
平成３０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  平成３０年 １２月１２日（水）～２１日（金） 

 

２ 調査対象    全校生徒（回答１８３人） 全保護者（回答１４１人） 教職員（回答１９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 

 

 平成３０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１９３人、うち１４１人（７３．１％）の保護者か

ら回答を得ることができました(今年度は、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たと

考えています。 

調査は、各質問項目に対し、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、①達成できた・あてはまる、②どちらかといえば達成できた・まあまああては

まる、③あまり達成できず・あまりあてはまらない、④達成できず・あてはまらない、の４つの選択肢

を設定し、①＋②（以下「上位計」）と③＋④（以下「下位計」）を比較し、考察をおこないました。 

結果は、設問Ⅰ及びⅡの全２１項目(前年度より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平成３０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。 

 

３０年度は、全般的に生徒・保護者および教員ともに評価が高いことがあげられますが、項目により

生徒・保護者・教員の評価に差があることもあげられます。 

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。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９０％を超える高い結果になっています。本校の生徒

の特徴が表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「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」などは９０％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」、「学校施設の安全管理と美化」について、生徒の評価

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「授業の中で生徒

が自己有用感を感じる授業」については、今後もより良い授業のあり方を研究する中で進めていきたい

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、地域の夏まつりやレクリェーション大会、保育園や小学校での活動などに多くの生徒が参加し、

地域からも好評価を受けています。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も進めていきたいと思

います。それから、今年度から新たな質問項目として「いじめの早期発見・再発防止」について付け加

えました。生徒の下位計がやや多いこともありますので、今後も注意していきたいと思います。 

 

３０年度も、土沢中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、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)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・タックボールの実施、小学生とスポーツ交流などをおこないました。公民館だよりに生

徒考案のキャラクターも掲載されました。また、本校の英語科総括教諭が平塚市の教育視察団の一員と

してリトアニアを訪問したことから、リトアニア交流をテーマにした探究グループが中心となり、本校

全生徒とリトアニアのヨードビングギムナジウムの生徒がスカイプで交流するという全国でも例を見な

い貴重な経験をすることができました。国際感覚を肌で感じるとても良い機会となりました。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、小学校での落語講座・かけっこ

教室などをおこないました。今後も、継続して取り組みを進めていきたいと思います。部活動において

は各種運動部の活躍はもちろんのこと、カルチャー部がロボットコンテストや地区の七夕飾りの作成な

どの取り組みも部活動の活性化につながりました。その一方で、昨年度より部活動休養日を月曜日の朝

練習、水曜日の午後練習に設定していますが、好評価のようです。「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(７月まで「ささりんどう」)」の発行や学校ホームページを活用しまし

た。さらに、今年度は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。担当者の方から、中学校の投稿が発信されると読者数が

増えるという言葉をいただきました。そして、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といった活動に、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 29 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２９年度同様の

８３．１％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、昨年度同様生徒の上位計が８

５．８％と高いことは、本目標による授業改善の流れが定着し、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。 

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)では、ほぼ全国

同様の学力を示しているものの、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。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、振り返る力などを身につけることができました。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  29 年度：Ａ 

この項目は２９年度９０．６％で、今年度は９４．２％で過去最高値となりました。教員による評価

は、ここ数年連続で上位計が１００％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大きいと思われます。また、保護

者による評価も９５．０％と昨年を５．３ポイント上回った事は、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ではないでしょうか。まさに本校の生徒の特徴が表

れているところだと思います。 

来校者とすれ違うと、生徒があいさつをする様子が随所に見受けられ、来校者からも「あいさつので

きるすてきな生徒さんですね」と言われたこともあります。また、地域のボランティア活動では「生徒

さんがしっかり取り組んでくれるので本当に助かります」という言葉もいただきました。今後も、本校

生徒の特徴と言える、この長所を大切に指導を展開し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Ａ 29 年度：Ａ 

この項目は特に保護者の上位計が８６・０で、昨年度を３．２ポイントほど上回り、評価Ａとなりま

した。本校では、保健体育科の授業への生徒の参加姿勢が大変積極的であり、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

の持久走についても男子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。３年生では駅伝競走も実施され、非常に盛り上



がっていました。 

また、運動部活動の活性化においては、市総体で、陸上競技部男子総合優勝２連覇、男女総合３位、

男子バレーボール部準優勝・県大会出場、女子バレーボール部３位、男女ソフトテニス部男女共に個人

戦中ブロック大会出場、野球部の１回戦突破など力を発揮しました。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や軽微な事故は数件発生していますが、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  29 年度：Ｂ 

この項目はここ２年間下降傾向にあり、２８年度は７７．９％、２９年度７１．３％となっていまし

た。今年度は、７５．５％と若干上昇しました。しかし、生徒の回答は６８．７％(２９年度は５８．５％

なので１０．２ポイントほど上昇はしている)と低くなっています。評価としてはＢで概ね達成できてい

るのですが、学校教育目標に地域との絆を掲げて取り組んでいる本校としては気になるところです。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、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進めていきたいと思います。 

以上のことから、３０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、

前述の通りに課題も見られます。この点を踏まえ、３１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、引き続き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」 

２９年度 83.1% → ３０年度 83.1% ⇒ ３１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」 

２９年度 90.6% → ３０年度 94.2% ⇒ ３１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」 

２９年度 82.8% → ３０年度 86.0% ⇒ ３１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」 

２９年度 71.3% → ３０年度 75.5% ⇒ ３１年度目標値 85.0% 

＊Ⅰ－２、Ⅰ－３については３０年度においてすでに３１年度の目標値を超えていますが、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  29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、８６．７％となっていますが、昨年より２．

６ポイントほど下がっています。新学習指導要領の根幹は、「主体的・対話的で深い学びの実現」です。

本校では、先生が説明に終始し、生徒は板書をノートに写すという講義型の授業だけではなく、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います。この授業改善への教員の意識が高まってきたことが評価

Ａとなった要因と考えます。更に「めあて」「ふりかえり」カードを提示し、授業の流れを明確にしたり、

１時間の授業で何が身についたかを確認したりするなどしています。 

しかし、「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」を大切にした授業に

は、多様な生徒の反応や思考を引き出していく高い授業力が求められます。そのような中で、プレゼン

テーションやコミュニケーションツールとして効果が期待されるタブレットやＰＣ等のＩＣＴ環境の活

用力なども必要になります。生徒の回答は高く、意識を高く持って授業に取り組んでいる様子が見受け

られます。職員については、まだまだ、授業力を高めるため、努力の必要があるという意識が出ている

と思います。今後、授業力の向上に向けた職員研修や互見授業の充実を図ることと、ＩＣＴ環境を効果

的に活用するよう努めて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Ｂ  29年度：Ｂ 

前回よりも微増したものの、全体評価が７９・１％と昨年度に引き続き、評価Ｂとなりました。生徒

による評価が教員に比べて低く、課題として受け止めていかなくてはいけない状況があります。 

学校では、前述しているとおり生徒主体的な授業改善をしています。授業での充実感は得意教科と不

得意教科によっても異なりますが、今回の結果を真摯に受け止め、教科ごと、一単元ごとに、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」ができるよう今

後とも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図ってい

きたいと考えています。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。３１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の充実、みんなの教室を有

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  29年度：Ａ 

評価（成績）における信頼性・妥当性の確保は、平成２２年５月に出された文科省初等中等局長通知

でも示されている内容です。現在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、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。保護者、教員の数値は高くなっていますが、

生徒の回答が７９．０％(２９年度７８．３％)と他より低くなっています。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、ある程度理解を得られていると思

われる反面、納得できないところも生じていると考えられます。今後、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Ａ  29年度：Ａ 

上位計が昨年度より４．９ポイント上がり８６．１％、引き続き評価Ａとなりました。これは今年度

も、地域や他校種への積極的な活動や発信により生徒たちの学びの質が高まったことと達成感を持った

生徒が増えた点が評価に繋がったと考えられます。 

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「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  29年度：Ａ 

評価Ａではあるものの、教員の上位計が１００％であるのに対し、生徒の回答が６５．０％(２９年度

は６４．６％)と低くなっています。教員は、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、真摯に対応していることからの評価で

あると思われます。また、生活アンケートに結果についても、鴻之巣だよりで知らせています。 

一方、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、相談を担任がひとりで抱え込むのではなく、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図っ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。今回、１７番目の項目としていじめに関する質問も付け加えました。その結果、アンケートでい

じめを訴えた生徒への対応、および加害生徒や周囲の生徒への指導が適切になされたと考えています。

いじめが発生した際、本校のいじめ防止基本方針に則って対応しますが、「緊急調査チーム」を編成する

ような重篤ないじめ事案はありませんでした。ただ、「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。 

 

Ⅱ―６「学校の規則やルールを守る規範意識の育成」  評価Ａ  29年度：Ａ 

 この項目は三者ともに上位計が、昨年度に引き続き９０％を超え、全体が９７．８％(２９年度９５．

４％)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。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  29年度：Ａ 

この項目は、三者ともに上位計が９０％を超えて高く、全体評価がＡとなりました。昨年度よりもさ

らに４．７ポイント上昇しています。特に保護者の回答が高くなっています。回答したほぼ全ての保護

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納得のいく数字だと言えます。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、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。３１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  29年度：Ａ 

 上位計が三者ともに高い評価となり全体評価が、昨年度より２．７ポイント上がり９１．９％で評価

Ａとなりました。これは、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「みんなの教室」に対応し、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、今年度も欠席の増

えている生徒が増加していることから重要課題としていかねばなりません。 

３１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  29年度：Ｂ 

 この項目は、昨年度より２．５ポイント上がり８０．４％で評価Ａとなりました。生徒・保護者評価

の上位計が８４.６％、８３.０％と高評価に対して、教員評価が７３．７％と低いことが全体評価に表

れています。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く、家

の中でテレビやスマホのゲーム、ＳＮＳ等の使用に時間を費やしている現状を鑑みてのものと言えます。 

 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、様々なストレスを抱え、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・保護者の相談に加えて、「みんなの教室」を設置して

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大変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、みんなの教室での対応から分析することはある程度可能と

考えており、３１年度以降も養護教諭やＳ・Ｃ、様々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。冬休み明けの集会で、箱根駅伝と絡めて、本校は箱根駅伝よりすごい坂をみ

んなは登っているという話をしました。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  29年度：Ａ 

今年度は全体評価が８７．４％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３０年

度も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行ないました。

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(１２月実施予定

だあった訪問は、施設の都合で中止、ＤＶＤにしてメッセージ、歌のプレゼントをしました。)。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  29年度：Ａ 

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

しておこなっています。そのことから上位計が８７．２％と評価Ａとなりました。特に保護者から９７．

９％と高い評価を受けました。これは、運動会や文化祭などで生徒が意欲的に取り組んでいる姿からの

評価と思われます。 

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。

３１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  29年度：Ｂ 

昨年度より、上位計が６．８ポイント上がり８６．１％で評価Ａとなりました。活動について、昨年

度より、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部活動休養日としています。

概ね好評のようです。今後、平塚市の部活動方針が出される中で、活動についての再検討をおこない、

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男子総合優勝２連覇、



男女総合３位、男子バレーボール部準優勝・県大会出場、女子バレーボール部３位、男女ソフトテニス

部男女ともに個人戦中ブロック大会出場、野球部の１回戦突破など力を発揮しました。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２チームが参加し健

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。 

部活動指導への市の方針が出されることもあり、今後の活動の在り方について検討していきます。本

校としては、３１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  29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６８．５％(２９

年度６６．９％)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が、学校生活に著しく支障があ

るほどではありません。 

今後は大きな改修として、３１年度には通常教室すべてにエアコンが設置されます。夏休み前の稼働

を予定して工事に入ってもらえるとのことです。 

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通信等を掲

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 29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７８．９％、生徒評価

は５５．２％、保護者評価は５８．６％でいずれも全調査の中でも最も低い値で、全体評価も６４．２％

と昨年同様に評価Ｃという結果になっています。 

ただ、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  29年度：Ａ        

この項目は、昨年度から１．５ポイント下がりましたが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(ささりんどう)」や３学年通信「そよかぜ」、りんどう級「りんどう通信」

等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、今年度か

ら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反

面、発行部数が多すぎるとの意見もいただいており、今後、記事の内容なども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  29年度：Ａ 

この項目も、毎年高い評価を得ている内容です。今年度も９２.１％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１月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います。今後も継続していきたいと思います。また、こ

こ数年地球温暖化の影響によるものか、ゲリラ豪雨による風水害が全国で発生しています。本校も 7 月

下旬、１回避難所となりました。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、３１年度には学校から富



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。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。 

今年度は夏休みまでの間に２度ほど、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、何度か地域より注意を受

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３１年度も実施し注意

に努めていきたいと思います。登下校時の不審者による事案(露出)も発生しています。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（５

ｋｍ／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  29年度：調査なし 

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、アンケート項目に加え調査を実施する

ことにしました。結果は上位計８５．１％と評価としてはＡとなっています。しかし、若干生徒の下位

計が多くなっています。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・防止に努めているところです。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。 


