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詰　小一山　中∴学校だより 

擁融鱒紫綬　町田市立小山中学校　HP＝http：／／www・maChida－tky．ed朝一Oyama／

平成28年度学校評価

「教育活動に関するアンケート（保護者アンケート）」12月実施より
配布数788　回答数468（回収率59％）

年末は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。今年度も町田市中学校の統一項目を取り入れ
23項目で調査を実施し、昨年度の数値と比較ができるよう下軸こまとめました。また生徒との比較ができるよう裏面

には生徒対象の認否緑葉を掲載しました。

学校の教育活動こ対して概ね肯定的な評価をいただきました。特に「学校に行くのを楽しみにしている（楽しいと感

じる」は保護者・生徒ともに昨年度に引き続き高い評価でした。また「あいさつをきちんとしている」が昨年度と比較して

生徒〃保護者ともに上昇しました。PTAや生徒会で取り組んでいるマナー向上運動やあいさつ運動の成果と考えま

す。一万・「宿題や家庭学習に積極的に取り組んでいる」については未だ低い数値（生徒アンケートでも68％）となっ

ており、家庭学習への取組や学習習慣の定着が次年度に向けた課題です。

童 巨 富 ！皇 �27年率∴！28年度 

曾 �露 盤 ��・「た ii華 �上嶋 

設問 � �煮葦庸二一 宮＼： ＼出た： ��定 子的二 ����牢∴ 的■ 

！ 事 ��浩専 ��＿＿i働二 A lつ � � �二宮 華 �．i輔i＿ 合 

！ 情枝に行く。を楽胱している。 （ �1年 2年 3年 �l3由4的 l3鵬14伸 ��82ei l �1年 2年 3年 �41揚 37馬 �！4鍋 14樽 �82％ 

壷 ��349も �147翰 ���40私 �45樽 

市 旧譜諒驚講書とが �1年 �171i �44偽 �62％ �1年 �出漁 �52罵 �匡畢 i 

2年 3年 �出棺 22総 �45樽 13翰 ��2年 l3年 �上梯 上8偽 �53馬 51格 

唱譜学習に離的に取り �1毒 �29尚 �40静 �74％ �1年 �17線 �12掛 �薙 巨 

2年 3年 �229 42掲 �47偽 42格 ��2年 3年 �17揚 24舘 �138 40鴇 

出すんで舵をしているの �1年 2年 �21紺 19払 �25蔦 18鳥 �43％ ！ �1年 2年 �20患 19鶴 �23篤 20％ �42％ 
3年 �23篤 �23樽 ��3年 �21鶴 �22揚 

一　日緯的に、連動やスポーツ（部活 　隻 �ll年 2年 �51鳥 �20欝 �64％ �1年 �5591 �23＄ �且 66縛 

5擬む）に離飴に剛組んで ��4仰i �28触 ��2年 �489i �23馬 

3年 �279も �23構 ��3年 �23斡 �26鴇 

出撃欝雛でのきまりを �1年 �60線 �34倍 �92％ �1年 �33偽 �56馬 � 
2年 �59馬 �33穏 ��2年 �31き �48樽 �（桝∴ 

3年 �64揚 �27穏 ��3年 �28樽 �57栂 

7きあいさつをきちんとしている �1年 �31為 �56紺 �86鍬 �1年 �2紙 �638 �90構 2年 3年 �32帰 �54構 ��2年 �35欝 �53駕 

－！皇　　　　　　e i∴∫ ��45馬 �41も ��3年 �33為 �57鷲 

国離謙語ど �1年 2年 �2掘1 28飴 �59物 58忠 �89為 �1年 2年 �2由 2拙i �00引 61給 �89鴇 3年 �36払 �55傭 ��3年 �37畿 �52樽 

i9窪籍請書 �1年 2年 �13翰 15線 �47忠 471‘ �64％ �1年 2年 �1函 1函 �53絹 49馬 �65繊 3年 �18品 �53欝 ��3年 �15為 �50樽 

自　　学校は、生徒が学習適欲を高めた �1年！ 2年！ 3年l �14鯖 �51常 �62％ 1 �1年 2年 3年 �12馬 �56線 �64穐 

10闘欝㌢するよう・授業を ��9％ �5秘 ���10棉 �50●“ l 6％ �53翰 ���札的間冊 10樽52％ 

11薫務謙語寵人数綬 �1年 �6物 �35為 �59樽 �1年 �7偽　36鶴 ��61鱒 2年 3年l �16前 13ti �52日 53両 ��2年 3年 �14格別怖 219；54％ 

学校は、授業や通知表などを適し �1年 �1朗， �62鱒 �7598 �1年 �17為65払 ��8埠 

12宴て学習のねらいや学習状況を分 直りやすく示している。 �2年 �16持 �65縛 ��2年 �1統63溝 

3年 �9忠 �59絡 ��3年 �聞I65も 

設問 �27年度 ����28年度 一∴∴ �華i≡ ∴率 ∴い： �＿二昔二 二i雫二 二隼 iiii癖上 iiii金言 � � �i尊 i二葉 喜 二や三 �青 定 的 1割 ∴合 

13 �学校は　生徒が社ムのルールや �1年 �！2珂 ！2函 i2㈱！ �62宵 �l l8餅 ！ �1年 2年 3年 �34為 �57縛 �88翰 

蜜 �2年 l3年 ��55為 66負 ����51燦 63緯 

マナー（服装や言葉づかいなど）を 身に付けられるよう指導している。 ������30繍 2梢 

14 �学　は　　やキャリア �l1年 l2年 l3年 �22瀞 �51膚 57！る 59も �7銚 �1年 2年 3年 �ii飴 16僻 �55鳩 �72構 して、心を育て生き方を考えさせる 指導をしている。 ��18籍 �����5鈍 

9患 ����16鷺 �57，i 

15 �学校は小山小や小山中央小たど �ll年 2年 3年 �20鶴 �44鴨 44為 44繍 �5粥 �11年 2年 i3年 �24皆 20絡 �53偽 �直 ！一一 

／ と遵摸して教育活動に取り組んで いる。 ��1粥 �����50鴇 

8穏 ����22鴇 �47物 

16 �学校はいじめ防止や体罰防止に �1年 2年 �19告 �51鷲 56％ �i 68％ �il年 12年 �18曽 �59翰 �仁一一 国 さ 

ヽ 取組み、子供の人権を大切にして いる。 ��11線 ����13繊 �58鯖 

3年 �11烏 �551● ��93年 �14線 �59鯖 

17 �学綾は、教員と子供が向き合う時 間を十分に確保している。 �1年 �－ �－ �0構 li �1年 �15翰 �49繍 �62物 l 2年 3年 �1－i � ��2年 3年 �9％ 1鍋I �49馬 l5鵬 

18 �学校は、保護者や地域の方に対し て情繊発信をしている。 �1年 �17鮮 �57絡 �1 76射 l �1年 �23樽 �59樽 �「 陸 上 2年 3年！ �出庫 13引 �55偽 66烏 ��2年 3年 �11払 ＝鳩 �88縛 84％ 

19 �学校は、保緩着会や学綾公開、学 �1年！ 2割 3年！ �38精 �54格 5猟l e由 �92％ i �1年 2年 3年 �37常 �57偽 �93構 校行事などで、教育活動を公開し ている。 ��3鋪 ����29鬼 �86糠 

34馬 ����35常 �57払 

20 �学校は、校内整備や機内美化に 取り組んでいる。 �1年 �31馬 �53掲 �！ 83別 l �1年 �3欄 �58鯨 �88輪 2年！ 3年！ �32封 2弱 �54引 5由 ��2年 3年 �25槌 29緯 �6柏 59も 

21 �食生活や睡眠時同などの基本的 な生活習慣や社会におけるマナー などのしつけを重役している。 �1年！ 2年l �3弱 3弱 �6由 53縛 �l 91％ �1年 2年 �35篤 �61払 �93鱒 3柑 �583 

3年 �28忠 �64偽 ��3年 �32鷺 �62艶 

22 �授業公開や学桜行事、保護者会 �1年122ヽ ��6持 �75％ �1年 �29偽 �56樽 �77翰 など投会をとらえて学鞍に来るよ うにしている。 �2年 3年 �18＄ �54封 5由 ��2年 3年！ �1柵 �50拷 

18樽 ����2博 �56偽 

23 �将来の進路や職業などについて �1年 2年 3年 �35轡 �52緯 �90榔 �1年1 2年I �41偽 �52為 �94％ 子ともと話す機会をもつようにして いる。 ��3961 �52前 ���36穏 �57樽 13 3塙5鍬 ���3年 �4欄 �56鴇 

※設問17は昨年度未調査。28年度新設した項目です。



平成28年度「学習と生活に関する調査（生徒アンケート）」12月実施より
27年度 ���28年度 

生徒アンケート項目 �������描 ��肯 定 的 評 価 �あ て は ま る �塞 �肯 定 的 評 価 

竿 雷 に �Al �チャイム着席を守っている。 �����71％ �23％l94偽 ��76擁1掘　95篤 
A2 l翰 �瑳ち飽食豊．． ��戴鵠避難魁て臨んでいる。 ���71％ �21％ �92樋 �71ei �23％ �94欝 

授慕廃蜜に興味や意欲をもって取り組ん討＼る。 �����5朋も �30％ �州諦 �500 �32％ �82線 86為 
つ �！蛙 �教科の基本的な内容はわかっている（できている）。 �����53％ �33％ �86欝 �53％ �33線 

い て �A5 A6 � ���� � � �58絶 �32線 �23％ �二遜 ●Iiii 

宿額や操出物は提出期限を守って提出している。 �����689も �20％ �89龍 �69％ �20％ 

生 活 �．嬰＿ �朝礼や集会などで、集団行動のきまりを守っている。 �����74％ �23％ �97偽 �77％ �21％ �979ら 

毀 �清掃活動に取り組み、校内をきれいに廉元’くる：「～…‾‾〝．～’mrm”mUJ州MM…～調‘～シ’∽…～∽～－～一′nr五‾二’r �����61％ �32％ �93絡 �69％ �26％ �95線 

B3 �その均の状況に応じて正しも〔善業諒いをしている。 人前で発表することが、前よりできるようになっている。 脱糞のきまりを守っている。 �����559も �37％ �93揚 �56％ �38％ �94篤 

84 ������44％ �37％ �80翰 �46％ �36％ �82偽 

皇5 ������72％ �23％ �94揚 �77％ �19％ �盲謡 

亘転 �采接した方や先i ���生接宙三言自殺商あいさつしている∴　　　　‾‾　m∴葛‾ ��：∴‾37％i �∴1139＿％ �‾‾‾‾76穏 �二≡‾一二二一十4蝕 �iiiii13‾く鵜 �∴∴82鱒∴ 

一塊． �登下校のルールやマナーを守 ����って安全に登校している。 �7（説 ��97揚 �789i �2編 �9－盲諦 
に つ �控 �朝読書に取り組み、前より読書 ����をするようになっている。 �，．～，，つ′塞栓 32％ � �80欝 �57％ �28％ �84％ 

い �B9 �轟庭学習（塾や習い事以外）に自分から取り組んでいる。 ������309i �62篤 �36％ �責遜 �68静 

て �BlO �授業等で、自分から韻べたり考え方ややり友窒身に付けようとしたりしている。 各教科の詑価や評定の付け方について子だいたい理解している。i 体験学習や校外学習なaこ意欲的に取り組んでいる。 �����128％ �43％ ∴44％ �71鴬 �29％　43％　72鯨 

襲皮 ������∴34常 ��－　77篤 �－4飾る �iiiIiiii禰 �“∴84為 

塊呈 ������63％ �28％ �91椀 �66●′ �2砧 �90縛 

B13 �体育大会や合唱コンク二l夢などの掌接行事i三、意欲的に取り組んでいる。 �����68％ �27％ �94為 �72％ �21％ �鉄壁 

B14 �騒動や生徒会（委員会や係）通勤に、意欲や目標をもって取り組んでいる。 �����60欝 �28％ �88鴇 �62％ �27％ �旺盛 

郎5 �学校便り蜜撃奉使り‾老親高専 ����いる。：： �二十31÷碕 �∴、3軸 �i二十6極 �ー∴、∴3痴 �∴13610 �「予稿 

合 議 ー �Cl �蛙の人の立場を考え、昼豊やりをもっ玉造動している。 学校に謹製事案uい塞圭。 いじめは、どんな理由があってもしで煎高手高‾＼と思う： �����49％ �44％ �93絡 �54％ �39％ �93触 

c2 ������49％ �蔓鎧 13％ �83脇 �畿 83線 �34凝 �9　83篤 

盟＿ ������83％ ��96脇 ��13％　96篤 

てと �04 �スマートフォン、携帯電話、インターネットなどはマナーを守り正しく使っている。 困ったときに相談できる先生（スクールカウンセラー）がいる。 �����7（購 �23％ �93偽 �68％ �26偽　95線 

に �c5 ������16％ �31％ �47樋 �22％ �27％　49前 

先 生 の 授 業 に つ い て �Dl �学蜜の旦甥遵ねらいか蛾麹いる。 先生の指示摸蝿晩鐘、りやすい。 �����63％ �32％ �95静 �64ei �31掲 �95鴇 
控＿ ������59偽 �箋蓑 31ei �苗蒜 95尊 �63翰 �500 �93線 

D3 �学習ルールがきちんと守られ ����るようにしている。 �64％ ���68％ �27％ �9諒 

敦三‾ t泊‾：： �襲誌寝 ず海士 �ii‾窪頭輩醇荻謁活動 ‾プ密語曹舎考だ掠学び ���鴨だ即時時間覇覇藷三三三三雪三言雪雪手 合づたりする時間がある∴ 気である。 �∴6硝 子≡5滴 55％ �二二：二∴25％ 二二㌧：27％ �：178樽 �∴：55％ �●i－”i－一： i三二二重1馬 ∴「26質 3091 �塵9秘i ：＿‾8鴫 

06 �質問や発言がしやすい雰囲 ������31％ �8619 �59％ ��88鴇 

D7 �黒板や圏埜どがわか腿まとめられている。 �����6鉱 �∴、、逆も ∴3滴 �90嵩 �64暢 �28，i �｛　93瀞 

前一三i �楽段破り鎮める二 ���まう：．教材や �指導の方法が重奏されている∴ �∴5枇 ��∴89恵 �一言16橘 62常 �二十‾3駆出1191膚 

唆 �辞価ゐポイントや方法が示されて示る。 �����61％ �31％ �9猛 ��31％　93偽 

DlO �授業を進める速さはちょうどよい。 �����61％ �30％ �91蔦 �62％ �27％　89鴇 

昨年度に引き続き生徒のほとんどが「チャイム着席、集団行動のきまり、服装のきまりを守っている」と回答するなど、
生徒は決まりを守り、落ち着いた学校生活を送っています。96％が「いじめはどんな理由があってもいけないと思う（やや

思う）」と回答しており、昨年同様意識の高さがうかがえました。また「自分からあいさつをしている」が82％（昨年度76％）
と上昇しています。

学習面については「基本的な内容は分かる」と86％の生徒が回答しました。また、先生の授業については「投棄申、自

分で考えたり活動したりする時間がある」に93％（昨年度91％）、「グループで話し合ったり、学び合ったりする時間があ

る」に81％（昨年度78％）「楽しく取り組めるよう、教材や指導の方法が工夫されている」に91％（昨年度89％）と生徒が

昨年より一層肯定的に評価しています。研究授業を軸とした校内研修会や関係小学校とも連携した合同研修会が徐々
に授業改善に効果を上げていると考えます。

ネットマナーについては、「身に付いている（どちらかといえば）」と回答した保護者

は合計65％で、昨年度に引き続き生徒の意識（95％）とは依然大きくかけ離れる結果

となりました。生徒会で策定したSNS小山中ルール「あなたが守ればみんなも変わる
一時間・プライバシー・使い方～」を元に、今後もご家庭と連携してネットマナーの指導

を継続していきます。読書習慣に関しては、84％の生徒が「朝読書に取り組み、前より

議書をするようになっている」と回答しています。図書室の利用者も年々増加していま

すが、生徒と保護者の意識にはずれがあるようです。「すすんで読書をしている」と回

答した保護者は42％に留まっており、家庭で謹春をする生徒は依然少ないようです。
町田市公立中学校作品展より
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