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平成２７年度 札幌市立陵陽中学校 学校だより

陵 陽
平成２８年（２０１６年）３月７日（月） 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（２月29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。

・しかし、保護

者からは「年々、

自発的な挨拶が減少している」と、生徒から

は「朝の挨拶運動くらいしかしていない」と

の指摘もあり、「自発的な挨拶」の広がりを

求め、陵陽文化の浸透に継続して取組むこと

が大切であるといえる。

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

コンクールに

おける意欲の高まりが認められているが、心

の成長に向けた取組は不足しているとの指摘

もある。道徳性を伸ばすべためにも、道徳・

学級活動・総合的な学習の時間のバランスの

見直しを進めていく必要性を感じている。

なお、学校行事ではないが、部活動に関わっ

て「部の種類を増やせないか」「体育館の作

りを改善できないか」との声が寄せられた。

部活動の顧問をするということは、土日祝日

も活動するというボランティア的要素が強く、

本校規模の職員数では、これ以上部活動を増

やすことは難しい状況にある。また、体育館

の改築についての希望は全市的なものであり、

市に要請し続けていくしかない。

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
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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各種

ボランティア活動が今年も認められている。

一方、保護者から「進路について考える機会

を１年生の内から取り入れてほしい」という

声が上がっていた。１・２年生からの計画的

な進路指導の展開が喫緊の課題である。

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。

・昨年同様、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。

・先の質問の解説でも示したように、道徳教

育の充実が必要であるとの声が、保護者から

も教師からも共通して上がっていた。次年度

は道徳の時間の充実に取組む。

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。

・今年から登校

時刻を５分繰

り上げ、朝読書の時間の確保に努めたが、“朝

読書の時間が５分である”という間違った捉

え方が残ってしまった。連絡等が少ない場合

は、朝の会の時間も一部使い、朝読書を充実

させるのがねらいであった。次年度は朝読書

の進め方について指導を徹底したい。

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

Ｂである。

・保護者からは

「授業の参加態

度についてもっと注意すべき」「分からないこと

を解決する場がほしい」等の声がアンケートか

ら垣間見られた。今年度の研修ではこれまで、

授業を見せ合いながら本校に必要なルールを出

し合ってきた。それらをまとめ、授業のルール

を守らせながら改善を図り、これらの声に応え

ることが次年度に取組むべき内容である。

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。

・札幌市の小・中学校は、次の５つのポイン

トに留意しながら「学ぶ力」を着実に身に着

けることを共通の課題として取組んでいる。

本校も、これまで以上に基礎・基本を定着さ

せる必要がある。

※５つのポイント

①難しいことにも挑戦する意欲を伸ばします。

②「自ら学ぶ方法」と「人と学び合う方法」

を身に着けられるようにします。

③意味理解を伴った知識の習得と、知識を使

いこなす力を伸ばします。

④自分の「伸び」を実感して、新たな目標を

もてるようにします。

⑤生活を自らコントロールする力を育みます。

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

様の傾向が出

ている。生徒の

評価では、Ａと

Ｂの評価がほ

とんどであった。

・現在、本校の「学ぶ力」育成プランの見直

しを進めているが、その中に、「これまで以

上に、授業に話し合い活動を取り入れる」を

位置づけることにしている。また、全市で取

組むことにしている「課題探究的な学習」の
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導入も、より積極的な授業への参加につなが

ると考えている。

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。

・教職員評価は

Ａとは言いなが

保護者の回答に

近い。

・技術・家庭科

や総合的な学習の時間、特別活動や放課後を

を除くとコンピュータ室の活用は決して多く

はない。決められた時間内に教科書の内容を

終える必要があることから、なかなか利用で

きない実態がある。

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、「評価・評定ガイド」をお配り

し、保護者への説明に努めたが、昨年と同様

な評価となった。「関心・意欲・態度」「思

考力・判断力・表現力」など、評価の仕方が

分かりづらい観点に関して、より理解しやす

くする必要がある。「評価・評定ガイド」の

改善に取り組んでいきたい。

「希望する家庭には、得点通知表に順位を

入れてほしい」との要望があったが、すでに

口頭で伝えていることが保護者に伝わってい

なかったためと思われる。成績のよりよい通

知について今後も取組んでいく。

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・教職

員ともＢが一

番多く、２番目

に多い項目は

Ｃであった。

・家庭学習を充実させるために「学習計画と

記録シート」を利用しているが、活用する生

徒が固定化されていたり、保護者印がなかっ

たりしており、積極的な活用とは言い難い。

学ぶ意義の指導に努め、家庭の協力を仰ぎな

がら、家庭学習への取組を向上させたい。

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。

・教職員に比べ

ると、保護者・

生徒の評価が

よいのは昨年

通りである。

・「１ページも取り組んでいないのに提出し

ている。」「何度促しても、一向に提出しよ

うとしない。」など、教師からは、一昔前な

ら考えられない生徒の反応に戸惑う声も聞か

れる。このあたりが、評価の低下につながっ

ていると思われる。現在のワークブックの活

用は、授業内容の理解を確かにする要素より、

しつけの要素が勝っている現状がある。

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

は高かった。

・しかし、一方

では、「廊下を

走り回る、物を

壊すなど、去年に比べて生徒の落ち着きがなかっ

たと思います。」「一生懸命、指導しているよう

だが、結果として、生徒の身についていないと

いえる。」と、教師の反省では厳しい指摘があっ

た。気を引き締めて指導していく必要がある。

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Ｂ、生徒は

Ａという状況

であった。

・人間関係づく
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りにおいて、特別活動（学級活動・生徒会活

動・学校行事）は大きなウエイトを占める。

本学校だより１ページの「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」の解説

に見られるように特別活動に対する評価は高

い。しかし、この「心」を育てているかとい

う問いに対しては、評価は高まらない。やは

り、本学校だより２ページの「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。」

の解説の通り、道徳指導の充実が重要な課題

であるからだろう。前述もしているが、次年

度は特別活動の成果に道徳教育の効果をつな

げ、「心」の教育の取組を高めたい。

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。

・今年度は「い

じめ防止基本

方針」を定め、それに則っていじめの未然防

止・早期発見・早期対応に取り組んできた。

しかし、いじめは０にならず、事態の深刻化

を避けるため、「いじめ対策委員会」を開き、

組織的な対応に努めた。３学期には、生徒会

を中心として「いじめ撲滅宣言」にも取組ん

でいるが、このような動きは、まだ端緒につ

いたばかりである。整えた体制を維持・発展

させ、いじめに対する取組を高めていきたい。

しかし、「いじめ等のアンケートの件は知っ

ていますが、教育相談が行われているのかが

不明です。」との指摘があった。この件に限

らず、学校の取組が保護者に伝わっていない

場面が時折見られる。「もっと学級だよりを」

という指摘もあるが、お便りが保護者に渡さ

れていない実態もある。確実に学校の動きを

保護者に伝える必要性を感じる。

また、不登校や特別な配慮の必要な生徒と

の相談・対応では、「校内学びの支援委員会」

の機能的な動きが必要不可欠である。計画的

に運営し、スクールカウンセラーや相談支援

パートナー、学びのサポーターと効果的につ

なぎ、状況の改善に次年度も努めていきたい。

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。

・保護者はＢ、

教職員はＡで

あった。

・先の質問項

目の最後にも

記載したが、確実に学校の動きを保護者に伝

える必要性がある。学校ＨＰを定期的に更新

するのは難しいが、有効に活用できるよう努

力していきたい。

「連絡が遅い！できれば小学校のように

メールなどがあるといい。」というご指摘を

いただいた。連絡方法としてＥメールを使う

ことは以前にも検討されたが、“デジタル格

差”（Ｅメールを使えないご家庭の存在）が

あるということで、進まなかった。今回は、

ＰＴＡの皆様にも「Ｅメールによる一斉連絡」

についてご検討いただき、対応を考えていき

たい。

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・教職

員ともＡで

あった。

・これまで、月

行事予定表や

案内に「陵陽中Open School」のロゴを入れて

きた。次年度は、そのロゴに「たゆまず、ゆ

たかに、たくましく」を加えたい。本校の教

育目標の一部であるが、これを載せることに

より、「学校教育目標に触れる機会を増やす」

「どんなことにも“たゆまず、ゆたかに、た

くましく”取組んでほしいという願いを広げ

る」ことがねらいである。

保護者や地域に「目指す生徒像」を発信し、

学校づくりへのさらなる協力を仰いでいきた

い。

学校教育目標

たゆまず 知性をみがく生徒

ゆたかに 心情を深める生徒

たくましく 体をきたえる生徒


