
   令和元年度学校評価学校教育目標達成度アンケートのまとめ 

平塚市立土沢中学校 

 

＜調査の概要＞ 

 

１ 調査実施期間 令和元年１２月１１日（水）～２０日（金） 

 

２ 調査対象   全校生徒（回答１６４人） 全保護者（回答１３９人） 教職員（回答２０人） 

 

３ 調査の内容  設問Ⅰ 学校教育目標「目指す具体的な生徒像」に関する調査 

設問Ⅱ 学校教育目標「重点目標と具体的方途」に関する調査 

設問Ⅲ 学校・家庭生活全般に関する調査（生徒のみ） 

 

４ 調査および結果概要 

令和元年度の学校教育目標達成度アンケートは、今年度も例年を踏襲し、マークシート方式による

調査とし、全校生徒、全保護者、全教職員を対象に実施しました。また、保護者アンケートは、匿名

性を担保するため回答用の封筒を用意し、全校生徒数１７０人、うち１３９人（８１．８％）の保護

者から回答を得ることができました(今年度も、兄弟姉妹がいる場合、それぞれに１枚ずつ回答してい

ただくようにしました。)。生徒アンケートでは、多くの生徒が自己を振り返りながら取り組むことが

できました。 

調査は、各質問項目に対し、例年どおり評価結果を明確に把握できるよう「どちらとも言えない」

「ふつう」といった選択肢は設定せず、「よくあてはまる」を「達成できた」、「まあまああてはま

る」を「おおむね達成できた」とし、その合計を上位計、「あまりあてはまらない」を「あまり達成

できず」、「あてはまらない」を「達成できず」とし、その合計を下位計とし、考察をおこないまし

た。 

結果は、設問Ⅰ及びⅡの全２１項目(平成３０年度より１項目追加)中、生徒・保護者・教員の３者

平均値の上位計が８０％を超えるＡ評価が１８項目となり、例年どおりの基準からは令和元年度の学

校教育目標をおおむね達成できたものと考えます。ただ、Ａ評価ではあるものの、生徒・保護者の評

価の低いものもあり、課題として捉えていかなくてはならないものがあります。 

設問Ⅰ「目指す具体的な生徒像」については４項目中３項目でＡ評価となっています。おおむね例

年どおりの傾向となっています。特に「素直な心と思いやりの心を持った生徒」では昨年に続き９

０％を超える高い結果になっています。本校の生徒の良い面が評価されているところだと思います。

「学校や地域に主体的に関わり貢献しようとする生徒」が昨年度同様７０％台となっています。引き

続き課題として捉えていきたいと思います。 

設問Ⅱ「重点項目と具体的方途」については、１７項目中１５項目でＡ評価となりました。特に

「信頼性・妥当性のある評価」、「学校の規則やルールを守る規範意識」、「他人への思いやりや仲

間との協力を大切にした学校生活」、「生徒にとって居場所がある、充実した学校生活」、「学校行

事への主体的参加」、「部活動への主体的な取組と成果」、「安全確保と生徒の見守り」などは９

０％を超える数値となっています。ただ、Ａ評価ではあるものの「悩み事や相談に対する信頼性」、

「学校行事への主体的参加」、「学校施設の安全管理と美化」について、生徒・保護者の評価が低い

点について注視し、今後の改善に努めていきたいと思います。また、Ｂ評価の「探究や総合の時間に

よる課題解決力や協力して取り組む姿勢の育成」については、さまざまな活動ができているという反

面、満足できない部分があると捉え、より一層レベルの高いものをめざしたいと思います。そして、



昨年度に引き続きＣ評価の「ボランティア活動及び地域活動・行事への参加」ですが、地域の夏まつ

り、保育園や小学校での活動などに多くの生徒が参加し、今年度も地域からも好評価を受けました。

ただ、気持ちがあっても部活動や他の活動などで参加できない状況もあると思います。休日等の活動

でなくても、本校の探究学習などは、どの活動も地域への貢献度は非常に高いものがあります。すで

に貢献していることがあることを認識させることを再度進めていきたいと思います。 

令和元年度も、土沢中学校ならではの縦割りによる異学年が交流した運動会や文化祭におけるダン

スパフォーマンスの披露など、学校行事がとても充実したものとなり、来校していただいた保護者や

地域の方々からお褒めの言葉をいただきました。探究学習においては、リトアニアとの交流、地域の

夏まつりで、オリジナル弁当の販売、自作のタレを焼き鳥販売に使ってもらう、竹灯籠・ソーラーク

ッカー・ホタルかごの展示、オリジナルの土沢ソングとダンスの披露(一緒に踊ってもらう)、広報活

動などをおこないました。その他、公民館行事のハイキングの案内(今年度は参加者に俳句を作っても

らいました)・ニュースポーツの実施、小学生とスポーツ交流などをおこないました。また、昨年度お

こなったリトアニアとのスカイプ交流を今年度は探究学習のグループがおこないました。１０月には

リトアニアカウナス市の教育視察団が本校を訪れました。リトアニア国歌を歌って出迎え、生徒の探

究学習の発表、授業参観、箏の演奏、部活動参観などをおこないました。たいへん貴重な交流の場と

なりました。小中連携では、１日中学生体験や読み語りボランティア、小学校への出前授業、小学校

でのクラブ活動交流、かけっこ教室などをおこないました。より土沢中学校を知ってもらうことを目

的に、本校の職員が小学校に出向き、給食を一緒に食べ児童との交流の場を持ちました。今後も、継

続して取り組みを進めていきたいと思います。部活動については、「部活動基本方針」を策定し、無

理のないより安心安全な部活動をめざしました。週に平日で１日、土日どちらか１日を休養日としま

した。ただ、大会の関係等で土日連続の活動になったところも多く(振替をしました)、課題が残りま

す。「学校・学年・学級の情報発信」ですが、校長室通信「鴻之巣だより」の発行や学校ホームペー

ジを活用しました。さらに、引き続き平塚市のホームページ「ちいき情報局(土屋・吉沢)」にも積極

的に投稿をおこない、地域に向けて情報発信をおこないました。そして、今年度も忘れてならないの

が、神奈川大学学生ボランティアの存在です。探究学習を含む授業支援や放課後学習会、運動会等の

行事支援やホームページの運用などの活動に、本当に熱心に取り組んでくれました。 

 

設問Ⅰ 学校教育目標「目指す具体的な生徒像」について 

 

Ⅰ―１「探究心を持って仲間とともに学習に励み表現できる生徒の育成」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

この項目は、学校教育目標に掲げる学力向上の根幹ともいえる内容ですが、上位計が３０年度同様

の８２．３％と高い評価で、昨年度に引き続きＡ評価となりました。特に、生徒の上位計が９２．

０％と高いことは、生徒が意欲的に授業に取り組めている結果で、教科の授業をはじめ探究学習や総

合的な学習の時間における調べ学習やプレゼンテーションなどを通して、学びあい・教え合いを活か

した授業への意識が高まり、生徒たちが達成感・成就感を味わっていると捉えることができます。た

だ、職員の評価が７３．７％とやや低く、まだまだ課題を感じているという結果となっています。 

今年度の３年生の全国学力学習状況調査や１､２年生のＮＲＴ調査(全国標準学力検査)でも、ほぼ全

国同様かそれ以上の学力を示しています。ただ、思考、表現などに比較的、力を発揮する反面、基礎

的内容が定着していない様子がありました。昨年度と同様ですが、他校の一般的な傾向とは異なる状

況になっています。応用的な力が身についてきている点は神奈川大学学生ボランティアの協力などに

よるところが大きいと思います。今後も、新学習指導要領の根幹である「主体的・対話的で深い学び

の実現」を意識しながら指導に取り組んでいきたいと思います。また、「探究学習」における取り組

みについては、情報を収集する力、課題を解決する力、まとめる力、表現する力、振り返る力などさ

まざまな力を身につけることができています。地域にも発信させていただき、夏まつりなどで発表す



る場をいただきました。鴻之巣だよりやちいき情報局などで発信したことで多くの方にも知っていた

だけたと思います。 

 

Ⅰ―２「素直な心と思いやりの心を持った生徒の育成」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

過去最高値だった３０年度の９４．２％をやや下回る、９２．９％でとなりましたが、生徒・保護

者・教員ともに９０％を超える評価となっています。これは生徒達が運動会等の学校行事や探究学習

において学年を超えてお互いをリスペクトし、団結したり協力し合ったりする姿や、修学旅行や校外

学習、学年行事において、学年・学級集団の中でより良い人間関係形成力が醸成されてきた点が引き

続き大きいと思われます。保護者の評価も高く、家庭においても学校生活同様に素直な心と思いやり

の心を持った姿が見受けられたからと考えられます。まさに本校の生徒のすばらしい面が表れている

と思います。 

来校者や地域の方に、挨拶をしたり、丁寧な言葉で接したりと、随所に素直な心と思いやりの心が

育っている面を感じます。多くの生徒が地域のボランティアに参加し、積極的に活動しています。受

け入れ先の方から「本当にしっかりした生徒ですね」という言葉を今年度もいただきました。本校の

生徒の特徴といえる、この長所を大切に指導し続けていきたいと思います。 

 

Ⅰ－３「運動に親しみ健康安全に留意して生活を送ることができる生徒の育成」評価Ａ３０年度：Ａ 

この項目は、２年連続で前年度を上回り、８８．６％(昨年度より２．６ポイント上回る)で、評価

Ａとなりました。保健体育科の授業への生徒の参加姿勢が今年度もたいへん積極的であり、日頃より

運動習慣を身につけ、技能や知識、健康安全に留意する態度の育成が図られているからであると推測

します。また運動会をはじめとする体育的行事への参加は運動への関心を高める大きな動機づけとな

っています。体育科の長距離走についても男子３ｋｍ、女子２ｋｍとやや長い距離に取り組んでいま

すが、生徒は積極的に取り組んでいます。レベルも非常に高いものがあります。今年度は各学年で駅

伝競走が実施され、非常に盛り上りました。 

また、運動部活動の活性化においては、市総体で、陸上競技部男女総合２年連続第３位、男子バレ

ーボール部が県大会出場、男子ソフトテニス部団体戦第３位中ブロック出場、ソフトテニス部男女共

に個人戦で中ブロック大会出場など力を発揮しました。陸上競技部では、４名の生徒が県大会で入賞

する快挙も成し遂げました。野球部は合同チームながら新人大会で市内優勝、中ブロック２位という

成績を収めています。女子バレーボール部も県の新人大会で１回戦勝利という歴史をつくりました。

部活動以外にも、行事企画委員による昼休みのバスケットボール大会や男子生徒を中心に毎日のよう

にグラウンドで運動に親しむ生徒が多く、これらの点が良い評価につながった要因と思われます。 

健康・安全面に関しては、学校保健委員会における歯の健康に関する指導や養護教諭による生

（性）に関する講座の実施、また、防災（地震・火災）・防犯訓練に取り組む生徒の姿勢もすばらし

く、緊張感をもって参加しています。特に防犯面では教職員研修の充実や金属製の防護用バインダー

の各教室設置をおこなっています。 

登下校における自転車の乗り方への苦情も時々ありますが、おおむねしっかりしたマナーが身につ

いていると思います。引き続きヘルメットの着用は生徒の意識が高まり、全学年において定着してい

ます。 

 

Ⅰ－４「学校や地域に主体的に関わり貢献しようとする生徒の育成」 評価B ３０年度：Ｂ 

この項目は、昨年度７５．５％と前年度より上昇していましたが、今年度は７０．９％と、また下

がってしまいました。再び下降傾向にあります。２８年度は７７．９％、２９年度７１．３％となっ

ていました。生徒・保護者ともに６０％台となっています。土沢中学校の特徴、学校として土沢地域

との関わりを非常に大切にしているところがありますので、非常に気になるところです。今年度も地



域、小学校、保育園等に多くの生徒がボランティアとして参加し、お褒めの言葉をいただいていま

す。また、参加した生徒からも良い体験となったという声が聞かれています。自己有用感や自尊感情

の醸成に繋がっているので、今後も、広く全校にボランティア活動を啓発していくことを進めたいと

考えます。ただ、毎年述べていることですが、生徒の中には、気持ちがあっても部活動や他の活動な

どで参加できない状況もあると思います。休日等の活動でなくても、本校の探究学習などは、どの活

動も地域への貢献度は高いものがあると思います。すでに貢献していることがあることを、引き続き

生徒に認識させることも進めていきたいと思います。 

以上のことから、令和元年度に「目指す生徒像」として掲げた項目はおおむね達成できたと考えま

すが、課題も見られます。この点を踏まえ、令和２年度は課題の改善に努めながら、すべての項目が

Ａ評価となるよう達成率目標を次の通り設定し、学校教育目標に基づいた教育活動を積極的に進めて

いきます。 

Ⅰ―１「探究心を持って仲間とともに学習に励み表現できる生徒の育成」 

３０年度83.1%→令和元年度82.3%⇒令和２年度目標値85.0％ 

Ⅰ―２「素直な心と思いやりの心を持った生徒の育成」 

３０年度94.2%→令和元年度92.9%⇒令和２年度目標値85.0% 

Ⅰ－３「運動に親しみ健康安全に留意して生活を送ることができる生徒の育成」 

３０年度86.0%→令和元年度88.6%⇒令和２年度目標値85.0% 

Ⅰ－４「学校や地域に主体的に関わり貢献しようとする生徒の育成」 

３０年度75.5%→令和元年度70.9%⇒令和２年度目標値85.0% 

＊Ⅰ－２、Ⅰ－３については令和元年度において、すでに令和２年度の目標値を超えていますが、学

校教育活動は継続しておこなわれる営みであるとともに、Ａ評価基準の８０％を５ポイント以上上回

れば、「十分達成」と判断できると考え、上記の値に設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設問Ⅱ学校教育目標「重点項目と具体的方途」について 

 

Ⅱ―１「授業における教え合い学びあいの工夫」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

本校の授業改善の柱として位置付けている項目ですが、上位計が９２．５％となり、昨年を５．８

ポイント上回る結果となりました。新学習指導要領の根幹である「主体的・対話的で深い学びの実

現」を大切に、実際にやってみて考える、意見を出し合って考えるなど、教え合い学びあう活動を通

して生徒同士がより深く関わり合いながら学ぶ授業を目指して授業改善に努めてきました。生徒から

も高評価を受け、この成果が表れたと考えられます。今後も「主体的・対話的で深い学び実現」を視

点においた「教え合い学びあい」を大切にした授業を実践するべく取り組んでいきたいと思います。 

 

Ⅱ―２「授業の中で自己有用感を感じる(活躍の場がある)授業」 評価Ａ ３０年度：Ｂ 

昨年度よりも上位計が８．７ポイント上昇し、８７．８％でＢ評価からＡ評価となりました。これ

もⅡ―１同様、授業改善の取り組みの成果が表れている部分と考えられます。また、生徒のより授業

に積極的に取り組む姿勢が向上していることも要因と考えられます。今後も、生徒が自己有用感を感

じることができる「わかる授業」「楽しい授業」「自分の出番がある授業」ができるよう努めていき

たいと思います。特に、授業の始まりにおける目標（めあて）の提示や終わりにおける振り返り活動

を積極的におこない、何が１単位時間で身についたかを実感できる授業改善を引き続き図っていきま

す。ただ、応用的な力が身につきつつあるも、基礎的な部分が抜け落ちているところがあるという傾

向もあります。令和２年度も引き続き、生徒が主役となるよう授業改善を進めるとともに、学習支援

員の活用や神奈川大学との連携によって進めている学生ボランティアを有効活用した学習支援の実施

を積極的におこなっていきたいと思います。 

 

Ⅱ―３「信頼性・妥当性のある評価」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

評価（成績）における信頼性・妥当性の確保は非常に大切なところです。現在の評価は学習指導要

領に則り作成した評価規準を基に「目標に準拠した評価」がおこなわれています。各教科で観点別に

きめ細かな見取りと評価をおこない、評定（成績）を出しています。また、成績会議をおこない、全

職員で全校生徒の評価・評定を確認しています。昨年度より上位計が４．８ポイント上昇し、９１．

２％となりました。生徒の回答も７９．０％から８５．３％に上昇しました。これは校務のＩＣＴ化

で、通知表やテスト結果の資料作成に支援システムが導入され、誤記入などの事故防止が進んでいる

ことや「学習の記録」によりテストの振り返りを具体的におこなったり、三者面談において学級担任

から各教科担当の所見を丁寧に伝えたり、きめ細かな指導をしていることで、理解を得られていると

思われます。ただ、今後とも、より信頼置ける評価をめざして、評価者である教員が「指導と評価の

一体化」を前提として、観点別評価で「Ｃ」となった項目に対し、具体的な学習の手立てをしっかり

と生徒に示し、より丁寧で分かりやすい指導をおこなうことと保護者に対しても、説明責任を十分に

果たしていけるよう努めていきたいと思います。 

 

Ⅱ―４「探究や総合の時間による課題解決力や協力して取り組む姿勢の育成」 評価Ｂ３０年度：Ａ 

昨年度より上位計が７．２ポイント下がり７８．９％で、評価Ａから評価Ｂとなってしまいまし

た。今年度も、地域や他校種への積極的な活動や発信ができたことを考えると、意外な結果となって

います。さまざまな取組をする中で、生徒たちの学びの質が高まり、達成感を得ることもできている

と考えられます。ただ、三者とも昨年度の数字を下回っていることから、さらに高みを目指していき

たいという気持ちの表れでもあると思います。より充実した活動ができるよう取り組んでいきたいと

思います。 

探究学習は教科学習で獲得した力を活用し、課題を解決したり、表現活動をおこなったりすること



で、生きる力を育む学習であり、本校の特色ある教育活動の大きな柱です。習得した知識を活用しな

がら探究的な学習をおこない、その探究活動を進める中で活用の力が向上し、さらに新たな知識を獲

得していく。このサイクルが生徒の学びにとって大変重要であり、課題解決力の向上に繋がるもので

す。そしてこの学びは上級学校である高等学校において新学習指導要領に「総合探究」として導入さ

れることとなりました。生徒達は今年度も「土沢地域の活性化」の大テーマのもと、環境や歴史、食

文化や国際化、ニュースポーツなどさまざまな分野にスポットをあて、インターネットで単に調べる

だけではなく、実際に現場へ行って、見て、聞いて、感じてきたことを基に、地域関係者や社会教育

施設、市をはじめとした行政機関等の協力を得ながら課題解決に向けた提案にまで踏み込んだ発表を

おこなっています。これにより、「課題を見つける力」「解決のための方法を探り実践する力」「ま

とめて発表する力」、「仲間と協力して取り組む姿勢」の育成が図られて行かなければなりません。 

次年度も、応用・活用の力をつけるために、教科学習はもとより総合的な学習の時間としておこなっ

ている「探究学習」を更に充実することで、各教科で獲得した知識を、身近な生活と関連づけた体験

的学習活動をとおして、課題解決に向け発展的に生かせる指導の工夫をおこないたいと考えます。 

 

Ⅱ―５「悩み事や相談に対する教員の信頼性」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

評価Ａではあるものの、昨年度と同様の傾向で、教員の上位計が１００％であるのに対し、生徒の

回答が７２．５％(３０年度は６５．０％)、保護者の回答が７６．１％(３０年度は８３．０％)と低

くなっています。生徒の評価は上昇したものの、保護者の評価が低くなっています。この結果を真摯

に受け止め、より日常生徒とコミュニケーションを取る中で様々な相談に応じたり、定期的な生活ア

ンケートに基づく教育相談を朝の「鴻之巣タイム」を活用しておこなったり、日々の学校生活の中で

機を見計らって声をかける等、引き続き、取り組んでいきたいと思います。生活アンケートの結果に

ついては、今後も鴻之巣だよりで知らせていきます。 

ただ、生徒は学業や友人関係の悩み以外にも、異性に関することや身体に関すること、また家庭内

の悩みなど様々な悩みを各々が抱えています。思春期であることから「他人に相談できない悩み」を

もっており、なかなか本音を打ち明けて先生に相談できない状況もあります。これはある意味自然な

ことですが、深刻な悩みは不登校や学力不振の要因にもなるため、今後も、校内における教育相談コ

ーディネート機能を有効に活用し、養護教諭やスクールカウンセラーとの連携を図る中で、生徒が悩

みを相談しやすい環境づくりを進めるとともに、今年度同様にケース会議を定期的におこなうことで

関係機関と連携しながら、全職員の共通認識のもとチームとして相談にあたって行けるよう組織的な

対応を継続していきたいと思います。 

 

Ⅱ―６「学校の規則やルールを守る規範意識の育成」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

この項目は三者ともに上位計が９０％を大きく超え、全体で９７．７％となり昨年同様に全項目中

で、１００％に最も近い、非常に高い数値で評価Ａとなりました。生徒の日常の様子を見ていると節

度を持って、ルールをしっかり守って行動する様子が見受けられます。このことが、落ち着いた学校

生活にもつながっています。集会なども集団を乱すことなく、集中して取り組める姿勢があります。

避難訓練も落ち着いて緊張感の高い行動ができています。そして、学校行事などもルールに基づいた

上で、盛り上げることができるので、(ただ、楽しい、おもしろいではなく)レベルの高い本物の楽し

さを味わうことができています。本校生徒の大きな特徴であり長所と言えると思います。 

ただ、細かいことでは、自転車のマナーについて地域から時々連絡を受けたり、生徒間トラブルも生

じたりしています。課題がないわけではありません。全体的には落ち着いていますが、一度崩れた習

慣を立て直すことは一朝一夕には難しく、今後も教職員が生徒と関わり信頼関係を築きながら、アン

テナを高く張って受動的ではなく能動的な日常の生活指導にあたっていきたいと思います。 

 



Ⅱ―７「他人への思いやりや仲間との協力を大切にした学校生活」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

この項目は、三者ともに上位計が９０％を超えて高く、全体で９４．５％となり昨年度同様評価が

Ａとなりました。今年度も保護者の回答が一番高くなっています。回答した多くの保護者が、思いや

りや協調性の面で子どもの成長を感じ取っている点は、学校としてもたいへん喜ばしい事と受け止め

ています。実際に教科や探究学習の様子、学校・学年行事の様子等、学校生活の中での生徒達の姿を

見ているとそのとおりの数字だと言えます。これも、本校生徒の大きな特徴と言えるすばらしい面だ

と思います。運動会や文化祭など学校行事で仲間を大切にして取り組んでいる様子があります。運動

会の解団式などは、とてもすばらしい光景で、土沢中学校の伝統として代々受け継がれていく様子が

あります。文化祭のダンスにしても、仲間とアイディアを出し合いながら取り組んでいる様子があり

ます。そして、本物の大きな達成感が味わえたことなども評価につながっていると思います。生徒数

は少ないものの、小さな学校の良さ(文化祭のダンスでは全生徒がステージに立てるなど)を最大限に

活かし、互いを尊重し認めあうことのできる学校行事などは、生徒の思いやりや協調性を高める重要

な機会となっています。令和２年度も「絆」を学校教育目標の柱に据えて思いやりの心や協調性の伸長を

図っていきたいと思います。 

 

Ⅱ―８「生徒にとって居場所がある、充実した学級生活」  評価Ａ ３０年度：Ａ 

上位計が三者ともに高い評価となり全体評価が、昨年度とほぼ同じ９１．２％で評価Ａとなりまし

た。これは、引き続き各担任が日々の学級生活の中で、一人一人の生徒に寄り添い教育相談等を通し

て指導してきたことの表れであると言えます。また、学校全体でも対応し、支援の必要な生徒と親身

になって寄り添ったことや月例ケース会議の実施により課題を共有できたことは大きいと言えます。

ただ、特にこの項目は１００％にならなければいけないものであり、重要課題としていかねばなりま

せん。令和２年度も引き続き全ての生徒にとって居場所がある学校づくりを進めていきたいと思いま

す。生徒にとって学級は、学校における生活基盤となっており、学習はもちろん生徒会活動や行事に

取り組む単位になるとともに、昼食を共にしたり休み時間に会話をしたりする学校生活の場そのもの

です。この学級において、自分の存在が認められ仲間と楽しく生活が送れることは大変重要なことで

あり、担任が学級経営をおこなう際は、一人一人に学級内における役割を決め、生活班を組織し、ク

ラス全員に居場所があるように留意していまいります。 

 

Ⅱ―９「運動への積極的な参加と健康や体力、気力の向上」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

この項目は、上位計が昨年度は前年度より２．５ポイント上昇し８０．４％、今年度は昨年度より

さらに３ポイント上昇し評価Ａとなりました。ただ、生徒の上位計が７８．５％とやや低くなってい

るのが気になります。これは、昼休みや部活動で積極的に運動に取り組んでいる生徒とそうでない生

徒の二極化や帰宅後のクラブスポーツへ参加している生徒以外は、なかなか運動に親しむ場所や機会

が少ないことが考えられます。ただ、体育の授業への取り組みなどは非常に意欲的に取り組む様子が

あります。生徒にとって比較的敬遠されやすい長距離走なども目標を持って取り組む様子がありまし

た。各学年でおこなわれた駅伝競走大会も非常に盛り上がりました。学校生活を送る上で、気力・体

力は大切な基盤です。今年度、若干上昇しましたので、引き続き体育や行事等で運動に親しむよう、

学校全体で体力向上・健康増進を意識した取り組みを推進していきたいと思います。 

一方「心の健康」に目を移すと、さまざまなストレスを抱え、対人関係においてコミュニケーショ

ンがうまくとれず孤立しやすい生徒も見受けられます。本校では、養護教諭による「保健室相談」や

「みんなの相談室」でのスクールカウンセラーによる生徒・保護者の相談に対応しています。また、

スクールソーシャルワーカーにも加わってもらい、月１度のケース会議を実施して対応を検討してい

ます。心の健康がどれだけ保たれているかを測る基準はたいへん難しいと考えますが、保健室を利用

している生徒の状況やみんなの相談室利用状況、日常の生徒の観察から分析することはある程度可能



と考えており、令和２年度以降も養護教諭やＳ・Ｃ、さまざまな関係機関との連携を図り課題を抱え

た生徒へのケアに努めます。本校の学区は、平塚市の面積の１／６を占め、西部の丘陵地帯にありま

す。毎日起伏のある通学路を自転車や徒歩で時間をかけて通学する生徒が多く、かなりの運動量とな

ることから、自然と気力・体力の向上が図られています。中学時代の培った体力は長い人生の中で、

大変貴重な財産となることと思います。一見、「通学が大変な学校」とマイナスのイメージで捉えが

ちですが、体力が向上する成長期の中学生にとっては、その糧にもなっているとプラスのイメージと

捉えることもできると思います。 

 

Ⅱ―１０「いのちの大切さ（生命尊重）を学ぶ取り組み」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

今年度も、昨年度より上位計が２．２ポイント上昇し、全体評価が８９．６％と昨年度に引き続き評価Ａになり

ました。いのちの大切さについては今年度も特別の教科となった道徳の時間や保健指導、防犯訓練や防

災訓練の講話など様々な機会をとらえて指導をおこないました。全校集会の校長講話の中でも話題と

しました。特に常に相談する事の大切さを伝え、自分のこと友達のことについて、身近な人だけでな

く、さまざまな相談機関があることもインフォメーションしました。また、例年行っている保育園へ

のボランティア、高齢者福祉施設訪問も引き続き実施しました。生徒にとってもとても良い経験とな

っています。さらに養護教諭による生（性）の特別授業の実施などで、生徒一人一人に自分自身の存

在の価値や他を思いやり認めることの大切さを学ばせることができました。今後も、さまざまな機会

を捉え、いのちの大切さについて指導していきたいと思います。 

 

Ⅱ―１１「学校行事への主体的な参加」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

今年度もさまざまな工夫をする中で、一人一人の生徒の参加意欲を高め、達成感を感じられる取り

組みを継続しておこなってきました。上位計が昨年度より３．６ポイント上昇し９０．９％で評価Ａ

となりました。ただ、職員・保護者は非常に高い回答になっていますが、生徒は７９．８％とやや低

い回答になっています。日頃から生徒には「みなさんは、ただ楽しいでなく常に本物の楽しさを追求

している」という話をしています。ある面、生徒自身も高いレベルをめざしているという意識があ

り、まだ物足りないという考えがあるのかもしれません。今後も生徒の様子をよく観察しながら取り

組んでいきたいと思います。 

学校には入学式・卒業式等の儀式的行事、文化祭・探究発表会等の文化的行事、運動会や避難訓練

等の健康安全・体育的行事、修学旅行・校外学習等の旅行・集団宿泊的行事、学校ボランティア等の

勤労生産・奉仕的行事など実にたくさんの行事があります。新学習指導要領において学校行事の目標

は、「全校又は学年の生徒で協力し、よりよい学校生活を築くための体験的な活動を通して、集団へ

の所属感や連帯感を深め、公共の精神を養いながら特別活動における資質・能力を育成する」とされ

ています。これらの行事に自ら進んで参加し、多くのことを学び体験することは、心身ともに大きな

成長を遂げる中学生期にはなくてはならない活動です。 

運動会では、安全面に配慮した種目の競技方法の改善や組立体操の継続、小規模校の良さを生かし

た全校縦割りで４組に分けた工夫等もあり、生徒達の活躍に来場者の皆さんから大きな声援と拍手を

いただきました。また、文化祭もここ数年文部科学省からの講師派遣で筝の指導を受けた生徒たちの

有志による筝曲の演奏や探究学習発表会、ダンス発表など土沢中ならではの「全員が主役」の学校行

事となっています。これらの学校行事は参加する楽しさや喜びにとどまらず、学年や発達段階に応

じ、主体性を発揮しながら自分達の手で企画や運営をおこない、創り上げるところに大きな教育的価

値があります。令和２年度も生徒会組織や学級組織をより活性化させ、学校行事が生徒にとってより

魅力あるものになるよう努めてまいります。 

 

 



Ⅱ―１２「部活動への主体的な取り組みと成果」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

昨年度は前年度より上位計が６．８ポイント上昇し８６．１％、今年度は昨年度よりさらに４ポイ

ント上昇し９０．１％となり評価Ａとなりました。生徒・保護者ともに９０％を超える回答になって

おり、高みを目ざし意欲的に取り組めている様子が見受けられます。今年度、部活動基本方針を策定

し、平日に１日、土日はどちらかを１日休みにするという方向性を打ち出しました。平日の休みにつ

いては、以前から月曜日（土日を絡めた連休の翌日）の朝練習と原則として水曜日を休みとしていま

したので今まで同様です。土日については大会などがあると難しい時もあり、振り替えるという方法

で実施してきました。今年度の状況を振り返り、来年度に向けて、引き続き心身ともに無理のない部

活動の在り方を考えていきたいと思います。 

今年度の大会等の結果は、３年生が主として参加した市総合体育会で陸上競技部２年連続男女総合

３位、男子バレーボール部が県大会出場、男子ソフトテニス部団体戦第３位中ブロック出場、ソフト

テニス部男女共に個人戦で中ブロック大会出場など力を発揮しました。陸上競技部では、４名の生徒

が県大会で入賞する快挙も成し遂げました。野球部は合同チームながら新人大会で市内優勝、中ブロ

ック２位という成績を収めています。女子バレーボール部も県の新人大会で１回戦勝利という歴史を

つくりました。カルチャー部では文化祭で日頃の成果を発表、また、「ものづくりフェア」のロボッ

トコンテストに参加し健闘しました。どの部も来年度の活躍が期待できるところです。 

このように生徒が部活動に熱心に励む姿は、保護者や地域にとって大きな喜びであり、学校の活力

の源でもあると同時に、協調性や思いやり、向上心や忍耐力、ルールを守る規範意識や先輩後輩の関

係から社会性を身に付けるなど、中学生にとって部活動は貴重な成長の場となっています。しかしな

がら、課題も多く、本校が小規模校のため、設置部活動の数が限られ、個々が希望する部活動が設置

されていないことや、教員の日々業務の多忙さから、なかなか部活動の指導に思うように時間がとれ

ない状況があり、生徒たちの取り組みに影響を与えていると言えます。部活動は学習指導要領でも学

校教育において重要であるとされていますが、あくまでも教育課程外の活動であり、基本的には生徒

たちの主体的活動に先生方が支援する形で指導に当たっています。本校では、その中でも朝練習や放

課後練習においては可能な限り顧問が付いた活動を担保し、また、複数顧問制をとることで、土日・

祝日の練習や大会引率にも対応しています。来年度も引き続き活動の充実に力を注ぎ、生徒たちが主

体的に取り組む部活動を目指してまいりたいと思います。 

 

Ⅱ―１３「学校施設の安全管理と美化」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

保護者評価、教員評価はいずれも上位計が９０％近くになっていますが、生徒評価が６５．９％と

低い結果になっています。本校第一校舎（本館）は昭和６３年に竣工し、生徒数が急増した昭和４０

年～５０年代初めに設置された中学校に比べると、校舎の造りや快適性は良好なものがあります。し

かし、竣工から３０年以上が経過し、雨漏りをはじめ、ドアや窓の不具合、網戸（他校にはない）の

破損、床面の傷みが少しずつ目立ってきている現状があり、その点が生徒の評価に表れていると思わ

れます。不具合が生じるたびに教育委員会施設課に連絡し、対応してもらっています。ただ、根本的

なところは大規模修繕改修などを待たなければならないところです。現状、学校生活に著しく支障が

あるほどではありませんが、注視していきたいと思います。今年度、通常教室すべてにエアコンが設

置されました。生徒には非常に好評です。今後も健康面に留意しながら使用していきたいと思いま

す。なお、教室内の清掃や環境整備、ロッカー内や机の中、自転車置き場の整理整頓など、生徒の環

境美化への取り組みも指導していきたいと思います。施設の安全点検は毎月担当教員によっておこな

われており、校務作業員によって修繕が可能な箇所は随時迅速な対応をするとともに、玄関前の花の

整備などの美化活動にも積極的に取り組んでいます。また、土沢中学校が生徒や来校者にとって居心

地の良い空間となるよう、廊下の壁には生徒の美術作品や学習成果物、活動の様子を伝える写真や学

校だより等を掲示しています。また、地域の方より寄贈された絵画作品のレプリカや本庄赳画伯より



寄贈された体育館の油絵等も生徒たちの情操教育に大きく役立っています。そのこともあり自然に環

境美化の意識が育ち展示や掲示物に対するいたずら等が年間を通してない事も本校生徒のすばらしい

ところです。今後も引き続き、施設の安全管理、美化に注意を払っていきたいと思います。 

 

Ⅱ―１４「ボランティア活動及び地域活動・行事への参加」 評価Ｃ ３０年度：Ｃ 

本校の目指す生徒像で、「学校や地域のために貢献しようとする生徒」を掲げ、地域ボランティア

への積極的な参加を働きかけています。しかし、今回の調査では、教員による評価は８２．３％と高

くなっていますが、生徒評価は５１．９％、保護者評価は５９．５％でいずれも全調査の中でも最も

低い値で、全体評価も６４．８％と昨年同様に評価Ｃという結果になっています。ただ、昨年度も記

述しましたが、地域、小学校、保育園等に多くの生徒がボランティアとして参加し、お褒めの言葉を

いただいています。参加した生徒からも良い体験となったという声が聞かれています。自己有用感や

自尊感情の醸成に繋がっているので、今後も、広く全校にボランティア活動を啓発していくことを進

めたいと考えます。ただ、生徒の中には、気持ちがあっても部活動や他の活動などで参加できない状

況もあると思います。休日等の活動でなくても、本校の探究学習などは、どの活動も地域への貢献度

は高いものがあると思います。すでに貢献していることがあることを生徒に認識させることも、引き

続き進めていきたいと思います。 

 

Ⅱ―１５「学校・学年・学級情報の発信」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

この項目は、昨年度と同じ８７．７％で評価Ａでした。学校から保護者や地域に発信する情報に

は、評価や進路に関する情報、学校行事や部活動など生徒の活動の様子、自然災害や不審者対応など

安心安全に関する情報など様々なものがあります。本校では、生徒に対しては学級担任や学年から毎

日のＨ・Ｒや学年集会等で、保護者には学級懇談会や学年部会、部活動説明会、進路説明会、新入学

の保護者を対象とした入学説明会など各種の説明会、また校長室通信「鴻之巣だより」を通して情報

発信に努めています。また、本校では市内の中学校で唯一「学校ホームページ」を開設しており、

「鴻之巣だより」をアップするとともに、さまざまな情報を発信しています。また、今年度も引き続

き平塚市のホームページ「ちいき情報局」にも情報発信しています。今後も継続しておこなっていき

たいと思います。さらに、緊急の情報はメール配信により迅速におこなっています。 

「鴻之巣だより」について、保護者からこまめに発行してくれ、学校の様子がわかって良いという感

想をいただいいています。ただ、学校全体の様子はわかるのだが、学級個々の様子をもっと知れれば

という意見もいただいています。今後も記事の内容を検討しながら進めていきたいと思います。 

 

Ⅱ―１６「安全確保と生徒の見守り」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

この項目も、毎年高い評価を得ている内容ですが、今年度も上位計が昨年度より１．５ポイント上

昇し、９３.６％で評価Ａでした。Ⅱ―１０でも述べたように、生徒の在校時に安全を守ることは学校

の最大の責務です。本校では、例年大地震に対応した引き取り避難訓練、不審者に対する防犯訓練、

火災発生件数が多くなる１２に火災避難訓練を実施しています。生徒も意識を高く持って取り組んで

おり、今年度もしっかりした姿勢で取り組む様子がありました。今後も高い意識が継続するよう実施

していきたいと思います。また、今年度も台風などによる風水害が発生しました。９月、１０月には

本校も避難所を開設しました。今回、初めて避難者が訪れました。通学路には雨量が多いと冠水した

り土砂崩れしたりする場所もあり生徒に注意喚起していきたいと思います。さらに、本校最大の課題

である、幹道１５号線を登下校する生徒の交通安全、人通りが少なく暗い道を通学する生徒の安全確

保は思うように進んでいない現状があります。保護者からの改善要望も寄せられています。学校とし

てもＰＴＡとともに毎年、行政機関・警察へ強く要望をしています。その結果一部区間での歩道の拡

幅整備が実施され、令和元年度中に学校から富士見台病院にかけて自転車の路面標示(矢羽根)が整備



されることになりました。富士見台病院付近の信号機の設置も引き続き要望していきたいと思いま

す。抜本的な改善にはなかなか至りませんが、ＰＴＡの協力により、少しずつ改善されています。 

今年度も、自転車通学者の交通事故が発生しました。重大な怪我にはつながりませんでしたが、心配

なところです。また、乗り方のマナーについては、頻度は少なくなりましたが、地域より注意を受け

ています。警察に協力してもらっている自転車教室、校内での車体検査などを来年度も実施し注意に

努めていきたいと思います。今後も警察や教育委員会へのパトロール要請、本校職員による登下校時

の安全指導を積極的におこない、生徒の安全確保に努めていきたいと思います。また、本校の学区の

地理的な状況から、特に荒天時の保護者の自家用車による送迎(車の乗降について、近隣から苦情を受

けたため、校内での乗降をお願いしました。)、来校者の車両の進入時等における生徒の安全確保を図

る必要があります。登下校時できるだけ正門に立ち、生徒の安全を図っています。保護者の皆様も、

校地内への進入時・校地外への進出時には正門前で一旦停止し、校地内は最徐行（５ｋｍ／時程度）

を厳守し、生徒の安全確保に十分留意していただくことを、お願いしたいと思います。 

 

Ⅱ―１７「いじめの早期発見・再発防止」 評価Ａ ３０年度：Ａ 

いじめについて、「いじめ防止対策推進法」が施行されて以降も、全国的にみると一向に減少して

いません。いじめ防止基本方針の改訂に伴い、学校評価においても、昨年度よりアンケート項目に加

え調査を実施しています。今年度は上位計が昨年度より２．７ポイント上昇し８７．８％と評価とし

てはＡとなっています。しかし、生徒・保護者の下位計の数値が気になるところです。毎日、生徒の

様子を観察するとともに、年４回ほどの生活アンケートで生徒への調査を実施し、その結果をもと

に、朝の鴻之巣タイムで一人一人と教育相談を実施し、いじめの早期発見・防止に努めています。生

徒の調査で、いじめを見たり聞いたりしたことがあると答えた生徒が上位計(あてはまる・まあまあて

はまる)で２５．０％(昨年度は３６．２％)となっています。今後も、生徒の様子をよく観察しなが

ら、また、生徒の訴えに耳を傾け、アンテナを張りながら、いじめ根絶へ向け努力していきたいと思

います。これまで、いじめの未然防止や早期発見・早期対応には何よりも優先して対応することに努

めてきました。今後も、いじめ防止基本方針に則って対応していきたいと思います。「いじめはいつ

でも誰にでも起こりうる」という点を常に心がけ、解消したと思われる事案でも継続的に見守ってい

きたいと考えています。 

 


