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平成 28年度  札幌市立陵陽中学校  学校だより 

                   陵 陽 
平成 29年（2017年）３月９日（木） 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「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、第３回ＰＴＡ運営委員会（２月27日開催）で報告する

とともに、学校関係者評価委員会（２月28日開催）で検討いただき、「学校関係者評価」をして

いただいたところです。これら全ての総括は、「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するとともに、陵陽中学校ホームページに掲載いたします。 

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。

「平均」とは、Ａ=4点 Ｂ=3点、Ｃ=2点、Ｄ=1点として合計し、回答数で割り返した値です。） 

 

 

学校は、学校説明会や学校だより、学

校ホームページ等で、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。 

 

 教職員の結果(平均

2.7)に比べ、保護者

(3.1)・生徒(3.2)の方が

高い結果でした。一方で、

学校目標である知徳体

の成長や陵陽文化の「挨

拶」に課題があり、これまで以上に学校の課

題や解決の方法等について保護者の皆さまに

発信し、協力して取り組む必要があると学校

では考えています。 

 

学校は、生徒が意欲的に取り組めるよ

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(3.1)、教職

員(3.2)、生徒(3.4)

とも高い評価でした。

これは、陵陽文化であ

る合唱や学校祭など

の活動が生徒の成長

にとって大変効果があるということを示して

います。 

一方、各教科の授業時数を十分に確保し、

「学ぶ力」の向上を図ることも学校課題となっ

ていることから、行事の見直しやより効果的

な進め方等を検討しているところです。 

 

学校は、生徒に自己の生き方を考えさ

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。 

 

昨年度の反省を受け、

１・２年生における進路

指導を充実したことも

あってか、保護者・教職

員(3.0)、生徒(3.4)とも

高い評価です。３年生徒

から、進路のことをよく

考えてくれるとの指摘もありました。 

引き続き、職業体験や社会貢献活動などを

通して自己の生き方を考えさせ、望ましい勤

労観・職業観等を身に付けさせるとともに、

１・２年時からの計画的な進路指導を含む

「キャリア教育」を進めてい 

く必要があると考えています。 

【重点目標】 
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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。 

 

 教職員(2.9)、保護者

(2.8)はやや低めなのに

対し、生徒は高い(3.4)

評価でした。今年度、道

徳の時間を十分に確保

するとともに、専門家等

による道徳講演会の充実を図ったことが生徒

に受け入れられているのだと考えています。 

一方、大人は、生徒の豊かな心の育成は道

半ばであると考えており、学校としては、平

成31年度から全面実施する「教科化」を踏ま

え、道徳教育の一層の充実を図る必要がある

と考えています。 

 

学校は、朝読書を通して、生徒が読書

に親しめるよう取り組んでいると思いま

すか。 

 

 保護者・生徒(3.1)、

教職員(3.2)とも高い評

価でした。学校としては、

朝読書を８時25分から

しっかり始めることがで

きるよう、少し早く（８

時20分頃）登校し読書の準備をするよう指導

していきます。 

 

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。 

 

保護者(2.7)、教職員

(2.8)とも評価はやや低

めでした。授業態度が思

わしくない生徒がいるこ

となど実態に即した研

修が十分に行われてい

ないのではないか、という思いが教職員にも

保護者にもあると考えられるので、今後、学

習意欲や態度等を育むのに有効な指導法につ

いての研修を一層進めていきます。また、学

習評価に係る研修の充実を望む声もありまし

たので、評価に関する研修に加え、評価方法

の保護者への説明の充実を図っていきます。 

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。 

 

「陵陽中Open School」

の取組が浸透してきて

いる一方、保護者のアン

ケートでは、学校での生

徒の様子がよく分から

ないとの意見もあること

を踏まえ、学校からの情報発信（各種お便り

やホームページ、保護者集会での説明等）の

充実を図る必要があると考えています。 

 

 

 

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。 

 

 保護者が平均2.8、教

職員が3.1、生徒が3.5

となっています。各種調

査等の結果から二極化

の傾向が見られ、基礎・

基本の定着が十分には

図られていない生徒がいることから、落ち

着いて授業を受けられる環境づくりや学ぶ

意欲等を高める授業、個に応じた丁寧な指

導の充実などを図っていきます。 

 

学校は、生徒のやる気を引き出し意欲

的に学習に取り組む授業をしていると思

いますか。 

 

昨年度同様に、前の

質問と同様の傾向が

出ています。文部科学

省が公表した次期学

習指導要領案を踏ま

え「主体的で対話的な

深い学び（生徒が主体的に学び、他の生徒と

の協働や教師・保護者・地域の人との対話を

通して自らの考えを広げ深める）」の実現に

向けた授業改善を進めていきます。 

 

 

 

 

【学習指導】 
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学校は、ティームティーチング（TT） 

や少人数指導などを取り入れるなどし 

て、個に応じたきめ細かな指導を行っ 

ていると思いますか。 

 

教職員、保護者、生徒

とも評価はあまり高く

ありません。保護者から、

子どもが個別に教科の

教員に分からないこと

などを聞きやすい状況

をつくってほしいとの要望も踏まえ、ＴＴ・

少人数指導の一層の充実に加え、休み時間に

教師に質問してもよいことの生徒へのアナウ

ンスの充実、さらには、授業以外での個別指

導等についても検討を進めます。 

 

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。 

 

 生徒の評価が3.6だっ

たのに対し、保護者の評

価は2.9と低めでした。

資料「評価・評定ガイド」

を配布するだけでなく、

年度初めの学年ＰＴＡ

で本校の評価・評定方法について説明し、理

解を図りたいと考えております。 

 

学校は、家庭学習の記録表や課題（宿

題）を用意するなどして家庭学習の定着

を図ろうとしていますが、自分のお子さ

んは成果があがっていると思いますか。 

 

 生徒が3.2なのに対し、

保護者(2.5)と教職員

(2.7)は低い評価となっ

ています。 

 家庭学習記録表がよ

り有効なものとなるよう、

保護者と学校が一層連携していく必要がある

と考えています。 

 

 

 

 

 

 

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り組むよう、学校が

働きかけていると思いますか。 

 

保護者の平均は3.0で

すが、教職員が2.6なの

に対し生徒は3.6と評価

に大きな隔たりがありま

す。 

課題を十分に行わな

いまま提出する生徒もおり、保護者の文章記

述でも、提出物に対する厳しさと公平さを求

める声があったことを踏まえ、提出物の充実

に向けた指導を進めていきます。 

 

 

学校は、時間や学校のきまりの遵守（規

範意識の向上）、あいさつ（陵陽文化）

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。 

 

 保護者が3.1、生徒が

3.4なのに対し、教職員

は2.7と低めでした。実

態として、廊下を走り

回ったり施設･設備を壊

したりする生徒がおり、

また、保護者・生徒の文章記述では、挨拶や

授業態度の改善が必要との声があることから、

教師が範を示しながら、生徒の自主的な活動

を促すなど具体的な取組を一層進める必要が

あると考えています。 

 

学校は、合唱（陵陽文化）など様々な

活動を通して、人間関係づくりや命の大

切さなど「心」の教育に取り組んでいる

と思いますか。 

 

保護者平均3.2、教職

員3.0、生徒3.3と、比較

的高い評価でした。これ

は、命に関する全校講演

会やいじめ撲滅宣言な

ど、取組の充実が図られ

てきているからだと考えられることから、引

き続き、命を大切にする指導やいじめ等の未

然防止に向けた取組を含む道徳教育の充実を

一層図っていきます。 

【生徒指導】 
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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。 

 

教職員(3.3)、生徒

(3.4)の評価に対して保

護者の評価が低い(2.8)

結果となりました。子ど

もの学校での様子が分

かりにくく、いじめの問

題など不安に思っている保護者がいることを

踏まえ、学校でどのような教育相談が行われ、

その結果どのように生徒が変容したのかなど

について、もっと保護者に情報提供するなど

連携を図っていくことが大切であると考えて

います。また、来年度は、教育相談日には他

の会議を入れないようにするなど、教育相談

の充実に向けた環境整備に取り組みます。 

 

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。 

 

教職員の評価(3.1)に

対して保護者の評価が

低く(2.7)なっています。  

教職員が思っている

以上に、保護者は学校で

の生徒の様子や生徒指

導の経過等について、より多くの情報を求め

ているということを踏まえ、学校と家庭が役

割分担をするなどしながら、より効果的な生

徒指導ができるよう、保護者との連携を一層

進めていきます。 

 

 

【その他、保護者の文章記述から抜粋】 

○アンケートについて 

  学校の様子が分からないので、どのよう

に回答したらよいか分からない、または、

アンケートにＥ（分からない）という選択

肢を設けてほしい、とのご意見を複数の方

からいただきました。 

  学校としましては、学校公開の機会を増

やし、保護者の皆さまに学校の様子を見て

いただくともに、学校だよりや学校ホーム

ページ、保護者集会等で学校の様子をなる

べく詳しく伝えていきたいと考えておりま

す。学校評価アンケートの項目等について

も、今後検討していきますが、Ｅ（分から

ない）を設定すると、Ｅの回答が多くなり、

Ａ～Ｄの回答が得られにくくなるという懸

念をもっております。 

 

○授業道具について 

毎日の授業道具が非常に重い（10kgはあ

ります）ので、何かしら数点（資料集など）

学校に置いておくことはできないのでしょ

うか、とのご意見をいただいています。 

  確かに、特にまだ体力が十分にはついて

いない１年生を中心に、授業道具が「重い」

と感じる生徒がいることは認識しています。  

一方で、個人の持ち物の管理や、家庭学

習を促す視点から、学習用具を学校に置い

ておくことの難しさもあり、この課題につ

いては、今後も継続して検討していきます。 

 

【昨年度からの課題の状況】 

○ＰＴＡメールについて 

  昨年度の学校評価アンケートで、「（学

校からの）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

ご指摘をいただいていました。 

  このご意見を受け、今年度、ＰＴＡメー

ルの実施方法や実施上の課題等について、

他校の状況も踏まえながら慎重に検討を進

めてきました。今後、その結果をもとに実

施の可否を決めたいと考えています。 

 

【まとめ】 

学校評価アンケート（教職員、保護者、生

徒）の結果から、学力の二極化が見られる現

状において、基礎的・基本的な知識・技能の

定着を図ることが喫緊の課題であると捉えて

います。 

 学校としては、学ぶ力の育成に向けた授業

改善や授業を受ける際のルールの徹底、家庭

学習の支援に向けた検討等を進めてまいりま

すが、教科の授業時数を少しでも多く確保す

ることもとても大切なことと考えています。 

 そこで、授業時数の確保に向け、行事の精

選や効率的な進め方について検討してきまし

た。正式に決まりましたらお知らせいたしま

すので、ご理解とご協力をお願いいたします。 


