
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。 

 前年度に続いて、生徒・保護者とも９

５％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

近づくことをめざします。 

 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。学校だけでな

く、生徒・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、前

年度に比べてわずかではありますが割

合が高くなりました。さらに充実できる

よう努めていきます。 

 また、生徒のみなさんが活躍する場

を、さらに増やしていけるように企画し

ます。設備については、中高一貫化に

向けた分野を中心に整備を進めてい

きます。 

  

 

 

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。 

良く提供しているが生徒８６．１％、

保護者７９．４％でした。おおむね提供 

できていると考えますが、今年度は

Teams を活用できるようになったことが

評価されていると考えます。ホームペ

ージについては、来年度に刷新を予

定しています。 

また、来年度より附属桃山小学校で

も用いられている校務支援システム「ツ

ムギノ」を導入し、欠席連絡などのコミ

ュニケーションをオンラインでできるよう

にします。 
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 システムの確立までの期間は、一斉

メールでの緊急連絡を継続しておこな

います。年度更新は学校で一斉にお

こないますが、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。 

 

 

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、保護者ともにおよそ９０％がお

こなっていると回答してくださいました。

本年度はコロナ禍の制限が多い中で

すが、従来に近い形で避難訓練を実

施しました。 

 本年度は、脅迫めいたファックスやメ

ールが全国の学校に届きました。本校

にも一部が届きましたが、警察と連携

を取り、不審者対応のため教員による

校外補導も必要に応じておこないまし

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。 

 

 

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９５％、保護者８９．９％が進めら

れていると回答してくださいました。文

部科学省が実施する学力・意識調査

で高い数値が記録されています。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％

をめざしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者 

保護者 

生徒 

生徒 

生徒 



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８８％、保護者８５．２％が工夫さ

れていると回答してくださいました。本

年度は、４人班を基本とする探究的な

学習を意識して仕組んでおり、その部

分も評価につながっていると考えま

す。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％をめざしていきます。 

 

 

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８８％が

進められていると回答してくれました。

本年度はタブレット端末を活用したり、

新しい学習方法を取り入れたりするな

ど、各教科でさまざまな挑戦をおこな

いました。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。 

 

 

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８０．８％、保護者７５．１％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。 
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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８３．２％、保護者７０．７％がな

っていると回答してくださいました。前

年度に比べて生徒は８１．１％より高く

なりましたが、保護者は７５．１％より低

くなりました。 

 必要とする家庭学習課題の量には、

目標や学習状況に応じて個人差があ

ると考えます。ご家庭での相談や生徒

の個別相談に学校からも有用な助言

ができるように努めていきます。 

 

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・保護者とも９０％以上が取り組

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、その

分、提出できなかった場合の影響が大

きくなるかと思います。さらに向上でき

るようはたらきかけていきます。 

 学校でよく集中して頑張ってきたた

め、家庭では多少気が抜ける部分があ

るかもしれませんが、時間を有効に使

って家庭学習の習慣を身につけてもら

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、学習が成り立つと考えています。 

 

 

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９３．３％、保護者９６．９％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。 

 

 

 

 

 

 

 

保護者 

保護者 

保護者 

生徒 

生徒 



 いずれも前年度より高くなっています

が、大切な部分であるからこそ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９６％がもっ

ていると回答してくださいました。良好

な人間関係は、落ち着きある学校生活

を支える基盤であり、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。また、何かお気づきのことがあり

ましたら、ご相談くださるようにお願いし

ます。 

 

 

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８６．２％、保護者８４．７％が目

標をもっていると回答してくださいまし

た。諸活動には生徒会活動や学級活

動など目標の大きさや分かりやすさに

差があって、生徒自身が実感を持ちに

くい場合や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」を探究する学習プ

ログラムを導入し、生徒たちが自分自

身や将来のことに目を向けられる機会

を増やしていきたいと考えています。 
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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。特に黙食やマス

クの着用など、一般的には徹底が難し

いことに対しても協力が得られることが

本校の良さのひとつだと言えます。 

 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。 

しかし、本年度は廊下や机への落

書きや共用の更衣室の散らかしなどが

見られました。 

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。 

 

 

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７７．９％、保護者８２．５％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。 

 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や働き

方改革に対応するため、今後あり方を

見直さ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。 
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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・保護者ともおよそ８６％があると

回答してくださいました。コロナ禍の影

響もある中ですが、本年度は体育大

会、文化祭、宿泊行事など、できる限り

平常に近い形での実施をめざしまし

た。 

 来年度は、平常の形で実施できるよ

うになっていることを願います。また、

普段から生徒が学校づくりに参画する

機会を増やしていきたいと考えていま

す。本年度は新制服のボタンやワッペ

ンのデザインを公募で決定しました。 

 

 

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９２％、保護者９６，３％がいると

回答してくださいました。前年度はとも

に９２％だったので、向上していると捉

えています。生徒たちがたいへん素直

に話をしてくれることは、本校の良さで

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。 

また、来年度からオンラインでのコミ

ュニケーション機能を持つ校務支援シ

ステム「ツムギノ」を導入します。いっそ

うご相談をうかがいやすくなることを期

待しています。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。 
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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、前年度に続いて明らかになって

います。生徒会を中心に、生徒が主体

的にかかわっていける学校行事をめざ

していきます。 

 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。 

 

 

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。 

 ・４人班を基本として探究的で生徒にとって有意義な学びにつながる授業をめざしていきます。 

 ・制服は来年度から新しいものに改変します。校則も実態に合ったものとなるように見直していきます。 

 ・タブレット端末持ち帰りの検討も含め、いっそうの活用に努めていきます。 

 ・来年度の早い時期にホームページを刷新します。 

 ・来年度から学校と家庭で双方向的に連絡が可能な校務支援システム「ツムギノ」を導入します。 

 

生徒 


