
平成２８年(2016年 )３月１４日

保護者の皆様へ

札幌市立羊丘中学校

校長 鹿野内 憲一

「学校評価アンケート」に関する対応などのお知らせ

早春の候、保護者の皆様には益々御健勝のこととお喜び申し上げます。ま

た、日頃より本校の教育活動に対し、御理解と御協力をいただきましてあり

がとうございます。

さて、11月に実施いたしました「学校評価アンケート」に関する本校の対

応（回答）が別紙のようにまとまりましたので、お知らせいたします。

また、平成21年度より開始しました教職員の自己評価及び学校関係者評価

委員会による評価結果も同時にお知らせいたします。

記

１，平成２７年度学校評価

「よい評価」「十分と評価」された項目

２，平成２７年度学校評価

「悪い評価」「不十分と評価」された項目と対応

３，平成２７年度学校評価

保護者よりご指摘を受けた主な項目と対応

【お問い合わせ先】

札幌市立羊丘中学校 電話８５１－９３５２ 担当：堀・教頭



１，平成２７年度学校評価 「よい評価」「十分と評価」された項目
《保護者》

■学校運営の「学校は、学校行事が、生徒にとって魅力ある、特色あるものになるよう努力している。」

に対して３０，１％がよくあてはまると回答。

■学校運営の「学校は、学級活動や生徒会活動を、生徒が積極的に取り組めるものになるよう努力し

ている。」に対して３０，４％がよくあてはまると回答。

■生徒指導の「学校は、保護者会や授業参観、学校行事など、開かれた学校を目指す努力をしている。」

に対して３９，４％がよくあてはまると回答。

■生徒指導の「学校だよりや学校ホームページが、地域や家庭への情報提供源として役立っている。」

に対して３７，２％がよくあてはまると回答。

■その他の「学校は、校舎内外の施設・設備の安全管理を十分行っている。」に対して３２，７％が

よくあてはまると回答。

■その他の「学校は、生徒がゆとりと潤いを感じて生活できるよう、校舎内外の環境整備をよくして

いる。」に対して３０，７％がよくあてはまると回答。

■その他の「学校の部活動は、生徒の健やかな心身の育成のため、十分に役立っている。」に対して

３５，４％がよくあてはまると回答。

《生徒》

■学校運営の「学校祭や陸上競技会などの学校行事が、楽しく充実しているものになっていますか。」に対して

６２，８％がよくあてはまると回答。

■学習指導の「あなたは、どのような基準で学習成績がつけられているのか知っていますか。」に対

して４０，８％がよくあてはまると回答。

■学習指導の「学校にはコンピュータや視聴覚機器などの教材、教具が十分に整っていますか。」に

対して５９，０％がよくあてはまると回答。

■生徒指導の「あなたは、挨拶や礼儀、きまりを守るなど、基本的生活習慣が身についていますか。」

に対して４８，６％がよくあてはまると回答。

■その他の「学校の部活動は、充実した活動になっていますか。」に対して５２，４％がよくあては

まると回答。

■その他の「学校には、他の中学校にない伝統や特色がありますか。」に対して４４，１％がよくあ

てはまると回答。



２，平成２７年度学校評価 「悪い評価」「不十分と評価」された項目と対応

《生徒》

■１，学校運営の「あなたは、羊丘中がどんな学校をめざしているのか知っていますか。」に対して４９，７％

が不十分と回答。

★教職員で常に「学校教育目標」を確認するとともに、生徒・保護者に対して様々な機会

を通して「目指すべき生徒像」をわかりやすく提示する。

■２．学校運営の「あなたは、どの先生も同じ方針であなた方の指導にあたっていると思いますか。」に対し

て３６，６％が不十分と回答。

★教職員間での生徒指導における共通理解や取組を進めるために、常にコミュニケーショ

ンを深め情報の共有化に努めていく。

■３，学校運営の「あなたは、学級活動や生徒会活動に、積極的に取り組んでいますか。」に対して３３，５％

が不十分と回答。

★行事や学級活動、委員会活動の充実のために、例えば生徒のアイディアをこれまで以上

に活動に生かす等、生徒が自己有用感を持てるように指導の工夫に努めていく。

■４，学校運営の「先生方は、自分の将来について考える機会を作り、必要な情報を提供するなど、気軽に相談

に乗ってくれますか。」に対して３３，２％が不十分と回答。

★進路の学習や職業の学習の指導を今まで以上にきめ細かく行うとともに、教育相談の研

修を深め、教育相談のあり方の改善も講じていく。

■５，生徒指導の「学校はいじめや暴力、不登校生徒への対応などをきちんとしていると思いますか。」

に対して３４，４％が不十分と回答。

★いじめや暴力行為については、生徒が様々な機会で考える場面を設け指導すると共に、

許されない行為であることを毅然とした姿勢で指導していく。不登校生徒への対応につい

ては、各個人の状況に合わせ、今以上に教職員の取組を強化することはもちろん、場合に

よっては周りの生徒の理解や協力を得ながら取り組んでいく。

《保護者》

■６，学習指導の「学校は、家庭学習など、学習習慣が定着できるような指導を行っている。」に対して３６，

３％が不十分と回答。

★学習計画表や長期休業中の計画表の改善を図ると共に、各教科において家庭学習の取組

方や課題の与え方の工夫に努めていく。



３，平成２７年度学校評価 保護者よりご指摘を受けた主な項目と対応

たくさんの御意見をいただきありがとうございました。本校の教育について深い御理解をいただき、多数の励

ましのお言葉をいただき、感謝すると共に、なお一層の生徒の教育のために尽力してまいりたいと決意を新たに

させていただきました。また、いくつもの御指摘をいただき、今後の本校の教育活動の見直しや改善に生かして

まいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

１，保護者からのご意見「わかりやすい、楽しい授業を更に増やして欲しい。」

◆回答（対応）：今後も教員それぞれまたは、教員間で校内・校外での研修を深めることで更に授業改善を

はかっていきたい。

２，保護者からのご意見「テスト前の部活休止期間を伸ばして欲しい。」

◆回答（対応）：テスト前の学習と、部活動の時間確保のため３日前から活動停止にしています。学習時間

の確保については、部活担当者と相談するなどして個別での対応をお願いします。

３，保護者からのご意見「部活動に関して、生徒一人一人の個性を伸ばして欲しい。」

◆回答（対応）：生徒が意欲的に取り組み、一人一人の個性を伸ばすことが出来るよう、更に工夫していき

たい。

４，保護者からのご意見「合唱発表会形式ではなく、コンクール形式にして欲しい。また、担任によって力の入

れ方が違うので、意識を統一して欲しい。」

◆回答（対応）：コンクール形式を採らなくても、お互いを高め合う活動ができている生徒の気持ち・心を

大切にし、現行通りの形式で行いたい。意識統一については、これまでも教職員が同じ目標に向かって取

り組んでおり、今後も一層の向上をめざして努力していきたい。

５，保護者からのご意見 「不登校生徒に対する対応について，心配している生徒にもっと情報を提供して

ほしい。また、不登校生徒に対する対応をもっと真摯に，積極的に対応してほしい。」

◆回答（対応）：不登校生徒については、各個人の状況に合わせて対応しています。生徒本人や各家庭の意

向もあり、生徒には限られた情報を伝えることになります。各生徒の状況に応じて対応していますが、対

応の仕方については、更に工夫していきたいと思います。

６，保護者のからご意見「学級便りがないのでクラスの様子がほとんど分からない。」

◆回答（対応）：学級便りは、各担任が発行できる範囲で今後も発行する努力をさせていただきたいと思い

ます。クラスや学年の様子は、学級・学年 PTA 等でもたくさんお話しさせていただきたいと思いますので、

お時間のご都合をつけて是非多数ご参加いただきたいと思います。



１ 本年度の重点目標

２ 本年度の経営方針

３ 自己評価結果
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【自己評価結果（達成状況）～Ａ：十分である Ｂ：概ね十分である Ｃ：不十分である Ｄ：改善を要する】
【学校関係者評価結果（適切さ）～Ａ：十分に適切 Ｂ：ほぼ適切 Ｃ：やや不適切 Ｄ：不適切】

【評価書の見方】
この評価書は、次の２つの評価が組み合わされた表になっています。
① 自己評価～本校教職員が、自分たちの取り組みを達成状況で表し、改善の方策を打ち出したもの。
② 学校関係者評価～学校関係者評価委員が、その自己評価が適切であるかどうかを評価したもの。
よって、学校関係者評価の結果がＡである場合、学校が評価した結果や改善策が十分適切であることを意味し、学校関係者がその
項目自体を評価 したわけではありません。

・厳しさと優しさのある心の通った
指導を通して、子供の立場に立った
指導を実践できた。

・問題傾向、いじめ、不登校などの
早期発見、早期指導、継続指導に努
めた。

・年２回の教育相談や、３回のアンケート調査に加えて、日常の
生徒観察や教員間の情報交換も一層きめ細かくし、早期発見、早
期対応に努める。
・校内、校外研修に積極的に参加することにより教員のスキル
アップを図り、対応力を向上させる。

・生徒・保護者アンケートの結果から、合唱コンクールの是非を教員間で検討してほしい。
・生徒・保護者アンケートの実施方法、公表方法については評価できる。
・教職員のアンケートの結果から、教員の研究、研修環境には改善が必要である。
・学校として「新しい取組」を積極的に取り入れていく必要がある。

・わかる授業、楽しい授業を実践
し、学習指導の充実をめざした。

Ａ

Ａ

Ａ

・保護者、関係機関、地域との交流
に努め、開かれた学校づくりに努め
た。

Ａ

・毎年の課題となっているが、今後は行事だけでなく、日常の交
流なども積極的に行っていく。
・授業の公開に多くの教員が関わることで校内支援の取り組みを
進めていく。

・道徳の時間をさらに効果的に活用するため、教材や資料の収
集、精選など指導の工夫が必要。
・職業学習や進路の学習を通じて、社会性や責任感を育成する方
策を探っていく。

Ａ

・不登校生徒への対応は、それぞれ理由が様々なので、個別に細かく対応をお願いする。
・生徒にとって魅力ある学校づくりを進めてほしい。

Ａ

Ａ

・各教室や準備室などの整理整頓、清掃に一層気を配るべき。
・日常での修理などは用務員が迅速に対応している。さらに安全
確保を心がけ、全員で気を配っていくことが必要。

・改善の方策にしたがって、取組を進めてほしい。

Ａ

・校内の研修体制を見直し、ＰＤＣＡサイクルに基づいた体制を
確立し、授業の充実を図る。
・ＴＴ授業や習熟度別授業、ピアサポートの実践例などを共有
し、常に授業の工夫改善を意識できる雰囲気を作る。

Ａ

Ａ

Ａ

・授業研修や、実践力の向上に努
め、校内研修の充実に努めた。

学校関係者評価委員に
よる意見

Ａ

・ＰＴＡやボランティア活動などを通じて、今後も保護者、地域
との交流を深めていく。
・学校からの発信や関係機関との情報交流の場も増やし、連携を
強めていくことが更に必要。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

・ＴＶ、パソコン、ＣＤ、ＤＶＤ、実物投影機は効果的に活用で
きている。特別教室での授業の活用を研修していきたい。
・教材、機材の拡充に伴い、さらに新しい活用方法を研修した
り、交流する場を確保する。

Ａ

・今年度は、学校ＨＰの更新、学校便りの発行を頻繁に行い、タ
イムリーな情報発信ができた。今後も継続が必要。
・学級だより、学年だよりを学校として定期的に発行すること
で、情報発信に努める。

・習熟度別、少人数指導の充実をさらに工夫していく。
・学習相談の工夫改善を図り、学習意欲の喚起を目指す。
・校内研修を通じて、授業力の向上を更に図る。

・わかりやすい授業づくりをさらに進めてほしい。
・学習面以外でも、生徒が活躍できる場面をつくってほしい。

改善の方策

豊かな心の育成 子供の立場に立つ生徒指導と相談活動の実践
学習指導の充実 開かれた学校の推進

・生徒会活動、特別活動、総合的な学習の時間、道徳の時間を充実させ、豊かな心の育成に努める。
・生徒指導、生徒理解、特別支援教育を充実させ、子供の立場に立つ生徒指導の実践に努める。
・授業の改善や校内研修の充実に取り組み、学習指導の充実をめざす。
・学校だより、ＨＰの充実に努め、地域との積極的な交流をはかり、開かれた学校をめざす。

分
野

学校関係者評価自己評価

札幌市立羊丘中学校

Ａ

平成２７年度 自己評価及び学校関係者評価書

学
習
目
標

重
点
目
標

評価項目 自己評価
の適切さ

学校関係者評価委員に
よる意見

改善策の
適切さ

・生徒の心情理解に努め、厳しさと優しさを大切にした指導を今
後も行っていく。
・共感と共鳴を基盤においた学習指導、生徒指導が更に必要であ
る。

・改善の方策にしたがって、取組を進めてほしい。学校関係者評価委員に
よる意見

教育
環境
整備

・生徒に社会の一員として、責任あ
る行動がとれるよう意識を高めるこ
とができた。

・改善の方策にしたがって、取組を進めてほしい。

・学級だより、学校だより、ＨＰな
どで学校の情報発信に努めた。

・校舎の施設、設備を教育活動の
様々な場面で活用するよう取り組ん
だ。

・校舎の施設、設備の安全確保や維
持管理に努めることができた。

学校関係者評価委員に
よる意見

学校関係者評価委員に
よる意見

平成２８年 ３月１４日

・委員会活動や生徒会活動などを通じて、生徒自身が自分たちの
日常生活を考えて行動する力を身につけさせる必要がある。
・自主的、主体的に活動できる生徒を日常活動、行事を通じて意
図的に育成する必要がある。

学校関係者評価委員に
よる意見

・日常の活動、生徒会活動や行事を
通して、自主的・主体的に活動する
生徒を育てることができた。 Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

・特別支援教育の一層の充実に向け
た校内支援を意識し、取り組むこと
ができた。

生
徒
指
導


