
今年度の学校評価アンケートについて              副校長  小松 進一 

 「今年度の学校評価アンケート」の数値データをお知らせいたします。年末のお忙しい時期の、多くの保護者・地域の
皆様にご協力いただき、本当にありがとうございました。この「今年度の学校評価アンケート」は杉並区教育委員会が実
施している教育調査と学校独自のアンケートを合わせたもので、保護者や地域の皆様に学校への理解を深めていただくと
ともに、生徒を含めた皆様のご意見を来年度の教育計画に反映させ、学校･保護者･地域がより連携･協力しながら、学校の
力を高めていきたいと考え、実施しています。回答の「A とても思う」と「B 思う」の割合を肯定率(％)として数値で表
しています。 
 また、皆様から貴重なご意見もいただきました。それらのご意見を真摯に受け止め、よりよい教育活動を推進してまい
りたいと思います。今後ともよろしくご協力のほどお願い申し上げます。 

 

(1) 先生は、クラスのみんなが分かり合い、協力し合えるようにしてくれている。 79.3%
(2) 授業では、自分の得意なところを伸ばしたり、苦手なところを少なくしたりできるように、個別に教えてくれている。 51.0%

(3) 学校の授業によって、分かることやできることが増えている。 86.8%

(4) 先生は、授業で自分ができたことを誉めてくれたり、間違えたところを教えてくれたりしている。 72.7%

(5) 先生は、授業において電子黒板やデジタル教科書を活用している。 94.1%

(6) 先生は、今の授業で学習していることが、前の授業や今後の授業とどのようにつながっているか、教えてくれている。 68.3%

(7) 道徳の時間では、友達や家族、地域の人たち共によりよく生きることの大切さについて、みんなで話し合っている。 73.9%
(8) 先生は、健康な生活を送るために必要なことを教えてくれている。 65.5%
(9) 先生は、地域の人たちと協力しながら、授業や学校行事をよりよくしてくれている。 66.8%

73.1%
(10) 授業の内容はよく理解できる。 80.3%
(11) 先生は黒板の書き方やプリントなど、わかりやすく指導を工夫している。 78.6%
(12) 先生は評価について十分に説明してくれる。 76.6%
(13) 道徳授業の内容は自分の生き方や命の大切さを考えるものになっている。 79.6%

78.8%
(14) わたしは自分で課題を見つけて、進んで勉強するようになった。 60.9%

(15)
家庭学習は毎日おおよそ何時間くらいしていますか。（塾は除く）
Ａ ２時間以上　　Ｂ １時間～２時間　　Ｃ 30分～１時間　　Ｄ ０～30分

52.6%

(16)
今現在（１２月）、「自学ノート」は何冊目ですか。
Ａ 10冊目以上　　Ｂ ５冊目以上　　Ｃ ２冊目以上　　Ｄ １冊目

28.6%

47.4%
(17) わたしは自分から挨拶をしている。 86.5%
(18) わたしは相手の立場を考え、感謝し、互いに協力し合う関係が作れるように努力している。 78.6%
(19) わたしは心や体の健康、安全の確保に気をつけたり、体力が高められる工夫をしている。 68.4%
(20) わたしは清掃活動をみんなと協力してしっかり取り組んでいる。 79.9%
(21) わたしは学校のきまりをきちんと守っている。 84.9%
(22) わたしは４月当時に比べ、７つの生活習慣が身に付き、自立的な生活ができるようになっている。 73.4%

78.6%
(24) 行事では、みんなが活躍するチャンスがある。 71.1%
(25) 学年や学級で団結して行事に取り組めている。 82.2%

76.6%
進路指導について (26) 学校は将来の進路や生き方・働くことの意味について考える指導をしてくれている。 79.3%

（３年生対象） (27) 進路について先生と相談する機会は十分ある。（３年生対象） 89.6%
（３年生対象） (28) 進路に関する情報を十分提供してくれる。（３年生対象） 82.1%

82.0%
(29) 学校は家庭学習が定着するよう指導している。 61.5%
(30) 学校は安全な学校生活を送れるよう考えてくれている。 80.6%
(31) 学校は自分の考えをまとめ、発表する力を育てようとしている。 78.6%

73.6%
(32) 先生は、熱心に指導してくれる。 73.7%
(33) 先生は、誰に対しても、公平でひいきをしない。 48.7%
(34) 先生は、親身になって相談にのってくれる。 57.2%
(35) 先生は、あなたの良いところや努力したところをほめてくれる。 67.1%

61.7%
(36) 毎日の学校生活が楽しい。 72.7%
(37) 松溪中学校が好きである。 70.7%

71.7%
(38) 松溪中学校は朝読書力を入れています。わたしは、よく取り組んでいる。 79.3%
(39) わたしは月１冊以上本を読んでいる。 71.4%
(40) わたしは図書室を利用している。 55.6%
(41) わたしは図書室で本を借りることが多い。 60.2%

66.6%

肯定率
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(1) 子どもの学校生活は、全体として満足できるものである。 86.9%

(2)
連携する小・中学校による小中一貫教育（小・中学校の教員による協働授業、児童・生徒の交流など地域活
動への参加等）が進められている。

70.0%

(3) 学校は、自校の教育活動に関する評価結果とそれに基づく改善策等の情報を提供している。 63.0%
(4) 学校では、子どもが安心・安全な学校生活を送ることができる学級づくりを行っている。 81.0%
(5) 子どもは、学校の授業を通して、分かることやできることが増えている。 72.6%
(6) 学校は、子どもの学習状況を適正に評価している。 71.5%
(7) 学校は、ICT機器（電子黒板やデジタル教科書等）を活用した授業を行っている。 68.1%
(8) 子どもは、学校での生活を通して、他者と共によりよく生きるための力が育まれている。 78.5%
(9) 子どもは、学校での生活を通して、体力や食、生活習慣をはじめ健康な生活を送る力が育まれている。 81.8%
(10) 学校は、子どもたちの発達に関する課題など、障害理解を深める情報を提供している。 34.9%
(11) 学校は、家庭や地域と連携・協力して教育活動を行っている。 73.4%

71.1%
(12) 子どもにとってわかりやすい授業をしている。 52.4%
(13) 学校の評価についての説明や情報提供は十分である。 57.7%
(14) 道徳の授業では人の気持ちを考えさせたり、いのちを大切にする心を育てている。 62.8%
(15) 子どもは自分で課題をみつけ、進んで勉強するようになった。 42.7%
(16) お子様の家庭学習は定着している。 50.0%

53.1%
(17) 学校はあいさつの励行やきまりを身に付けさせ、学校生活が向上するように指導している。 76.3%
(18) 学校はいじめや不登校を解決するために、相談にのったり、話し合ったりしている。 48.0%
(19) 学校は学校生活が充実し、楽しめるように指導している。 68.6%

64.3%
(20) 子どもが活躍する場面がたくさんあり、内容が充実している。 73.7%
(21) 子どもは、学校行事に楽しく取り組んでいる。 82.1%

77.9%
進路指導について (22) 将来の進路や生き方、働くことの意味ついて考える指導をしている。 59.1%

（３年生対象） (23) 進路について、十分な情報提供があり、相談する機会は十分である。（３年生の保護者対象） 71.1%
62.1%

(24) 学校の教育方針や指導の重点が明確である。 54.0%
(25) 校長をはじめ教職員が協力して生徒指導をしっかり行っている。 66.2%
(26) 学校は、体験学習・発表会・外部講師の授業など様々な取り組みを行っている。 87.1%

69.1%
(27) 先生は、子どもを大切にしてくれる。 82.8%
(28) 先生は、教育活動に熱心に取り組んでいる。 80.6%
(29) 先生は、子どもの教育について相談すると熱心に対応してくれる。 67.8%

77.0%
(30) 学校は子どもの安全を守るために指導や訓練を十分に行っている。 74.7%
(31) 子どもの安全確保のための情報を適切に保護者へ提供している。 65.6%
(32) 学校の施設の安全性は十分確保されている。 74.4%

71.6%
(33) 学校は地域の人材や施設を教育活動に活かしている。 75.1%
(34) 学校は地域の活動や行事によく協力している。 76.5%
(35) 学校は西田小や桃二小との連携を積極的に行っている。 80.9%

77.5%
(36) 学校からの様々な通信に、保護者として知りたい情報が盛り込まれている。 70.0%
(37) 学校は保護者に対し、説明責任を果たし、対応をしてくれている。 67.4%
(38) 学校公開や保護者会などは、学校をよく知る機会となっている。 73.6%

70.3%
(39) 子どもは学校生活が楽しいと感じている。また、学校全体に活気がある。 78.4%
(40) 朝読書など読書活動の取り組みは充実している。 74.4%
(41) 保護者会に参加したり、行事を参観したりするよう心がけている。 74.4%

75.7%
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○杉並区教育調査について 

・保護者の学校生活全般の項目で、「子どもの学校生活は、全体として満足できるものである」について

の肯定率は８６．９％でした。しかし、生徒の「毎日の学校生活は楽しい」についての肯定率は７２．７％と

決して高いものではありませんでした。来年度は肯定率９０％以上を目指し、さらに充実した教育活動が

展開できるよう検討を重ねていきたいと思います。 

・生徒の道徳教育の項目で、「道徳の時間では、友達や家族、地域の人たち共によりよく生きることの大

切さについて、みんなで話し合っている」についての肯定率は昨年度の６２．１％に対して今年度は７３．

９％と高まりました。これは、生徒たちが自分の考えを発表し共有するとともに、より深く考える授業の工

夫やゲストティーチャーと担任による協働授業によるものと考えられます。 

○学校行事について 

・生徒の「学年や学級で団結して行事に取り組めている」についての肯定率は昨年度の６７．６％に対し

て今年度は８２．２％と高まりました。また、今年度の保護者の「子どもは、学校行事に楽しく取り組んで

いる」についての肯定率も８２．１％と高いものでした。次年度は、さらに高い肯定率になるよう行事内容

を見直して学年・学級・教科等で取り組んでいきたいと思います。 

○自由意見について 

・今年度も貴重なご意見を多数いただき、ありがとうございました。いただいたご意見に基づき、次年度も

教職員一丸となって改善に取り組んでまいります。保護者の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

地域集計結果 肯定率

(1) 子どもたちは、よくあいさつをしてくれる。 100.0%

(2) 本校は、子どもの問題行動が少ない。 100.0%

(3) 先生は、子どもたちの学校生活が充実し、楽しめるようにしている。 100.0%

100.0%

(1) 学校行事の内容は充実している。 100.0%

(2) 学校行事に生徒は意欲的に取り組んでいる。 100.0%

(3) 学校行事のときに地域の協力を十分に得ている。 88.9%

96.3%

(1) 学校の教育方針や指導の重点が明確である。 100.0%

(2) 学校は教職員が連携、協力して教育活動に取り組んでいる。 88.9%

(3) 地域の意見に対して、学校はきちんと説明・対応してくれている。 88.9%

92.6%

(1) 学校からのお知らせや学校だよりなどにより、学校の様子がよくわかる。 100.0%

(2) 学校公開や道徳授業地区公開講座などで学校の様子がよくわかる。 100.0%

(3) 学校は、地域に向けて学校の情報をよく提供している。 100.0%

100.0%

(1) 学校支援本部と連携し、地域の人材を活用したり、施設を教育活動に活かしたりしている。 88.9%

(2) 学校は地域の活動や行事によく協力している。 77.8%

(3) 学校は西田小と桃二小との連携を積極的に行っている。 88.9%

(4) 学校評議員会は十分機能している。 77.8%

83.3%

(1) 安全性を高めるために学校が努力していることがわかる。 100.0%

(2) 学校の施設の安全性は十分確保されている。 100.0%

100.0%

(1) 家庭学習の手引きを作り、家庭学習の推進を進めていくことは大切である。 77.8%

(2) 学校支援本部と連携し、朝の英語道場（英語学習）の取り組みは大切である。 88.9%

83.3%

(1) 道徳の授業で、命の大切さを指導しているのは良い取り組みだと思う。 100.0%

(2) 学校として読書活動に力をいれて取り組んでいるのは良い活動である。 100.0%

(3) 松溪中学校創立70周年に関する学習や行事は、有意義な取組である。 100.0%

100.0%

学習について

特色ある教育活動について

生活指導について

行事について

学校運営について

広報活動・情報提供について

地域と連携について

学校安全性について



 

   
 

                           
                                    ３月１日（金） 

今年度も第２学年の進路学習の一環として、８名の卒業生をお迎えして「卒業生の話を聞く会」
を実施しました。生徒の感想では『私が印象に残ったのは、「目標を明確に」と「自分で決める」
ということです。私は今目標が明確にないまま勉強しているので、３年生になる前に明確な目標を
決め、自分で決めたことは責任をもって行動したいと思いました』など、卒業生のお話を聞き、上
級学校に対する理解を深めながら、今頑張るべきことや自分の進路について考える機会となりまし
た。卒業生の玉井 大貴 様、平林 真菜 様、大橋 立紀 様、押野 彩香 様、高橋 充樹 様、目黒 美
桜 様、木谷 優希 様、山川 秀明 様 ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

                       ３月４日（月） 

イタリア人のダニエレ・マランポン先生をお招きしてイ

タリア文化紹介の授業を実施しました。イタリア語が堪

能な加藤久子先生の通訳を交えながら歴史ある文化や

美味しい食事、スポーツ、３色の              

国旗に込められた意味（緑が「国            

土」、白が「平和」、赤が「情熱」）              

などを学びました。 

        

３月５日（火） 

 

荻窪消防署の方々から、普通救命講習を受けまし

た。人形を使っての人工呼吸や心臓マッサージを行

ったり、ＡＥＤの使い方についても指導を受けました。

１年次の震災救援所訓練でも 

経験した人がいましたが、今回 

改めて講習を受け、良い経験 

になりました。 

 

☆ 中学生レスキュー隊 修了証 
３年 飯島 一瑛、伊藤 賢成、齋藤 真人、佐藤 謙太 

２年 安部 美吉、寺島 拓海、 

大西 朔十、大野 義碩 

大和田 陽、岩田 康世 

尾上 優一朗、堀越 颯太 

山下 壱生 

１年 石川 流、坂本 煌琉 

☆ 杉並子どもサイエンス・グランプリ２０１８ 

 
教育長賞  小口 あずさ （３年）（３年連続） 

作品名 

「主根と側根の研究」    

  ３月３日（日）に行われたサ 

イエンス・フェスタ（於：セシオン 

杉並）で研究発表しました。 

 

 

３月 
 

１９日
２２日
２５日
２６日

８日
９日

１０日

(火) 
(金) 
（月） 
(火) 

 
 

(月) 
(火) 
(水) 

 
 

第６９回卒業式 
大掃除・小笠原自然体験交流始 
修了式 
春季休業日始 
 

４月 
始業式 
第７２回入学式 
杉教研一斉部会 
 

１２日
１５日
１６日
１７日
１８日
１９日
２０日
２２日
２３日
２４日
２５日
２６日

(金)
(月)
（火）
(水)
(木)
(金)
(土)
（月）
(火)
（水）
（木）
(金)

新入生歓迎会
朝礼・専門委員会 
身体計測・中央委員会・色覚検査 
校内研修 
全国学力調査（３年）・内科検診（２年） 
保護者会・修学旅行説明会（３年） 
土曜授業・避難訓練（引き渡し訓練） 
生徒集会 
専門委員会 
職員会議 
中央委員会、内科検診（１年） 
離任式・眼科検診 

   

 

教育活動の紹介

               
第３学年 国際理解教育

今後の予定

 
第２学年 卒業生の話を聞く会

              
第３学年 普通救命講習

     
表 彰


