
今年度の学校評価アンケートについて 
 「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。 
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生徒集計結果 肯定率

(1) 先生たちは、考えや気持ちの違いを認め合ってみんなで協力できるように促してくれている。 80.3%

(2) 授業では、自分の得意な部分を伸ばしたり、苦手なところを少なくしたりできるように、先生が個別に教えてくれる時間がある。 43.0%

(3) 学校の授業を受けることで、分かることやできることが少しずつ増えている。 90.4%

(4) 先生たちは、授業でできたことを誉めてくれたり、できなかったことの理由をしっかり教えてくれたりしている。 60.0%

(5)
先生たちは、今授業で学習していることが、前に学んだことやこれから学ぶことと、どのようにつながっているか、説明してくれてい

る。
68.7%

(6) 先生たちは、友達や先生、家族との人間関係について振り返ったり見直したりできる時間を作ってくれている。 56.7%

(7) 先生たちは、生活をよりよくするための１日の過ごし方や生活の仕方の工夫について教えてくれている。 52.5%

(8) 友達や先生、家族のことで悩んだとき、相談できる先生やスクールカウンセラーの先生がいる。 68.1%

(9) 特別支援学級や自校外の障害のある同じ年くらいの子どもと交流する機会がある。 37.3%

(10) 地震や火事が起きたときにどうしたらよいかについて、しっかりと学んでいる。 90.7%

(11)
先生たちは、電子黒板やインタラクティブボードを使い、学ぶ内容が、より興味をもちやすく、分かりやすいものになるよう工夫して

くれている。
90.7%

(12) 先生は、地域の人と協力しながら、私たちの授業や学校生活をよりよくしてくれている。 61.5%

(13) ・授業の内容はよく理解できる。 79.1%

(14) ・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。 86.6%

(15) ・先生は評価について十分に説明してくれる。 83.9%

(16) ・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。 80.6%

(17) ・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。 55.5%

(18)
・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　　ｄ０～30分
48.7%

(19)
・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
26.0%

(20) ・わたしは自分から挨拶をしている。 82.1%

(21) ・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。 78.5%

(22) ・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。 66.9%

(23) ・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。 80.0%

(24) ・わたしは学校のきまりをきちんと守っている。 87.8%

(25) ・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。 68.7%

(26) ・楽しみにしている学校行事がある。 78.5%

(27) ・行事では、みんなが活躍するチャンスがある。 74.9%

(28) ・学年や学級で団結して行事に取り組めている。 80.6%

(29) ・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。 86.0%

(30) ・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） 94.3%

(31) ・進路に関する情報を十分提供してくれる。（３年生対象） 92.5%

(32) ・学校は家庭学習が定着するよう指導している。 67.2%

(33) ・学校は安全な学校生活を送れるよう考えてくれている。 82.1%

(34) ・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。 81.8%

(35) ・先生は、熱心に指導してくれる。 80.3%

(36) ・先生は、誰に対しても、公平でひいきをしない。 52.8%

(37) ・先生は、親身になって相談にのってくれる。 61.5%

(38) ・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。 69.0%

(39) ・毎日の学校生活が楽しい。 76.7%

(40) ・松溪中学校が好きである。 75.5%

(41) ・松溪中学校は朝読書に力を入れています。わたしは、よく取り組んでいる。 81.2%

(42) ・わたしは月１冊以上本を読んでいる。 80.6%

(43) ・わたしは図書室を利用している。 51.9%

(44) ・わたしは図書室で本を借りることが多い。 32.8%
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保護者集計結果 肯定率

(1) 子どもの学校生活に満足している。 83.5%

(2) 子どもの実態、学校や地域の実情を踏まえ、義務教育９年間を通した一貫性のある教育（小中一貫教育）が進められている。 45.3%

(3) 義務教育９年間を通した一貫性のある教育（小中一貫教育）は、子どもたちの成長や発達によい効果をもたらしている。 45.3%

(4) 特色ある教育活動は、学校や地域に特有の課題解決を通じて、子どもたちの成長によい効果をもたらしている。 58.6%

(5) 学校が自校の教育活動に対する評価を行った結果について、適切に情報提供を受けている。 71.6%

(6) いじめがないなど、子どもが安心して学校生活を送ることのできる学級づくりが行われている。 68.8%

(7) 全ての子どもに確実に力を付けることを目指した授業が行われている。 38.6%

(8) 子どもの学習について、適切な評価を受けている。 66.3%

(9) いじめや不登校などの課題が起きたとき、教員が協力し、解決に向けて迅速に取組んでいる。 59.6%

(10) 学校での生活を通して、子どもに、人も物も大切にしようとする心が育っていっていると実感している。 63.5%

(11) 学校での生活を通して、子どもに、健康な生活を送る力が育っていっていると実感している。 72.6%

(12) 子どもが人間関係や自分自身の心の問題で悩んだとき、学校がその解決を支援してくれている。 49.8%

(13) 特別支援教育や発達障害を理解するための情報提供が十分になされている。 14.0%

(14) 学校は、様々な災害に対応するための体制・準備が整っている。 72.3%

(15) 学校では、電子黒板やインタラクティブボードを活用し、学習内容や課題、子どもの考えや作品を効果的に示す授業が行われている。 55.1%

(16) 家庭・地域・学校が協力して子どもの成長を促している。 75.1%

(17) ・子どもにとってわかりやすい授業をしている。 50.5%

(18) ・学校の評価についての説明や情報提供は十分である。 61.8%

(19) ・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。 71.2%

(20) ・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。 40.7%

(21) ・お子様の家庭学習は定着している。 43.2%

(22) ・学校はあいさつの励行やきまりを身につけさせ、学校生活が向上するように指導している。 83.2%

(23) ・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。 58.2%

(24) ・学校は学校生活が充実し、楽しめるように指導している。 72.3%

(25) ・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。 74.7%

(26) ・子どもは、学校行事に楽しく取り組んでいる。 84.2%

(27) ・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。 63.9%

(28) ・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） 68.0%

(29) ・学校の教育方針や指導の重点が明確である。 59.6%

(30) ・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。 75.1%

(31) ・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。 89.5%

(32) ・先生は、子どもを大切にしてくれる。 83.5%

(33) ・先生は、教育活動に熱心に取り組んでいる。 86.3%

(34) ・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。 77.2%

(35) ・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。 71.9%

(36) ・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%

(37) ・学校の施設の安全性は十分確保されている。 75.4%

(38) ・学校は地域の人材や施設を教育活動に活かしている。 63.2%

(39) ・学校は地域の活動や行事によく協力している。 74.7%

(40) ・学校は西田小や桃二小との連携を積極的に行っている。 78.9%

(41) ・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。 68.1%

(42) ・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%

(43) ・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。 83.5%

(44) ・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。 79.3%

(45) ・朝読書のなど読書活動の取り組みは充実している。 78.2%

(46) ・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。 78.2%
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○杉並区教育調査について 

・今年度も保護者・生徒ともに「特別支援教育」に関する質問の肯定率が低い結果となりました。本校には特別支援学

級や通級学級がなく交流する機会が少ないことで、情報発信も十分ではなかったと考えられます。しかし、引き続き第２

学年の副籍生徒との直接交流を実施したため２年生の肯定率は５４．９％でした。 

・保護者からの小中一貫教育に関する項目で、「義務教育 9 年間を通した一貫性のある教育が進められている」につい

ての肯定率が４５．１％と低い結果でした。来年度も年 3 回の小中教員による合同授業研究や小中一貫教育協議会を

実施し一貫性のある教育を推進していきます。内容については、小中一貫教育だより 「9 年ひとつなぎ」 でお知らせい

たします。 

○学習（家庭学習）について 

・家庭学習について、保護者、生徒ともに肯定率が低いようですが、生徒の家庭学習時間は多くなってきているようで

す。全校生徒に配布している 「自学ノート」 も冊数が増えてきています。引き続き、自学の環境を整備し、家庭学習の

取組に一層の工夫をしていきたいと思います。 

○自由意見について 

・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。 

 

 

２月 ９日 (木) 中央委員会 

２４日 (金) 都立高校一次学力検査 1１日 (土) 
土曜授業公開・防災に関する講演会 
避難訓練 

２５日(土)～２６日(日)新入生体操着・ジャージ採寸 
         多目的スペース(10 時～12 時) 

1３日 (月) 生徒集会、伝統芸能鑑賞教室(３年) 

２７日(月)～３月１日(水)定期考査Ⅳ 1５日 (水) 卒業式予行 

３月 1７日 (金) 卒業式 

２日 (木) 都立高校一次発表 ２２日 (水) 球技大会(１年) 

３日 (金) １・２年保護者会 ２３日 (木) 大掃除、球技大会(２年) 

６日 (月) 
朝礼・安全指導 
セーフティー教室(３年) 

２４日 (金) 修了式 

７日 (火) 救急救命講習会(３年)、専門委員会    

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。 50.0%

② 本校は、子どもの問題行動が少ない。 66.7%

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%

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。 66.7%

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。 80.0%

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。 83.3%

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。 83.3%

③ 学校は、地域に向けて学校の情報をよく提供している。 66.7%

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。 83.3%

② 学校は地域の活動や行事によく協力している。 83.3%

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。 83.3%

④ 学校評議員会は十分機能している。 50.0%

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。 83.3%

② 学校の施設の安全性は十分確保されている。 83.3%

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。 100.0%

② 学校支援本部と連携し、放課後の自学タイムを設ける取り組みは大切である。 100.0%

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%

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
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  1月 25日(水)～1月 28日(土)    第２学年担当 甲斐 俊哉 

先月の１月２５日（水）～１月２８日（土）まで第２学年が菅平高原にスキー教室に行ってきました。

天候にも恵まれ、初心者から上級者まで気持ちよく講習を受けることができました。講習前には、不安

を漏らしていた生徒も少なくなかったのですが、最終日が終わったころには、「またスキーやりたい！」

「あきらめないでやってみて良かった！」とかなり前向きに変化していました。 

また、夜のレクでは、みんなでクイズ大会を行いました。なかなか学校では見 

られないくらいの大盛り上がりを見せました。宿舎での４日間の共同生活の中で、 

友達の意外な一面を発見して、さらに仲良くなる姿も発見しました。 

今回の移動教室を通して、諦めない心や、仲間との絆、集団行動の大事さなど、 

様々なことを感じたのではないでしょうか。この貴重な４日間の経験を胸に、こ 

れからも頑張っていきましょう。 

 

 

 

   1月 26日（木） 

１年生の進路学習では、毎年様々な職業の方に来ていただ
き、お話をうかがっています。今年度もお話をうかがいたい職業
について希望調整し、１１人の方に来ていただき、お話をしてい
ただきました。いらっしゃった方々の職業は、弁護士、アナウン
サー、警察官、和裁士、公務員、カメラマン、ジャズシンガー、新
聞記者、ゲームクリエーター、スポーツセンター、アニメーター
で、その職業についたきっかけ・仕事の内容・やりがい・苦労な
ど、いろいろな視点からお話をしていただきました。       
＜YouTube 杉並区公式チャンネル（すぎなみニュース）で放映中＞ 
 

 

 

 

 

 ２年 2月 13日(土)① 

１年 2月 13日(土)②③ 

 ２年生の大会では、学年の先生方が詠み手になっ

てそれぞれ持ち味を発揮して、楽し

い時間となりました。１年生の大会で

は、杉並カルタ会の方に来ていただ

き、本格的な百人一首大会を体験す

ることができました。特にカルタ会の

方々によるデモンストレーションでは、

迫力ある姿に驚きと感動の歓声があ

がりました。また、生徒との対抗もあり、

貴重な体験をすることができました。 

 

 

 東京駅伝大会 男子の部 

杉並区第 10位  青盛 倭也 (14区)

 東京駅伝大会 女子の部 

杉並区第 ９ 位  松田 実々 （補員）

 卓球部 

杉並区卓球研修大会 男子ダブルス 

木間 歩 ・ 立本 将人  ３位 

 バレーボール部（ソフトテニス部）

杉並区バレーボール

１年生大会 ２位
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