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平成２６年度 札幌市立陵陽中学校 学校だより

陵 陽
平成２７年（２０１５年）３月６日（金） 第１２号

学校評価「保護者アンケート」の集約結果
12月に実施いたしました学校評価にかかわる「保護者アンケート」にご協力いただき、ありが

とうございました。同時期に行った「生徒アンケート」とともに集計し、「教職員アンケート」

の結果を含めて総合的に今年度の教育活動を振り返り、次年度に向けての改善の方向性が定まり

ました。

この結果を「自己評価」としてまとめ、学校関係者評価委員会（２月25日開催）で検討いただ

き、第３回ＰＴＡ運営委員会（３月２日開催）への報告を終えたところです。これらすべての総

括は、「自己評価書及び学校関係者評価書」として札幌市教育委員会に提出いたします。

今号では、「保護者アンケート」の結果とともに、次年度の教育活動の改善の方向性をお伝え

します。（Ａ…よくあてはまる Ｂ…だいたいあてはまる Ｃ…あまりあてはまらない Ｄ…

まったくあてはまらない）

陵陽文化「あいさつと合唱」など、学

校は、日頃、どのような学校を目指して

指導しているかを分かりやすく伝えてい

ると思いますか。

・教職員より生

徒・保護者の評

価が高い。

・「あいさつと

合唱」のように

スローガン的に示すことが分かりやすさにつ

ながっていると思われる。しかし、以前より

もあいさつをする生徒が減っているというご

指摘もいただいた。今後も伝統づくりの立場

から、継続して取組むことが大切である。

学校は、生徒が意欲的に取組めるよう

学級活動や生徒会活動、学校行事を進め

ていると思いますか。

・保護者、生徒、

教職員とも評

価が高い。

・学校祭や合唱

コンクールの

高まり、生徒の主体性を生かした体育的な行

事等が認められているが、教師の反省におい

ては、「行事づくりの過程をもっと大切にし

て」生徒の判断力や道徳性を伸ばすべきであ

るという意見が出ており、見直しを進めてい

く必要性を感じている。

学校は、生徒に将来の生き方を考えさ

せ、望ましい勤労観・職業観を育てる指

導（体験学習やボランティア活動）に力

を入れていると思いますか。

・保護者、生徒、

教職員とも評

価が高い。

・総合的な学習

の時間におけ

る２年生の職業体験学習や３年生の上級学校

訪問、生徒会が中心となって行っている「と

よひらお掃除隊」や「げんき雪ん子まつり」

等の各種ボランティア活動が認められている。

教師の反省においては、「進路指導の充実」

に関連付け、学ぶ意義の理解、さらには学習

意欲の高まりにつなげたいと考えている。
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学校は、道徳の時間に人間としての望

ましい生き方などを指導し、成果を上げ

ていると思いますか。

・これまでの質

問の中では、教

師も保護者も

比較的低い評

価をしている。

生徒にもっと、道徳性を育てたいとの教師・

保護者の願いが表れているともいえる。

・道徳教育は学校の全教育活動を通して行う

ことになっており、本校においては特に、行

事への取組の中で進められている。しかし、

「道徳の時間」を充実させるために、教材の

開発や蓄積に力を注ぐべきとの反省が上がっ

ている。

学校は、朝読書を通して、生徒が読書

に親しめるよう取組んでいると思います

か。

・保護者、生徒、

教職員とも評

価が高い。

・三者の中では

生徒の評価が

低い。朝読書がそのまま、読書習慣につながっ

ているわけではないという意識や、やや形式

的になっているとの自覚が表れていると思わ

れる。朝の落ち着いた時間が生徒指導上有効

であることから、登校時刻を５分繰り上げ、

朝読書開始時刻を明確に登校時刻とする。

学校は、日頃から授業の指導方法や生

徒理解のための研修を行っていますが、

成果が上がっていると思いますか。

・教職員、保護

者とも評価は

ＡとＢの間程

度である。

・次に続く項目

とも関連するが、保護者からは教科指導・生

徒指導に対する要望もあり、教師の研修の成

果を日常の指導に反映してほしいとの願いが

読み取れる。

学校は、基礎・基本の定着が図られる

授業を行っていると思いますか。

・次の質問も同

じ傾向が伺え

るが、教職員・

生徒より、保護

者の評価が低

く、Ｂに集中している。一番高い評価をして

いるのは生徒であり、Ａが一番多い。

・教師からすれば、「基礎・基本は重要だか

ら、しっかり指導しなければ」という思いで

力を入れて繰り返し指導することが多い。一

方、生徒にしてみれば、強調して何度も教え

られていると感じることもあって、このよう

な評価になっていると考えられる。また、実

際の授業を見る機会の少ない保護者からすれ

ば、「我が子に基礎・基本が本当に身に付い

ているのだろうか」という思いがあったり、

成績を見ては、「もっとできるはずだ」と期

待したりすることが十分考えられ、それが評

価に表れていると思われる。

学校は、生徒のやる気を引き出し意欲

的に学習に取組む授業をしていると思い

ますか。

・前の質問と同

様で、教職員・

生徒より、保護

者の評価が低

く、Ｂに集中し

ており、Ｃの評価は前項目より若干多い。生

徒の評価では、前の質問と同様にＡが一番多

い。

・分布が前項目と似た傾向であることから、

その背景も同様であろうと推察される。

一部の保護者から「中間テストは行わない

のか」という質問があった。「テストだけで

はない多様な場面での評価の重視」「生徒の

負担軽減」などの理由から、中間テスト未実

施の学校は少なくない。本校もその立場であ

ることをご理解いただきたい。一方、５教科

の単元テスト週間の設定を考えている。それ

ぞれの教科でばらばらに行っている同テスト

を集中して行うことで、生徒への意識付けを

強め、努力させたいという意図である。
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学校では、生徒の学習の手助けとなる

ようワークや資料集、コンピュータ等を

活用していると思いますか。

・保護者の評価

は教職員の評

価より低く

なっている。生

徒の評価はＡ

が一番多いという結果になっている。

・生徒の評価が高いが、それは、「ワークや

プリント等の提出物について促されることが

多い」と感じているためであると推察される。

昨年も同じような傾向が見られたが、今年も

未提出のままの生徒がずいぶんと見られた。

また、提出期限を守れない生徒も少なくない。

昨年、この文面で「本校の課題の一つと感じ

ている」と表現したが、改善されているとは

言い難い。

一部の保護者から「ワークは家庭用ではな

いのか」というご指摘をいただいた。基本的

には、「授業中にドリル練習や基本の確認等

に活用でき、家庭学習にも使えるもの」を選

定しており、「授業・家庭学習両用」という

のが基本的な考え方であることをお知らせし

ておきたい。さらに、「キーのタイプスピー

ドを速めるというのは、中学生にはあまり必要

ないのでは」というご指摘もいただいたが、Ｉ

ＣＴをよりよく活用できる能力の育成が、今日

的な教育の課題の一つでもあり、ご理解いただ

きたいところである。

学校は、学習の評価について分かりや

すく伝えていると思いますか。

・保護者の評価

が教職員より

低く、生徒の評

価はＡに集中

している。

・今年度も、昨年度と同じ傾向が出ている。

今年度も、「評価・評定ガイド」をお配りし、

保護者への分かりやすい説明に努めた。また、

校務支援システムが導入され、前にも増して

成績は厳密に扱われるようになり、懇談等で

説明しているが、まだ、「分かりやすい」と

は思っていただけていない状況である。

学校は、各家庭で学習習慣の定着に取

組めるよう働きかけていると思いますか。

・保護者・生

徒・教職員とも

Ｂが一番多い

が、２番目に多

い項目で差が

ある。保護者はＣで、生徒はＡである。教職

員は、ＡもＣも非常に少ない。

・生徒からすれば、「親や教師に家庭学習を

するように促されている」という気持ちがあ

り、親からすれば、「家庭学習が習慣化され

ていない」「働きかけが不足している」とい

う気持ちがあり、それが評価に表れていると

思われる。「家庭学習の習慣化」は、北海道

全体での課題でもあり、今後、働きかけをさ

らに強めていく必要がある。家庭の絶大な理

解と協力が必要不可欠である。

生徒が学習用具の準備やプリント類の

提出などについて取組むよう、学校が働

きかけていると思いますか。

・保護者・教職

員はほぼ同様

の分布である

が、生徒はＡが

非常に多い。

・生徒からすれば、親や教師に注意されてい

るという気持ちが強く、親や教師からすれば、

まだまだ改善されていないという気持ちが強

いのは前の質問と同じであり、昨年と同様な

状況と言えよう。「未提出の減少」は本校の

大きな課題の一つであるため、働きかけを

もっと強めていく必要があると思われる。

学校は、時間や学校のきまりを守るこ

と、あいさつなど、基本的な生活習慣が

身に付くよう指導していると思いますか。

・三者とも評価

は高く、特に生

徒はＡ・Ｂで

87％に達する。

・基本的な生活

習慣を身に付けさせる学校の指導に肯定的な
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結果が出ている。一方では、「中２になって

も、道路に横広がりに歩いて、注意をするとう

るさそうにしている、文句を言う…生徒指導も

さることながら、家庭教育にも力を入れるよう

に働きかけた方がよいように思う。」「夜遅く公

園で遊んでいる子どもたちを見かけます。学校

の制服やジャージのまま、家にも帰らず、いる

のを見ているのは少しつらいです。子供のため

にもならないので、注意していただければと思

います。」とのご指摘もある。すなわち、“地域

における子どもたちの生活を改善するために、

家庭の自覚を促すよう、学校にもっと働きかけ

てほしい”とする意見である。これは、健全育

成会の地域交流会でも話題になっていたが、今

一度、“地域の子どもたちを、地域の大人たちが”

育てていかなければならないという視点である。

今後も大切にしていきたい視点である。

学校は、人間関係づくりや命の大切さ

など「心」の教育に取組んでいると思い

ますか。

・保護者と教職

員はほぼ同様

な分布をして

いるが、保護者

の方がやや低

い。また、生徒は非常に高く、Ａが一番多い。

・保護者・教員の「さらに心を育てたい」と

いう思いに対して、「いつも言われている」

という受け取り方をしている生徒との差異が、

分布に表れていると考えられる。学習に関わ

る質問でも見られた「大人と子供の思いの違

い」が、「心の教育」に関わっても表れてい

る。

学校は、いじめや人間関係などの悩み

に対して教育相談を行っていると思いま

すか。

・前の質問と同

様な分布と

なっている。す

なわち、保護者

と教職員はほ

ぼ同様な分布をしているが、保護者の方がや

や低く、生徒は非常に高いということである。

・「教育相談を行っているか」という質問で

生徒の評価がよい点は、「十分足りている」

という思いの表れであろう。今年度は各中学

校に「相談支援パートナー」が位置付けられ、

スクールカウンセラーと連携を取りながら、

不登校への取組を進めており、教育相談に関

する教職員の自己評価はよくなっている。ス

クールカウンセラーの活用も進んでいるので、

今後も、さらに充実させていきたい。

学校は、家庭と密に連絡を取り合いな

がら、生徒指導を進めていると思います

か。

・保護者の方が、

教職員よりＡ

が少なく、Ｃが

多い。

・上記の分布の

差の特徴は、昨年度と同様である。「健康管

理上の問題や欠席の理由、生徒の悩みなど、

特に家庭との連絡が必要な場合は“こまめ”

に取り合う」という意味合いで、この質問項

目を設定している。しかし、「家庭との連絡

を密に取り合うという様子も我が家はとくにあ

りませんが、他のご家庭では取り合っておられ

るのでしょうか。」というご指摘をいただいたと

ころを見ると、意図が伝わっていないことも考

えられる。次年度は質問項目の見直しをする必

要があると思われる。

学校は、保護者や地域に情報を発信し、

信頼される学校づくりを目指していると

思いますか。

・保護者と教職

員は似た分布

をしているが、

教職員の方が

Ａが多い。

・学校としては、月行事予定表や案内に「陵

陽中Open School」のロゴを入れたり、ホーム

ページや学校だより等で情報提供に努めてき

たりしたが、評価の上昇には結びつかなかっ

たようである。次年度は、授業参観の日程を

10月から11月に変えるなど、学校に顔を出し

やすい改善や、さらなる情報発信を進め、信

頼される学校を目指してさらに努力していき

たいと考えている。


