
「学校評価」がまとまりました ～保護者・生徒アンケートの結果とこれからに向けて

12 月に「学校評価アンケート」を保護者、生徒の皆さんにご協力いただきました。保護者と生徒アン

ケートのついては、同内容の 14 項目について行いました。保護者向けンケートでは、多くの方から貴

重なご意見をいただけたことに感謝しております。また、「『学ぶ力』についてのアンケート」も生徒

対象に実施し、今後の学習指導の資料として活用させていただいています。

さて、今年度の学校評価に関するアンケート結果の概要がまとまりましたので、ご報告いたします。

全体としては、全ての項目で中間値を超えていることから、細かな数値について割愛していますが、お

おむね良い評価が得られていると理解しております。その中において、細部の傾向を分析した結果と次

年度への方向性を掲載させていただきます。

《保護者向けアンケート項目と傾向》 （生徒のアンケート結果も同様の傾向です）

領
域

No 項 目
生徒・保護者の傾向概略と次年度への方向性

（◎高い評価を得ている項目 ●今後改善していきたい項目）

教
育
活
動
全
般

1 お子様は、楽しく宮の森中学校に通学

している。

◎１の「学校が楽しい」の項目においては、今年度も生徒、保護

者共に高い評価をいただいております。

◎３の「学校の情報」についても、高い評価をいただきました。

次年度はＰＴＡメール配信システムを活用するなどして、より

早く正確な情報伝達に努めます。

●２の生徒の現状理解については、十分な教育相談の時間確保な

ど、今後も充実を図っていきます。

●４の地域や小学校との連携について、今後も計画的に実践して

まいります。

2 学校は、生徒の現状を理解した教育活

動を行っている。

3 本校の学校便りホームページは、学校

の情報をよく伝えている。

4 学校と保護者や地域、近隣小学校との

間には連携や協力が感じられる。

教
科
指
導

5 お子様は、授業がわかりやすいと言っ

ている。

◎５～８の「教科指導」については、大きな変動は見られません

でしたが、研修会などへの参加を通して、よりわかりやすい授

業改善に向けて今後も研鑽を積んでいきたいと考えています。

●５は、６～８に比べて若干低いのですが、少しずつ改善されて

きているようです。今後も基礎・基本の定着を図り、生徒に「分

かる」「できる」「楽しい」授業の構築に努めていきます。同

時に、「『学ぶ力』についてのアンケート」でもあまりよい結

果ではなかった「学習の計画性」については、「毎日の学習チャ

レンジ用紙」の活用により定着させていきたいと考えています。

6 お子様の勉強や進路について学校（先

生）に相談しやすい。

7 学校は、熱心に学習指導を行ってい

る。

8 中学校の評価･評定方法について保護

者として理解している。

道
徳
・
特
活
・
総
合

9 お子様は、家庭で将来の生き方など、

進路に関する話題をよく話す。

◎10 では、相手の立場を理解した上での言動を心がけようとして

いる生徒が多いようです。

◎11 の学校行事に対しても、地域や保護者のご尽力により、良い

結果がでており、感謝申し上げます。

●９は、６とも関連がありますが、３年生に限らず、ぜひご家庭

でも将来について話題にしていただくことをお勧めします。

10 お子様は、相手の立場を考えた言動が

できる。

11 学校の行事では、お子様は、生き生き

と活動している。

生
活
指
導

12 お子様は、家庭で決めたルールを守っ

た生活を送っている。

◎12、13 は、少しずつ改善されています。ご家庭での教育力の高

さはもちろん、前後期の各５日間の教育相談に加えて、必要に

応じてスクールカウンセラーなど関係機関との連携を通した効

果的な教育相談も成果として現れていると考えています。
13 教育相談など、必要に応じてお子様が

相談する機会が確保されている。

教
育
環
境

14 校舎内の清掃や整頓がよくされてお

り、安全管理も適切に行われていると

感じる。

◎14 は、生徒、保護者共に高い評価を得ています。校舎や設備も

開校 30 年を越え、十分ではない部分があるかもしれませんが、

安全・安心で潤いのある学校生活が維持できるように、さらに

心がけていきます。
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除雪ボランティア
２月 16 日（火）の１・２年生の学年末

後、生徒会が参加を呼びかけて集まった

ア生徒

者の

近隣町内会

森まちづくりセン

ター

ンター

ターをはじめ地域や関係機関の方々

いただき、今年も除雪ボランティアを

した。

当日は小雪がちらつく中、50 名近

生懸命除雪に取り組んでくれたお陰

道が広がり、歩きやすくなりました

はトレーニングを兼ねて頑張ってくれました

地域の方々と共に行うこのような

たちの住む環境は、協力し合って自分

も良くしていこう」という気持ちを

験であったと思います。作業後、参加

は、とても生徒が積

極的に取り組んで

いて、感心したとい

う言葉を頂きまし

た。

歩きやすくはな

りましたが、まだまだ雪山があり、

いています。登下校の際は十分に注意

と共に、次年度以降もこのような取組

きたいと考えております。ご協力いただいた

大変お疲れ様でした。そして、ありがとうございま

した。

改めて “進路” について

３年生が、間もなく９年間にわたる

業を迎えようとしています。現在は

最後の峠ともいえる高校入試に一人一人

き合い、精一杯の努力しているところで

精一杯のエールを送りたいと日々思

改めて進路を考えるなら、それは

の道のりであり、生き方の勉強でもあります

義務教育の出口として自分の進学先

としていますが、長い人生で見るならば

の入り口に立とうとしているに他ならないのです

今年も実施しました

ボランティア
学年末テスト終了

まったボランティ

生徒たちと保護

の方々、教職員、

近隣町内会や宮の

まちづくりセン

ター、中央区土木セ

ンター、除雪セン

方々などのご協力を

ボランティアを実施いたしま

名近い生徒たちが一

陰で、学校前の歩

きやすくなりました。部活動の生徒

くれました。

うこのような活動は、「自分

自分たちで少しで

ちを育てる貴重な体

参加された方から

、危険な状態は続

注意しながら歩く

取組を継続してい

いただいた皆様、

ありがとうございま

について考える

にわたる義務教育の卒

は卒業にむけての

一人一人が真剣に向

しているところで、私たちも

日々思っています。

それは長い自己実現へ

でもあります。今は

進学先の扉をたたこう

るならば、実は進路

ならないのです。

ですから、卒業式を終え、一

ら、また、ご家庭でお子様たちの

来への道へ子どもたちをいざなっていただければと

考えています。学校評価の中

の相談」の項目が弱いと感じています

ましては今後とも３年生に限

を大切に語り合ったり、相談

りを心掛けたいと感じる次第

間もなく３月 15 日、卒業式

も、在校生にとっても「夢を

溢れた」人生の進路の基点になるような

ることを念頭に、当日の準備

くの方々がご参会され、卒業

いただければ幸いです。

３月の行事

３月１日 （火） ※6 時間授業

２日 （水） 公立高校下見
５組卒業を祝

３日 （木） 公立高校入試日
ＰＴＡ予算委員会

４日 （金） 公立高校面接日
３年生特別日課
１・２年生合唱練習

８日 （火） ５組個人懇談④

９日 （水） ５組個人懇談⑤
１・２年生合唱練習

10 日 （木） ５組個人懇談⑥

11 日 （金） 全体儀式練習

14 日 （月） 総練習 ※給食

15 日 （火） 第 30 回卒業証書授与式

16 日 （水） 公立高校合格発表日
５組個人懇談⑦

17 日 （木） 職員会議 ※４

18 日 （金） １･２年学級懇談会
※５時間授業

20 日 （日・祝）春分の日

21 日 （月・振）振替休日

22 日 （火） 諸会議 ※４時間授業

23 日 （水） 合唱練習 諸会議

24 日 （木） 学年打合せ ※

25 日 （金） 修了式・離任式

28 日 （月） 春季休業（～4/5

※予定は変更になることもありますが

◆各種大会等の表彰
活動・大会名

スキー競技

札幌市中体連スキー新人戦大会

札幌市中体連スキー新人戦大会

一つの節目を終えました

たちの夢に立ち戻り、将

どもたちをいざなっていただければと

中でも、「進路に関して

じています。学校におき

限らず、自分の夢や将来

相談できたりする体制づく

次第です。

卒業式です。卒業生にとって

を見て、夢を語り、夢に

になるような卒業式にな

準備を進めております。多

卒業生の門出をお祝いして

Information

行事予定

時間授業

５組個人懇談①
祝う会 ※５組給食なし

公立高校入試日 ５組個人懇談②
予算委員会

公立高校面接日 ５組個人懇談③
年生特別日課（14 日まで）

年生合唱練習 ※５時間授業

④ 全校道徳

⑤
年生合唱練習、リハーサル 学年打合せ

⑥ 卒業生を送る会 学校評議員会

※５時間授業

給食なし ※午前授業

回卒業証書授与式 ※給食なし

公立高校合格発表日 卒業生登校日
⑦

４時間授業 ※完全下校

学級懇談会 ５組個人懇談⑧
時間授業

時間授業 ※完全下校

諸会議 ※５時間授業

※５時間授業

離任式

4/5）

になることもありますが、その時はお知らせいたします。

結果

新人戦大会スペシャルジャンプ ２年大井君 １位

新人戦大会アルペンＳＬ

１年古屋君 ５位１年我満君 ６位


