組んでいる成果と考える。
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＞
R1:69.0　R2:70.3  R3:63.0
＜分析と今後にむけて＞
〇全校の肯定群は減少しており、特に
強い肯定群が低い傾向にある。
〇「わからない」と回答した割合が昨年
度より高い。学校では校内研修により研
鑽を積み、授業改善を進めているが、
十分に周知できていないことが考えら
れる。授業参観で学校を見ていただい
たりHPで、学校での取組を発信する方
法を考えていく必要がある。
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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＞
R1:84.3　R2:84.3 R3:87.4
＜分析と今後にむけて＞
〇全校の肯定群は、昨年よりやや
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、指導に不平等さを感じた
り配慮に欠ける場面もある。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。

＜全校肯定群の経年変化＞
R1:80.3　R2:83.7  R3:78.4
＜分析と今後にむけて＞
〇昨年より肯定群が減少したもの
の、現3年生は強い肯定群が＋13P
と大幅に増加した。
〇生徒の自主性を重んじることに
努めているが、自由記述からは教
師の一方的な指導に関する記述が
多く見られた。指導の方向性につ
いて再度共通理解を図る必要があ
ると考える。

＜全校肯定群の経年変化＞
R1:69.0　R2:68.0 R3:60.6
＜分析と今後にむけて＞
〇全体の肯定群が-5p強減少し、「わか
らない」の割合が+6pと増加している。
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。問題の早期発見・早期対
応、道徳教育や人権教育等で生徒の
心の育成、さら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＞
R1:88.7　R2:88.3 R3:90.4
＜分析と今後にむけて＞
〇肯定群の数値は例年と同程度
で、否定群は減少した。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＞
R1:88.7　R2:89.7 R3:86.5
＜分析と今後にむけて＞
〇全体の肯定群は昨年からやや減
少しており、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。
〇日ごろの指導を真摯に見直し、
校長が掲げている「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。
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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
【R3.11実施　　アンケート回収率　100％　】

28% 55% 14% 3%0%教職員

（五つの改善②）保護者・地域と連携した学校づくり・地域貢献に努めている

33% 59% 4% 4%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。

24% 55% 14% 0% 7%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

31% 52% 17% 0%0%教職員

（五つの改善⑤）あいさつを大切にする温かい学校の実現に努めている

24% 55% 17% 3%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

10% 38% 38% 14% 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

41% 55% 3%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

55% 45% 0%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

55% 41% 3%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。特に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大幅に増えた。年間を通して授業改
善に取り組んできた成果と考える。本年度の取組をもとに、全職員が共通理解のもとで協同的な学びを中心とした授業づくり
をさらに進めていく。
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「あいさつを大切にする温かい学校の実現」は肯定群全体は同程度だったが、強い肯定群が減少した。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。感染状況を鑑みつつでは
あるが、以前のような元気のよいあいさつが飛び交う学校を目指していく。また、声を出しずらく、マスクで表情が伝わりづらい
分、目の表情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。在校時間は縮減の方向にあるが、まだまだ目標値には程遠い。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。

○これらの取組は共通理解のもとで進めていかなければ実現は難しい。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。

28% 69% 3%0%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

45% 55% 0%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

41% 48% 10% 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

41% 55% 3%0%0%教職員

（市共通項目）安全点検、安全指導に努めている

24% 69% 3% 3%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

38% 62% 0%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や大会規模の縮小
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。また、部
活動を行わない日に積極的に施設開放をし
たり、外部指導者を確保したりするなど、見
直しを図りたい。
○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。今後は、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、取り組
んでいきたい。
○昨年度同様、教職員を誇りに思っている
生徒の割合が高い。今後も生徒との信頼感
を醸成し、楽しい学校づくりにつなげたい。
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生徒 自由記述 
 

〇生活全般・友達に関すること 
（学校生活全般） 

・学年内・他学年や南、北舎との交流が少ないように感じる。（複数） 

・先生に対しての態度がコロコロ変わり、注意を受けても改善しようとしなかったり、同じことを繰り返

したりする者が多い  

・根も葉もないうわさや、影響力の強い者の話のみを鵜呑みにする。改善策を考える、または、先生に強

く叱っていただきたいです。 

・挨拶運動で正門の前でもやった方が地域の人にも届くと思い僕は改善した方がいいと思いました。 

・集会での座り方を自由にする 

・教育相談は希望者だけが良いと思う。   

（服装・持ち物について） 

・制服のデザインを見直してほしい（動きやすいもの）（複数） 

・体操服・ジャージの着用を年中認めてほしい。期間を広げてほしい（複数） 

・夏もですが冬は特に温度管理が難しいので私服を着てきてよくして欲しいです。（複数）   

・靴下や靴を白に統一する意味はないように思う。（複数） 

・体操服も制服も身に着けるものがすべて黒っぽい。反射板をつけても高齢者ドライバーには見落としが

ちなので、生徒の安全性を第一にするなら、将来的な見直しをはかるべきだ。 

・授業時の防寒対策について改善してほしい。このままだと寒くて授業に集中してとりくめない。 

・女子は髪の長さの規定がないのに男子だけあるのはおかしい。 

（教師の指導について） 

・差別なく接してほしい（複数） 

・先生たちの態度を改めるべき 

・問題があったら対応して欲しい。 

（その他） 

・図書室が遠い為、めんどくさくなり本を借りる人が少ない(１年生が特に) 

・クラスのいいところ…困ったことがある時に、みんなで協力して解決できるところ。 

・駐輪場の近くや登下校中、すぐ隣の自転車が横を抜けて危ないと感じる時があるので近くなったら自転

車のベルを鳴らして欲しい。 

・自転車通学者があおば地区の中を自転車に乗って通っていて、突然Uターンしてきました。僕が前を向

いて警戒していなければぶつかっているところでした。・生徒会活動などで、先生の意見により活動が制

限されていて、全然生徒主体ではないです。生徒会の活動で生徒が望んでいないことをしているので、

生徒の希望が叶うようにしてほしい。（ICT化など、望んでない。 

・グループ活動を増やす 

・２限と３限の間に間食を挟みたい 
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〇学習・授業に関すること 

（教師の指導について） 

・もうちょっと楽しくおもしろくわかりやすく授業をしてほしい。（複数） 

・授業を始める時に軽く前回の復習的なものが欲しいです。（複数） 

・わかりやすさもそうだが、楽しめる授業を意識してもらいたい。授業が楽しければモチベーションが上

がったり、雰囲気が良くなったりして挙手が増えるから楽しくしてほしい。 

・タブレットをもっとうまく活用するといいと思う （複数） 

・タブレットを使わない方が集中できる。 

・学級のみんながきちんと毎日授業に取り組めるように工夫をする 

・いつも同じ人が手を挙げているから、手を挙げやすい環境を作って欲しい 

・生徒一人一人に寄り添った授業。発言だけを大切にするのではなく、発言が苦手な人でも楽しめる授業。

発言ばかりを求めない授業。 

・グラフ・絵などから読み取るのは後にして、社会の授業の重要な事とかをおさえたいので、本文からわ

かること、そして足りなかったところを先生が言う形にして欲しい。 

・生徒が進んで授業に参加できる授業にして欲しいです 

・授業の進みが早いと思うことがある。私は理解できていないことが多くて数友などの問題集の解説でや

っと理解できた、ということが多々あった。 

・もっと考える授業をしてほしい。 

・たくさんの人が挙手するような取り組みを行ってほしい。 （複数） 

・もっとノートに書きやすいように黒板に書いて欲しい 

・テストに間に合うように時間を工夫してほしい 

・もっと意見が言いやすくする 

・復習できる時間を作って欲しい 

・授業の挙手の際に敬語を使わないようにすれば発言しやすいと思います。 

（学び合いについて） 

・話し合いを増やすと意見が言いやすい （複数） 

・挙手しやすいように、ペアやグループで話す時間をとってほしいです。 （複数） 

・分からない所をオクリンクなどで聞いて教えてもらうなど 

・発言が苦手な人もいるから，オクリンクとかを使った話し合いを増やしてほしい 

・もう少しコロナが落ち着いたら、もっと話し合いが出来たらいいなと思います。 

・学年関係なしで縦割りの中でグループを作り、国語や道徳などの学習での先輩方の意見を聞いたりする

交流の場が欲しい。 

（課題について） 

・宿題を減らして規則正しい生活にしたい。 

・課題を増やしたりすると良いと思います。 

（その他） 

・自習時間を増やしてほしい（複数） 

・朝読を朝学化したいです（複数） 
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・理科の実験道具が古いので新調して欲しい。（複数） 

・二分前着席をするといいと思った 

・テストの重要なところをまとめたものが欲しい 

・英語のワークがほしい 

・勉強がなかなか上手く行きません。 

・土日に自習教室とかを解放してほしい 

・放課とかに空いている教室で勉強したい 

 

〇行事に関すること 

（行事全般に関すること） 

・もっと行事を増やすといいと思う（複数） 

・もっと全校で体育祭みたいなことをやる 

・今もいいけどもっとみんなが積極的に参加できるように何か考える 

・もう少し楽しめそうなことがあるといいと思います。 

（交流・縦割り活動に関すること） 

・他学年との交流を増やしたらもっと丘中が良くなると思います。（複数） 

・学年の壁を作らないように、縦割り活動をオンライン形式などで増やしていく。 

・体育祭や文化祭などの大きなものだけでなく、学級でとか縦割りで何か交流とかできたらいいと思う。 

２年生や３年生との交流が少ないから増やしたほうがいいと思う。 

・南校舎と北校舎で関われる行事をしたい。ドッジボール大会、リレーなど。 （複数） 

（コロナ対策） 

・コロナの中でできる行事を増やす（複数） 

・コロナが収まってきたので何かやりたい。（感染予防しながらできるもの） 

・文化祭や体育祭などをしっかり感染対策して保護者も来られるようにしてほしい。 

・修学旅行など他の中学校は泊まりなのに私たちは泊まりじゃなかったので来年の３年生たちには泊まっ

てほしいです 

 

〇部活動に関すること 

（活動時間・回数） 

・平日の活動をもう少し増やしてほしい（複数） 

・部活動の時間と日数を増やして、もっと充実した学校生活が送りたい。 

・部活が土日もなく一切活動できていない部活がある→先輩方との交流も増やすため、土日にたまに行う。 

今は土曜日にしか部活動がないので平日にも部活動があると上達するので嬉しいです。 

・冬になると部活時間が減り、休日のときしかなく、練習することができません。朝練などの部活に励め

る時間が欲しいです。 

・テストに近くなった時はもっと部活をなくしてほしくてそうすれば勉強ができる 

・土日の部活を無くしても良いと思う。(その方がみんなもゆっくり休めると思ったから) 
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（指導について） 

・全員を平等に指導してほしい 

（その他） 

・部活で使っている台でネジが外れているものや壊れているものもあるので一度点検して欲しいです。 

・みんな他の部活を見に行ったりする。 

・卓球の台を増やす 

・部活動の用具が新しいものがあるといいと思う。 

・タブレットを有効活用する 

・サッカー部に部員が増えるといいと思います 

 

〇学校施設等に関すること 

・虫がよく来る (複数) 

・体育館にエアコンが欲しい 

・コンピューター室でWindowsの使い方の授業 

・コロナで難しいかもしれませんが、廊下のベンチのような所で、生徒同士が関わり合える素敵な場所な

ので、早く使えるようになって欲しいな、と思います。 

・図書室を活用する 

・体育館をもう一つ増やしてほしい 

・電気をつけるスイッチが奥に入っているところを直して欲しいです。 

・タブレットを机に広げると３分の２がタブレットで埋まるので、机を大きくして欲しい。 

・今のままでいいです 

 

〇その他 

・いつも私たち生徒のために一生懸命動いてくださったり、授業をしてくださったりして、本当にありが

とうございます。 

 

 

 

【コメント】 

・「さらに丘中がよりよい学校になるには」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

自身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。特に学級・学年を越えた

交流活動に関する意見が多くありました。リーダー会や生徒会では「コロナ禍でもできる交流活動」

を検討しています。今後も感染状況を考慮しつつ活動を進めていきます。 

・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。現在、靴・靴

下のきまりの見直しを進めています。その他のことについても、今後も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」「お互いの考えを出し合ったり聴き合ったりできる授業を」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、今後も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。 
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保護者 自由記述 
〇学校生活全般・友達に関すること 

（生活全般） 

・黒やグレーの靴下を認めてほしい。これは生徒の自由度の問題ではなく、買い替えや漂白の手間を省く

保護者側としての要望です。 （複数）   

・男子生徒の長袖シャツの着用、女子生徒の合服着用を検討してください。 

・夏にジャージでの登校が許可されたように、校則などで常識的に考えておかしい事や生徒の立場になっ

て考えて変えた方がいいと思うことは、校長の判断などでどんどん改善していただけると良いと思いま

す。  

・冬は、南校舎は温かいが北校舎はひざ掛けを持参してもまだすごく寒いと子どもから聞いています。換

気も大事ですが早く暖房を入れて頂けるとありがたいです。 

・体育や部活で汗をかいたまま、その上に制服を着る事に疑問を感じます。運動後は着替えをして、清潔

に過ごせるようにして欲しいです。 

・コロナ禍で 家中でも学校でも 手洗いや消毒をしつこいほどしている中 毎週交代でしている給食当番

の人の消毒について、事前に当番の消毒チェックのような表があるみたいですが 項目欄にチェックす

るものの実際頭髪を触ったりした後そのまま当番の仕事をし始めた生徒を見かけたと我が子に聞きま

した。コロナ感染に敏感な現在の世の中、子どもたちも様々場面で敏感になっています。クラスター感

染にならないためにも給食当番の仕事直前に教員の前で消毒をするなど 徹底の見直しをお願いします。 

・登下校の荷物が重すぎます。（複数）重いリュックを背負って、また自転車かごにパンパンに詰め込んで、

あの坂を先生方は登ったことがありますか？もう少し何とかならないですか。 

・雨の日の自転車通学のジャージ登校を認めていただけたらと思います。私は元自転車通学生です。雨の

日はカッパを着るため、ジャージ登校可でした。 

（教師の指導に関すること） 

・目立つ生徒だけをほめるのではなく大人しい生徒にも気を配ったりしてほしい 

・生徒に乱暴な言葉遣いをする先生がいると聞き、驚きました。社会人として、大人としてのきちんとし

た言葉遣いをお願いします。 （複数） 

・学校に行けない子に対して電話してくるのは良いが、行く気になれない事を全く分かってない…電話を

くれた所で常に義務的｡ 生徒は先生の評価の為に学校へ行くのではないって事を全く理解していない

行動・言動が多すぎて親まで傷つく｡ こんな学校・先生ばかりなら行かなくても良いと正直思う｡ 

・残飯が多いようなので、何か対処法を考えてほしいです。 

・集会の時の座り方についてです。１時間くらいずっと体操座りを指定されているそうですが、お腹にベ

ルトが食い込んで痛い。お尻が痛い。痛みで話を聞くことに集中できない。集会が終わってからもしば

らく痛みが続き授業にも集中できなくて困っているとのことです。座り方を自由にしてくれると助かり

ます。 

・友達に嫌なことをされたり、言われたりしたらすぐに相談できる環境を作ってください。 

・先生に否定されてしまうと、子どもはとても傷つき自分に自信を持てません。否定だけではなく、背中

を押すことも必要なのではないかと思います。 

・体育の授業で、先生は防寒バッチリ、生徒は寒さに震えて授業。おかしくありませんか。防寒をもう少
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し認めて下さい。  

・クラスでの課題を、下校時間を過ぎてまで話し合ったことに関して、その後、何も教えていただけなか

った。子どもからはきいたが、正確な話なのか、細部等はわからず。課題がのちに不登校等につながら

ないか心配しています。" 

（ネットモラルに関すること） 

・中学生になると、スマホの所持率が８割程度に上がり、使用時間が長くなることによる脳の変化が懸念

されます。スマホ依存防止アドバイザー、学校薬剤師として、「スマホ・ゲーム依存」についての講演活

動を行っております。機会がありましたら、生徒や保護者の方にぜひ講話させて頂きたいです。 

・情報モラルの教育をさらに徹底してお願いします。生徒たちの、スマホを介してのSNSトラブルは、学

校で把握しているより深刻です。最終的には保護者の責任で、下校後のことではありますが、学校は問

題を見つけたら毅然とした姿勢で生徒に指導し、該当する家庭には伝える必要があると思います。 

（その他） 

・互いの個性を受け入れ、思いを理解し合える雰囲気を根付かせて欲しい。 

・良い学校だと思う。が、高校、大学、社会と先を見据えて、古い学校目線の校則に縛られ管理されるの

では無く、自発的に自らの意見を積極的に発信でき、個性を尊重する学校になれば一層良い学校なると

思います。 

・風邪の症状がある場合の欠席についてですが、欠席扱いにならないのは、休みやすい環境でとても良い

と思います。しかし、完治するまで、１週間程休むと、学習面が心配です。オンラインで授業に参参加

できるようになると、さらに不安なく、休む事ができるのではと思います。 

・「生徒」である前に「ひとりの人間」としての教育を希望します。" 

 

〇学習・授業に関すること 

（授業に関して） 

・個々の能力にあった学習指導をしてほしい。 

・子どもたちが前のめりになるような、楽しい授業をしていただけたら、うれしいです。 

・授業の内容が難しくて授業がわからない教科がある。 

・中間・期末テストでは応用問題が多いが基礎問題の比率を多くして欲しいです。 

・一部の先生の授業が分かりづらいと聞いています。優秀な生徒さんだけでなく、苦手意識を持っている

生徒にも伝え方を工夫して頂けると嬉しいです。 

・授業自体が、塾に行っている前提で進んでいく教科が多いので、塾に行ってない子は、完全にとり残さ

れる。 (複数) 

・理解度テストなどを実施し、合格点に満たない子は補習をうけるなどしてほしい。 （複数） 

・子どもたちが安心して授業を受ける環境が作られていない。 

・公立学校は地域の子どもたちを受け入れているはずなのに、ついていけない子や支援学級への理解が低

い。理解しようとしている様子がみられない。ボランティアではなく仕事として職についているはずな

のに、先生方がアップデートできていない。 

・授業で挙手している生徒についてもお気に入りの生徒を指名する傾向がかなり強いそうで、生徒のなか

でも話題になっているそうです。 
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・英語の授業を充実させて欲しい。 

・授業参観で、スクリーンを使っていましたが、とても見えにくかったです。先生も電気を消したりカー

テンを開け閉めたりして調整していましたが、子どもたちからも「見づらい」と声が上がっていました。 

・学力差が気になります。英語と数学だけでも習熟度別クラスになるとより伸ばせると思います。 

・徳、知、体、多面教育推進の学校になってほしいです。 

・先日の授業参観はとても素晴らしかったです。よく考えられていて、私もこんな授業ならもっと勉強が

楽しくなったのに…と思えるほどでした。今後もこのような授業を続けて欲しいです。まだ、在校生の

息子の他に小学生、未就学児がいて、今後三好丘中学校に進学予定なので、本当に嬉しかったです。い

つもありがとうございます。３年２組英語の授業でした。 

・７才４才上の兄弟とは違った教育方針で、課題も減り勉強をしない子が多くいると思います。自分から

やらない子はやらないから、少し方針を考えて欲しいです。 （複数） 

・勉強が出来て授業が分かる子､成績の良い子に対しての学びが主体で分からない子は放置…これが現状。  

（評価について） 

・特定の生徒だけを評価するのではなく、教師の好みでなくすべての生徒を分け隔てなく平等、公平に評

価出来るようになればなお良いと思う。 

・その子その子にあった、評価をしてほしい。 

・中間・期末テストは順位を出した方が、張り合いが出る。危機感・達成感もあると思う。 

・他校に比べ内申がとりにくいと思う。受験の時心配 

・子どもに成績の付け方を聞いてもわからないと言います。学習指導要領が改訂になりましたが、まだノ

ートや提出物で成績をつけている先生もいると聞きます。成績は子供の一生に関わることですので、事

前に子どもにも分かるよう、成績の付け方は知らせていただきたいです。 （複数） 

・日々の課題であったり、授業態度であったり、こういうところを改善すると通知表が伸びるよ、という

ことを積極的に子供に伝えてほしい。 

（その他） 

・加賀市教育委員会が行なっている放課後授業のネットニュースを見ました。多忙な教員に代わり外部の

進学塾講師に市が委託し放課後授業を行うというものです。教育格差を生まぬよう、置いてきぼりの生

徒が出ないような素晴らしい取り組みであると感じました。すべての子が塾等に通えるわけではないと

思うのでこのようなことがみよし市でも導入されれば有難いと思いました。 

・教科書を忘れた時に他のクラスに借りに行くのは禁止と聞きました。忘れたことは悪いことですが、借

りて対応することがなぜ悪いのか意味がわかりません。理由が知りたいです。 

・受験の参考に校内の順位でなく、愛知県全体の偏差値が知りたい 

 

〇行事について 

・コロナ対策としてもっとオンラインを活用して授業参観や説明会を行うなどしても良かったと思います 

・コロナ禍であり、行動に制約があるのは仕方がないですが子どもたちが一生懸命作り上げ、思い出に残

るような行事をしてほしいです。 

・コロナが完全に収まって、保護者参加の運動会や合唱コンクール、文化祭等、昔のように楽しく行事が

行えるようになりたいですね。 
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・コロナ禍ということもあり、行事などは縮小されたり行わない判断をされたりしていると思いますが、

今しかない中学生生活で勉強の他に行事などを通して得られる経験があると思います。 そういった経

験は大人になっても心に残っていたりするので、なるべく経験させてあげてほしいと思います。 

・宿泊訓練、歩行祭、赤ちゃん抱っこ等行事が子ども達の成長の機会が減るのはとても残念です。（複数） 

・修学旅行に泊まりで行かせてあげたかった。 

・もう卒業なので、いまさらですが、授業を減らしてでも行事はきちんとやって欲しかったという思いは

あります。 

・修学旅行が日帰り遠足となりましたが、コロナ禍でどこにも出かけられていない子ども達にとっては、

学年皆で楽しく課外活動できたことは良かったと思います。ただ、２日目の名古屋ドームの企画は誰の

ための企画だったのだろうか？と保護者間で疑問を感じているところでもあります。コロナ禍で来年度

の修学旅行がどうなるかわかりませんが、大切なお金と大切な時間がもう少し有効に使っていただける

企画であってほしいです。 

・修学旅行については、６月から９月そして１０月と延びましたが、日帰りとはいえ企画していただき本

当にありがとうございました。先生方には大変なご苦労があったと思います。「楽しかった」と言う子ど

もを見ていてただただ感謝しかありません。" 

・先日の授業参観、分散にして頂き久しぶりに子供の学校生活が観られたのがとても嬉しかったです。 

・上の子の時から思っていましたが、中１、中２の懇談会は進路もまだ具体的に決まっていないので、三

者でなくていいと思います。子どもがいないところの方が話しやすい話題もあるので。 

 

〇部活動について 

（回数・時間について） 

・育ち盛りで体力もある子ども達の運動不足が深刻です。試合になっても練習不足からケガにつながるか

も知れませんし、日々の練習の中で培われる、やる気や友達との絆も感じることが難しい状況です。こ

の事は子ども達にとって大きな損失です。 

・２年後くらいに部活動自体がなくなってしまうという噂も聞きました。そのような事になるのには、断

固反対します。せっかく日々の学校生活の支援を一生懸命して下さっているのに、この現状のため、学

校に対する評価がかなり低くなっています。ただでさえコロナで制限の多い今の子ども達の事を考え、

どうかご理解いただいて、検討をお願いいたします。子どもの子ども時代は今だけです。 

・部活動を、先生の負担を軽減しつつ、子どもたちが達成感を味わったり、絆を強めたりする場として、

もっと活動できるようにしてもらえることを望みます 

・もう少し練習を増やして、体を鍛えて欲しい。 （複数） 

・部活動の時間が少ないと感じていました。もう少し試合前に練習する時間をもうけていくようにしない

と、結果を出せないと思います。 

（指導体制について） 

・先生方のご負担を減らすという面では、活動時間を少なくするのは仕方ないと理解できます。一方で、

子ども達の心身・技術の成長面では、これで良いのか？と疑問に思ってしまいます。新型コロナの影響

もあり、更に活動時間が少なく、大会も延期や中止になり、子ども達の部活に対する意識も低くなって

しまったように感じます。勉強はもちろん大切なのですが、部活動を通じて 礼儀、忍耐力、向上心、
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闘争心、先輩を敬う気持ち、仲間との絆など社会に出てから必要な人間力を身につけることも大切だと

思っております。他の地域で行っているように 外部の方を招いての指導を主とした部活動になれば、も

っと活動時間が増やせるのでしょうか？部活動の在り方を話し合える場を設けていただき、他の保護者

の皆さんの意見もお聞きしたいです。できれば日曜日の部活動は避けてもらいたいです。 

・部活動の活動時間が少ないのは仕方がないことと承知していますが、内容を充実させたり、熱意を持っ

て指導していただけたりするとありがたいと思います。 

・最近部活動時間が大幅に減ったのは、先生方の負担を減らすためでしょうか。お忙しい先生方が無理を

されるのはいけないと思いますが、部活動時間が減ったことでの、子ども達の影響はとても大きいです。

先生方のご指導が難しいのなら、外部の方の協力を得るなどして、何とかして子ども達の部活時間を確

保していただきたいです。今高２の上の子の時は、今のような事はありませんでした。 

・学習面だけではない三好丘中学校になることを期待しています。" 

・学校の仲間とこの年齢のときにスポーツや音楽など一生懸命やる経験は勉強と同じくらい大切なことと

思います。先生方も大変とは思いますが再考をお願いします。" 

・せっかく部活動があり子どももやる気があるのに、認めてもらえずやる気を失くしている。もちろん実

力が大事だけれど、少し実力は足りないが頑張っている子どもたちにもチャンスを与えてあげて欲しい。 

・急な予定変更など、昇降口の黒板でしか確認が出来ず、見落とすと知らないまま過ぎてしまう。活動予

定表も含めホームページやメールなどで保護者側からも確認出来ると助かります。 （複数） 

・先生は全員を公平に指導してくれないと子どもが言っていた。学校の部活動なので上手い人だけに目を

配るのではなく公平に指導するべきだと思う。 

・教職員の指導で無くて良い（先生方の負担は減らしたい）ので、部活動的な位置付けで平日の授業終了

後、学校の敷地内でスポーツや体づくりの指導や活動があると良い（一番成長する時期に体を動かす機

会を増やす環境づくりをお願いしたい） 

・ＰＴＡ活動において、役員と担当の教職員に生徒類似のタブレット端末を貸与・活用するなどで拘束時

間を減らし、活動負荷は低減しつつ、質は維持するような工夫ができると良い" 

・陸上部、水泳部、空手部の追加 

・個々の部活に特化した地域の方の増員があれば良いなと思います。 

・部活動を民営化してもいいので、もっと充実させてほしい。活動が少なく、指導もゆるいので、上達が

見られず楽だが達成感も得られない。 

・近隣の中学なら自転車での遠征を認めてほしい。 

  

〇学校施設に関すること 

・昔と違い、近年は異常気象で命に関わる状況の危険もある為、体育館や武道場に空調設備を付けていた

だけると有難いです。(特に夏季) 

・学習教材を学校に置いてもよいということですが、『ロッカーが狭くなりカバンが入らない』と結局重た

い教材をカバンに入れて帰ってきます。ロッカー何とかなりませんか？ 

・学校前の道路の街灯が少なすぎるので下校時の不安を感じます。学校からも市へ街灯設置の要望を出し

て実現して頂きたいです。 
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〇その他 

・いつも温かいご指導ありがとうございます。ホームページに学年の生活を知らせてくださるところがあ

りますが、更新が少なすぎます。遠くの祖父母も見ていました。コロナ禍で行事に保護者は参加できま

せん。他の学年のようにせめて体育祭や文化祭などの行事の様子だけでも写真付きで教えていただきた

かったです。あと、学年だよりも去年までのようにネットで見られると便利だと思います。学年のペー

ジにアップしてほしいです。（日々の下校時間が書いてある面も）先生方も忙しいのは承知の上ですが、

一番手軽に学校の様子がわかる部分です。ぜひこのページを活発にしていただきたいです。（たしか昨年

の３年生のページは素晴らしかったと思います）これからもよろしくお願いします。" 

・ホームページをもっと充実させて欲しい。年間計画もしばらく最初のままだった。配布されたプリント

もホームページで確認出来るようにして欲しい。学校への連絡時間など頻繁にあることではないのでホ

ームページに明記して欲しい。体育祭や文化祭等コロナで親の参加が出来ないものはビデオ配信などで

見られるようにして欲しい。 

・３年間同じ先生が担任にならないように配慮していただけるとありがたいです。担任の先生にとっても、

生徒にとってもあまりよいとは思えません。 

・女子トイレにナプキンを置いてあげて欲しい。 

・先生方も働き易く、生徒たちも行きたいと思える学校になることを願っています。" 

・いつも朝早くから夜遅くまで子どもたちのためにご尽力ありがとうございます。先生方のお陰で子ども

がどんどん成長していると感じます。先生方もどうかお身体を大切になさってください。" 

 

 

 

【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。現在靴と靴下

のきまりについて見直し、試行期間を設けた後、生徒と学校で協議し、変更をしていく予定です。

また、保健体育の授業の服装は、気温の低い期間の防寒着の着用を認めるなど、今後もこれまでの

生活のきまりについて見直しを続けていきます。 

・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。本年度から２年間、

市の委嘱を受け、授業づくりに関する研究に取り組んでいます。校外の方にも指導をいただき、研

究を進めています。来年度１０月に研究発表会を開催する予定です。さらに研究発表会後も継続し

て研究に取り組んでいきます。 

・ネットモラルに関する指導を入学説明会はじめ３年間で計画的・系統的に実施しています。ＰＴＡ

でも本年度から生徒・保護者向けの学習会を実施しました。適切な使い方について、ご家庭でも話題

にしてくださいますようお願いします。 

・部活動については、さらなる充実をという要望が多くありました。現在、県や市のガイドラインに

沿って計画・実施しています。文部科学省からは令和５年度以降の休日の部活動について、地域に

移行することが示されています。現時点で外部指導者として多くの方が部活動の指導にあたって下

さり、たいへんありがたく感じています。今後さらに地域の外部指導者・部活動指導員を拡充する

など、学校と地域が連携し、持続可能な部活動ができるよう、今後の部活動の体制づくりについて

学校だけでなく、市内でも検討を進めていきます。 
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教職員 自由記述 
〇令和3年度の学校づくりの成果と反省 

授業づくり 

〇一人ひとりの学びを保障しようと努めている。保護者へこまめに丁寧に情報を発信している。  

〇聴き合いを大切にして、相手を大切にしようとする雰囲気作りが進んでいる。それをどう発展させて

いくか、まずは教職員の共通理解が重要である。 

〇研究もあってか、授業や生徒同士の関わりを充実させようと、一生懸命取り組んでいる先生がたくさ

んいると思う。研究が終わったら終わりとか、途中で諦めたりせずに、働いているうちは、向上心を

持って続けていくべきだと思う。 

〇来年度の研究発表に向け少しずつ内容をステップアップしていったり、アドバイスしてもらったこと

を参考にこれまでにない試みにチャレンジしたりした。  

〇授業内容での生徒の関わり合いなど、ペアやグループでの活動は成果として捉えることができる点で

ある。 

〇研究委嘱されたこともあり、授業を頑張ろうという雰囲気が強くなった気がします。 

▲個人的には、電子機器を使いこなすことができないため、より研鑽を積む必要性を感じた。また、コ

ロナ禍であり、実技や実習に制限があったので、来年度はできるだけ多く取り入れられるように計画

したい。 

▲研究に関する負担が全体ではなく、一部に偏っているように思います。 

▲授業や、教科の指導について  教科書の内容を中心に学習を進めていく授業づくりを行なってきた

が、現状に合わないこともあるので、状況をみながら授業を進めていく必要性を感じた。 授業づくり

においては、技能教科ならではの特性を考え、教科書の内容だけでなく、生活に即した内容や、タイ

ムリーな題材なども取り上げた授業もよいと考える。 

 

生活・生徒指導 

〇生徒の意見を聞きながら、みんなでつくっていく学校生活という感じがしました。 欠席者やすぐ休む

人が多いので、なんとかした方がいいと思いました。 

〇行事が縮小されているので、生徒同士がつながる時間を日常的に取り入れたい。例えばコミュニケー

ショントレーニングや、人権委員の「隣の人のことを知ろう」の活動はすごくよいと思います。 

〇コロナ禍で行事が制限される中で、どのような活動ができるのかを生徒の声をよく聞いて活動に行か

せたと思う。 

〇一人一人に寄り添った生活指導、学習指導を心がけており、その成果は生徒の表情に表れていると感

じる。 

▲不登校、不登校傾向生徒にも、電話連絡、家庭訪問をするなど働きかけているが、登校には至ってい

ない。更なる働きかけや相談機関へつなぐなどする必要がある。 人間関係づくりが苦手な生徒の教室

での居場所づくりを各クラスで取り組んでいきたい。 学校が楽しいと生徒が感じるように、分かる授

業づくりを軸に取り組んでいきたい。 

▲見通しを持ったスパンの長い意図的な指導が弱い傾向があると思う。 

▲多様な状況を抱える生徒、保護者の対応に苦慮している。 
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 働き方 

▲ちゃんと教材研究をする時間を確保してほしい。授業を頑張ると言うけれど、教材と向き合える時間

がほしいです。 会議の始まりの時間をもっと早くすることはできませんか。協議会や職員会議をテス

トの日に無理やり入れるのはやめてほしいです。 

▲何をするにも、教職員の心のゆとりが必要不可欠だと思います。適切な校務分掌が割り振られるとあ

りがたいです。 

 

〇その他来年度に向けての課題 

・外国籍の生徒の授業参加について、質の向上ができればと思います。  

・全校で統一した学校づくりをしていきたい 

・教職員間の共通理解、意思統一がしきれていないことが多いと感じている。生徒に対する姿勢や心構

えがぶれることになるので、何とかしなくてはいけない。しかし、最後は個人の判断の部分なので難

しい。 

・今年に引き続き、頑張りたい。できることを増やしたい。 

・生徒との信頼関係、保護者との信頼関係を築くため、日々の指導の中で気持ちを推し測り、教育活動

をすすめたい。 

・新しい入試制度の導入に向けて、出来るだけ早く対応していきたい。 

・良い授業を目指していくために、今以上に生徒理解に努めていくことが求められていくと思う。学級

経営にも力を入れていくことが重要と感じる。 

 
【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、特に授業づくりの改善について意識が

高まっていることを感じます。本年度の取組を土台とし、今後も共通理解のもとで研究・研修を進

めていきます。 

・一方で配慮に欠ける言動や指導があり、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一つである「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。 

・本年度もコロナ対策に追われた一年でしたが、生徒は「コロナでもできること」「コロナだからでき

ること」を考え、取り組んできました。また、保護者の皆様からは校内の消毒や環境整備等のボラ

ンティア活動に多くのご協力をいただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。今後も生

徒・保護者・地域の声を大切に、学校が何をすべきか見直し、改善を進めていきます。 

 



教員一人一人の今後の取組
～ 令和３年度　学校評価を受けて ～

　生徒が通いたくなる学校を授業面から支える。教材研究をしっかりし、分かりやすく、夢中に
なって取り組める授業を目指す。生徒が興味をもてる題材に、期待を持って出合えるような演
出を考え、ハードルを越えるために夢中になれる授業を展開する。

　体育部として、冬季の体育授業での防寒具について、生徒自身が適切な判断をしていけるよ
うな条件を整える必要があると感じた。今後の部活動のあり方が変わっていくとしても、子ど
もたちが心身ともに成長できる場を無くしたくないという思いが強いので、今から現場で工
夫できることを検討して動いていきたい。今までの学校に残る目的に沿わない校則や指導、
授業内容などを見直す。現場から変えていくために、まずは自分から思っていることを声にし
て発信していくことを大切にしたい。

コロナ禍の状況下で学びを保障すること、保護者や地域と連携することの難しさを実感してい
る。前者の面ではこれまでにできるようになっていることを自覚できる場面を作ることで探究
を深められるようにしてきたが、進度との関係で不十分だと感じる。後者の面では、交流の場
を持つことそのものが難しく、不十分な発信するのみにとどまっているのがもどかしい。学校
理解を促すような発信の在り方を模索したい。

　生徒のしなやかな心を育てていくことに関して、「まず自分でやらせる。」「まず自分で判断さ
せる。」ことを大切にしたい。やり方を示して、こうするんだよと言う前に、「どうしたらいいと
思う？」「あなたはどうしたいの？」という投げかけを大切にしたい。職員も自分で考え、判断
できるように「どうしたいの？」と問いかけたい。そのためにもまずはやることに対して、必要
感や情熱を持たせるはたらきかけを心がけていく。

　生徒が通いたくなる学校になるよう、一日の大部分を占める授業に力を入れていきたい。生
徒が「やりたい」と思える授業づくりができるよう、ALTと相談しながら今まで以上にコミュニ
ケーション活動に力を入れていく。英語が使いたくなる、話したくなる活動になるよう、感染対
策を考えて進めていく。また、苦手な生徒に寄り添い、基礎的な力をつけられるよう、個別に
支援していく。

　生徒が「分かった」「できた」という思いをもてるような授業づくりを目指したい。個人学習も
大切であるが、「分かった」「できた」と思えるきっかけはペアやグループ活動での関わり合い
の中で生まれることが多いため、ペアやグループ活動も取り入れていくが、その後の個人学習
を充実させることで、次の「分かった」「できた」につなげていきたい。

　しなやかな心の育成のため、市内統一でレジリエンスをテーマに研究を進めてきた。今年で3
年間の研究は終わりになるが、今後も心の教育に努めたい。T1やT2で、授業を行う機会を増
やし、生徒に直接指導していきたい。保健関係の新しい情報を発信し、生徒とともに健康的な
生き方について考えていきたい。

　授業をはじめとした学校生活のなかで、生徒同士がよりよい関わり合いをもてるように、と
いう観点で教科部、学年部で同一歩調で教育活動をすすめていく。個別に考える時間と仲間
とともに探究する時間のメリハリをつけた授業デザインをしていき、一人ではできなかったこ
とでも仲間とならできたという経験を多く積ませたい。また、学年運営では、朝の会や帰りの
会をはじめ、学校行事を関わり合いのよい機会としていく。

　生徒・保護者の自由記述ともに「分かりやすい授業を」「楽しい授業を」という記述が見られ
た。現在、「自覚」と「探究」を軸に、一人一人の学習を保証するための手立てを模索中である。
それぞれの分類はできているが、各教科の特性に合わせた手立てが定まっていくとよいと思
う。数学においては「課題を解明するための探究」をするための「自分の考えをもつ」「基本的
な知識技能の習得をする」課題を解決する「視点をもつ」自覚がメインであると考える。振り返
りを利用したり、前時までの学習を確認したりすることに加え、「解明したい」と思えるような
課題との出合いや課題の設定を研究していきたい。
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　主体的に課題に取り組むことができるように、生活に密着した課題や、個に応じて達成可能
な目標を立て成功体験を積み重ね、自己肯定感が高まるように努める。授業時は、学習だけで
なく礼儀や言葉遣いなど、社会で通用する態度の育成に務め、自立につなげたい。

　生徒が学びたいと思える授業をつくるために、目標や活動を明確にし、生徒同士の関わり合
いが主体となる授業にしていきたい。生徒同士が進んで関わるために、授業の内外を問わず、
互いを認め合える活動を行うことで、ペア・グループ活動の充実度を向上させていきたい。

　英語は言語なので、書くなり、話すなり、使っていくなかで習得していくものだと感じた。教
科書も改訂され、より世の中の話題や今後彼らが知っておかなければならない話題が増えた。
教科書の単元をきっかけに、生徒が自由に自分の考えを話したり、書いたりできる授業を増や
していきたい。また、興味をもった話題をその場ですぐ調べたり、自分が書いたものをプレゼ
ンしたりと、学習用タブレットも活用していきたい。

　生徒自らが「知りたい」「学びたい」と思えるような課題設定、授業づくりを心がけていきた
い。普段の生活でその学びが生かされた瞬間を味わえるような課題設定にも取り組んでいき
たい。この授業で自分は何を学ぶのか、はっきりと生徒が自覚できる目標を考え、発問も精選
していけるようになりたい。また、生徒自身がこのクラスの、そして学校の一員なんだと胸を
張って言えるような学級経営をしていきたい。

　技能教科の実技や実習では、グループ学習やペア学習を積極的に取り入れていきたい。互い
の関係を深めながらアドバイスをしたり協力したりすることで、１プラス１が2以上の力になる
ことを実感する機会にもなると思う。また、こうした学習が生徒間のコミュニケーション能力を
高めるだけでなく、多方面への関心・視野を広げていくきっかけとしていきたい。

　生徒会活動に対して、もっと生徒主体となるようにしたい。生徒会からの情報発信はもちろ
んだが、各委員会の常時活動を確立させていく必要がある。また、「分かる授業・学び合う授
業」を目指していく。この土台となるのが学級経営だと思う。お互いのことを聴こうとする関
係ができているのか、発言に意欲的な集団ができているのかといったことが大きい。スタート
がとても大切である。

　学校のことを、今以上に保護者に発信するだけでなく、様々なことに対して、生徒と意味を
一緒に考えながら指導していく必要があると感じる。ホームページの充実や通信の内容を工
夫していく。また、授業においては、分かる生徒の発言で構成される授業ではなく、どの生徒
も大切にし、「分からない」を言いやすい雰囲気をつくり、「分からない」を出発点として授業を
展開していく。

　一人一人の学びを保障するために、「分かった」と納得できる授業づくりにより力を入れて取
り組んでいく。そのために、発問の工夫や生徒の思考に沿った板書に取り組んでいきたい。ま
た、ペア・グループ活動を積極的に取り入れ、共同的な学びの機会を設け、一つの事象に対し
て、さまざなな見方・考え方をできるようにしていきたい。

　学級経営と授業を一体と捉え、生徒同士が話し合える学級の雰囲気や、学び合える授業を目
指していく。そのために、資料の読み取る力や周りと話し合い、学び合う大切さを伝えていく
必要があると感じる。また、一人一人の生徒の思いに寄り添えるよう、コミュニケーションを
とっていくよう務める。保護者との生徒について共有していくことで、生徒と教員、生徒と保
護者、保護者と教員のギャップを埋めていけるよう取り組みたい。

分かりやすい、楽しい授業を生徒とともに作っていきたいと思う。教室は間違えてもいいとこ
ろに付け加え、分からないを伝え合い、分かるに変えていける場所にしていきたい。まずは、教
室の雰囲気をつくり、生徒の分からないをチャンスとして捉え、全員で考える授業を展開して
いこうと思う。
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　学習に対する意欲の高い生徒が多く、その思いに応えられる授業をしていきたい。今年度の
反省として、生徒の実態に合わせて授業を展開することができなかったことである。生徒の実
態に合わせて発問を変えることができるよう、事前に想像力を働かせたり、授業中の生徒の様
子を細かく把握したりして、知りたい、考えたいと思える授業を展開していきたい。

 　３年生になると、私立高校の受験もあり、授業内容をレベルの高い内容にせざる負えないと
ころがある。しかし、低位の生徒にとっては、それは難しく理解しにくいところもある。その兼
ね合いがとても難しいが、低位の生徒にとっても上位の生徒にとっても、「ああ、今日の授業
を受けてよかった。」と思えるような授業を心がけていきたい。

　授業において、「やってみたい」「知りたい」と思えるよう、取り扱う題材を工夫していく必要
があると感じた。また、週1回、2週間に1回の授業のため、前回の復習も確実に行い、分かる
前提で進めずに、内容の取りこぼしがないようにしていきたい。また、生徒たちの困っている
ことをすぐにキャッチできるようアンテナを常に高く張ること、生徒の改善すべき点について
は、意見を受け止め、毅然とした態度で示すときははっきりと示して、一緒に改善点を考えて
いきたい。

　全員が楽しいと思える授業を目指していきたいです。誰もが参加できる発問やねらいにせま
る補助発問を考え、全員が参加できる授業をつくりたいです。また、地域の方とのつながりも
大切にしていきたいです。生徒会役員で地域でのあいさつ運動など、郊外でも生徒が地域と
つながりを感じられるようにしていきたいです。

　自分の授業で、授業には関係のないタブレットを見ていたり、居眠りをしていたりする生徒が
いた。生徒を指導する前に、自分の授業を見直す必要があるのだと痛感した。「子どもたちが
前のめりになるような授業をしていただきたい」というご意見を受け、マンネリ化している自
分の授業を反省した。分かる授業、楽しいと思える授業を心がけていきたい。

　生徒会活動に対して、まだ身近に感じ切れていない生徒もいることが分かった。生徒主体で
活動ができる場面であれるよう、生徒会役員や各委員会のキャンペーン活動の充実を目指す
ために、もっと生徒たちに情報を発信していきたい。また、学びたいという気持ちをもち、授業
に対して意欲的な生徒が多い。授業を工夫することだけでなく、生徒たちが分からないと感じ
ることを大切にして授業を展開していきたい。

  一番心がけていかなくてはならないのが「わかりやすい授業」である。分からないという生徒
の言葉を大切にしながら、学び合いやＩＣＴ機器を活用など授業の見直しを図っていきたい。
「もっと知りたい」「もっとやってみたい」という生徒の意欲を引き出せる手立て（発問、自覚、
探究）を考えながら授業を組み立てていきたい。

学校は、生徒のためにあるので、全員が積極的に活動できるように指導や支援をしなければ
ならない。自分自身、言葉遣いや態度を改め、生徒を認め、励ましていく。また、なにか活動す
るときに、たくさんの準備をしないと生徒に迷惑がかかる。こうなったら、こうなるだろうと予
測し、入念な準備をしていきたい。

　生徒にとって学校が『居心地のよい場所』になることを目指したい。そのためには、学校生活
の中心となる授業をより楽しいと思える時間になるように工夫したり、一人一人の想いと向き
合って目の前の課題にともに挑戦したりするなど、何事も生徒の目線に立って考えていきた
い。また、生徒の頑張りをホームページだけでなく学級通信等でも発信し、今以上に保護者の
方と連携して生徒の成長を後押ししていきたい。

　「自分たちの決まりは、自分たちで作って、自分たちで守り、不具合があれば自分たちで見直
していく」という生徒の自発的な活動を後押しできる環境作りが必要だと思う。自ら判断し行
動できる生徒の育成に繋げたい。校則改定の手順を表記したり、校則をHPに公開したりする
ことで第三者の意見を参考にしなければならいと感じる。
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令和４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 一人一人が「学びたい」と感じられる授業をめざす 

  

「やってみたい！」「解明したい！」「やり遂げたい！」といった、生徒の意欲や

主体性が高ま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、その様子を各

種通信やHP等で発信します。 

 

３ 生徒とともに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

えるよう生徒会活動を中心に、生徒の声を生かした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 関わり合いを大切にする温かい学校を実現する 

 
 

学校生活全般で、関わり合い認め合う活動をさらにすすめます。また、コミュ

ニケーションの第一歩である挨拶は、コロナ禍であっても、言葉だけでなく、目

線や表情、所作でも気持ちを伝え合うことで、温かい学校づくりをすすめます。 

 

 


