
学校評価アンケート 集計 

 

１ 本校の生徒であることを「よかった」

と思いますか。 

 生徒，保護者とも９５％以上の方が

「よかった」と回答してくださいました。

学校としてたいへん喜ばしく思うととも

に，できる限り１００％に近づけていけ

るよう努めていきたいと考えています。 

 その理由として，落ち着いた学校生

活が最も多くなりました。これは，学校

だけでなく，生徒のみなさん，保護者

のみなさんの努力と協力がなくては成

り立たないものと考えます。引き続き，

ご協力をお願いいたします。授業や教

育活動についても，さらに充実できるよ

う努めていきたいと考えています。 

 また，生徒のみなさんが活躍する場

を，来年度は大幅に増やしていけるよ

うに企画します。設備については，費

用面での制約がありますが，有効に整

備を進めていきます。 

 その他として，良い友達や良い先生

と出会えたというものが多くありました。

これも，たいへん喜ばしいことと考えて

います。 

２ 学校は教育活動の目的や生徒の

様子を知るのに役立つ情報をよく提

供していると思いますか。 

生徒，保護者とも，良く提供している 

がおよそ８５％でした。おおむね提供 

できていると考えますが，特にホーム

ページの更新には課題があると認識し

ております。現在，古いデータを削除

して有効な情報を伝えられる構成にな

るように作業を進めています。 

 また，今年度は特に一斉メールでの

緊急連絡を多くおこないました。携帯

電話やメールアドレスを変更される場

合は，登録が漏れてしまわないように

ご注意ください。 
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３ 学校は安全指導や危機管理を適

切におこなっていると思いますか。 

 生徒，保護者ともに９０％以上がおこ

なっていると回答してくださいました。

本年度もコロナ禍によって制限が多い

中ですが，避難訓練を実施しました。 

 また，本年度は不審者対応などのた

めの教員による校外補導は，必要とな

る機会がありませんでした。 

 しかしながら，登下校中に心配な事

案も数件報告されています。そのような

場合の対応についても指導しておりま

すが，普段から必要な注意を払うよう

意識させていただきたいと思います。 
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４ 授業は分かりやすく基礎的・基本

的なことが身につくように進められて

いると思いますか。 

 生徒９１．６％，保護者８５．５％が進

められていると回答してくださいまし

た。程度に差が見られますが，学習者

である生徒が基礎的・基本的なことが

身についていると感じていることが大

切であると考えています。 

 今後も基礎基本を重視して，１００％

に近づけるよう努めていきます。 

 

 

 

 

５ 授業は教え方や学習内容などで意

欲や関心が高まるように工夫されて

いると思いますか。 

 生徒８７．７％，保護者８６．２％が工

夫されていると回答してくださいまし

た。学習意欲や学習内容に対する関

心は，学習を支える重要な部分である

と考えています。今後も工夫を重ね

て，１００％に近づけるよう努めていきま

す。 

 

 

 

 

 

６ 授業は発展的で生徒の力をさらに

伸ばすように進められていると思い

ますか。 

 生徒に対してのみの質問で９０．１％

が進められていると回答してくれまし

た。基礎・基本を大切にしながらも，発

展的内容に取り組めていると捉えてい

ます。生徒が授業時間に集中し，復習

を大切にしているからこそ成り立つもの

と考えています。 
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７ 教員は授業中の助言・提出物の点

検・補習・質問への対応などで個別

指導をよくおこなっていると思います

か。 

 生徒８６．５％，保護者７６．８％がよく

おこなっていると回答してくださいまし

た。どちらも，おおむねできているとい

う値ですが，他の項目に比べて満足の

度合いが低いと捉えています。 

 定期テスト前の質問教室や個別指導

を，いっそう充実できるように努めてい

きます。また，積極的な利用を期待しま

す。 

 

 

 

８ 家庭学習課題（自主勉強含む）や

教員の助言などは生徒の自己学習

力を高める支援になっていると思い

ますか。 

 生徒８１．１％，保護者７５．１％がな

っていると回答してくださいました。ど

ちらも，おおむねできているという値で

すが，この項目についても他の項目に

比べて満足の度合いが低いと捉えて

います。 

 必要とする家庭学習課題の量に個

人差があることから，より多くの生徒が

満足できるよう個別最適化をめざして

改善に努めていきます。 

 

 

 

９ 生徒は授業に集中し提出物の期限

を守るなどして前向きに学習に取り

組んでいると思いますか。 

 生徒９３．１％，保護者８８％が取り組

んでいると回答してくださいました。ど

ちらも高い値であると言えますが，さら

に向上できるようはたらきかけていきた

いと考えています。 

 学校でよく集中して頑張ってきたた
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め，家庭では多少気が抜ける部分があ

るかもしれません。メリハリをつけて，時

間を有効に使えるよう意識してもらいた

いと考えています。 

 学校での学習と家庭学習を合わせ

て，学習が成り立っていると考えていま

す。 

 

 

10 生徒は学校に行くのを楽しんでい

ると思いますか。 

 生徒，保護者ともにおよそ９２％が楽

しんでいると回答してくださいました。こ

の項目こそが学校として最も大切な部

分の一つであると考えており，喜ばし

い値であると捉えています。 

 しかし，大切な部分であるからこそ，

あらゆる方法を考えて１００％を実現し

たいと考えています。何か困りごとがで

きた場合は，遠慮なくご相談いただき

たいと思います。 

 

 

 

 

 

11 生徒は学年・学級生活や部活動

で良好な友人関係をもっていると思

いますか。 

 生徒，保護者ともおよそ９７％がもっ

ていると回答してくださいました。落ち

着きある学校生活を支える基盤であ

り，学習をはじめとするあらゆる活動に

対する原動力でもあると考えていま

す。 

 普段のようすに細かく注意を払いな

がら，アンケートも活用するなどして高

い水準を維持していきたいと考えてい

ます。 
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12 生徒は目標（諸活動への取り組み

など）をもって学校生活を送ってい

ると思いますか。 

 生徒８７．２％，保護者８２．５％が目

標をもっていると回答してくださいまし

た。目標の大きさや分かりやすさに差

があって，ご家庭では見えにくい場合

もあるかと思います。 

 また，目標を大きな人生の目標と考

えたとき，中学生の段階ではまだ確立

できない場合が多いと思います。来年

度からは，生き方やキャリアにかかわる

教育に力を入れていきたいと考えてい

ます。 

 

13 生徒は学校生活や服装について

の約束事・きまりを守って、学校生

活を送っていると思いますか。 

 生徒，保護者ともほとんどが守ってい

ると回答してくださいました。このことも

落ち着きある学校生活を支えてくれて

いると考えています。 

 一方で，通学中の携帯電話の扱い

や社会的なルールについて，ご意見

をいただくことが数件ありました。本校

生徒としての自覚と誇りをいつも忘れ

ずに行動することを期待します。 

 

 

 

14 生徒は学校の設備や教具を大切

にしていると思いますか。 

 生徒，保護者ともほとんどが大切にし

ていると回答してくださいました。本年

度はガラスも含めて破損がほとんどあり

ませんでした。設備の中にはかなり古

くなってきているものもありますが，丁

寧に扱ってくれるので長持ちして助か

っています。計画的に順次更新してい

きます。 
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15 生徒は部活動に積極的に取り組

んでいると思いますか。 

 生徒，保護者ともおよそ８３％が取り

組んでいると回答してくださいました。

校外での活動に注力している生徒が

多くいることも把握しています。コロナ

禍のため，大きく制限がかかり大会な

どが中止されたことを残念に思いま

す。コロナの収束を信じ，取り組みを続

けて行ってもらいたいと願っています。 

 また，部活動については令和６年度

に予定されている中高一貫化にともな

う生徒，職員数減少に対応するため，

今後縮小を進めていかなくてはならな

い状況にあることをお知らせしておきま

す。 

 

16 学校の行事や特別活動に生徒の

積極性や個性を生かせる場があると

思いますか。 

 生徒８４．４％，保護者８２．５％がある

と回答してくださいました。ただし，コロ

ナ禍の影響も大きく，そう思うという割

合が他の項目よりも少なくなっていま

す。本年度は体育大会，文化祭とも規

模を縮小しての実施となりました。修学

旅行をはじめ，多くの行事が中止とな

ったことも残念に思います。 

 来年度は，あらゆる角度から検討し

て，できる限り平常に近い形で実施し

ていきたいと考えています。また，普段

から生徒が学校づくりに参画できる機

会を増やしていきたいと考えていま

す。 
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17 懇談や相談時に相談ごとや悩み

などを真剣に聞き，適切に対応して

くれる教員がいると思いますか。 

 生徒，保護者ともおよそ９２％がいる

と回答してくださいました。本校生徒が

たいへん素直にまっすぐに話をしてく

れることは，本校の美点であると考えて

います。本校教員は，他校にはない業

務を担っていますが，生徒，保護者の

みなさんの声に耳を傾けることを大切

にして続けていきたいと考えています。

心配ごとが出てきましたら，遠慮なくご

相談いただきますようお願いいたしま

す。 

 

18 教育の充実に関して本校に期待

することは何ですか。 

 生徒に対してのみの質問で，宿泊行

事，学校行事に対する期待が大きいこ

とがやはり明らかになっています。先述

の通り，来年度はできる限り平常に近

い形で実施していきたいと考えていま

す。ただし，生徒の安全が最優先であ

ることを確認しておきたいと思います。 

 

 

 

 

 また，楽しく落ち着きのある学校生活を，今後も大切に守っていきたいと考えています。加えて，学習指導や部活動

がいっそう充実したものになるよう努めていきます。その他の項目に多く見られた生徒が学校づくりに参画する機会も，

来年度は増やしていきたいと考えています。 

 

19 保護者のみなさんからのご意見をもとに，来年度は次の点に力を入れて改善を図っていきたいと考えています。 

 ・より良い授業をめざし，探究的で生徒にとって有意義な学びとなるよう研鑽に努めていきます。 

 ・校則を実態に合ったものとなるように見直し，制服は新しいものに改変していきます。 

 ・国費による導入が遅れていましたＩＣＴ機器ですが，整備ができたのでいっそうの活用に努めていきます。 

 ・温度管理も含めて教室環境の整備に気を配っていきます。 

 ・学校行事や部活動をできる限り平常の形で実施できるよう，あらゆる角度から検討していきます。 

 ・行事予定の掲載も含めてホームページを見直し，より有効な情報提供ができるよう努めていきます。 

 ・学校と家庭で双方向的に連絡が可能なシステムを導入します。来年度のうちに試験運用できる見込みです。 
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