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   令和２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２年１２月８日（火）～１８日（金） 

 

２ 調査対象   生徒（回答１７１人） 保護者（回答１５５人） 教職員（回答２１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２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１７２人、うち１５５人（９０．１％）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２０項目中(今年度、ボランティア及び地域活動・行事への参加ができま

せんでしたので項目から外しています)、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１７項目で、新型コロナウイルス(以下「コロナ」と表記)の影響で思うような活動ができな

かったことを考慮すれば、令和２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評価ではあっても、生徒・保護者・教員で評価に差があるものもあるので、課題として捉えていか

なくてはならない必要があります。 

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、昨年度に続き

９０％を超える高い結果になっています。引き続き本校生徒の良い面が評価されているところだと思

います。コロナの影響で地域活動ができなかったために「学校や地域に主体的に関わり貢献しようと

する生徒」と質問を変更しましたが、７０％台となっています。教員の評価が低く、思うような活動

をさせてあげられなかったことの反省となっています。 

設問Ⅱ「重点項目と具体的方途」については、１６項目中１３項目でＡ評価となっています。特に

「学校の規則やルールを守る規範意識」、「家庭や地域への学校の情報発信」、「安全確保と生徒の

見守り」が９０％を超える数値となっています。逆に「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」がＢ評価、「運動への積極的な参加と健康や体力、気力の向上」、「部活動

への主体的な取り組みと成果」が昨年度のＡ評価からＢ評価となっています。探究学習や総合的な学

習の時間については、指導方法を検討しながら、より生徒の力が向上し、充実したものになるよう努



2 

 

めていきたいと思います。運動や部活動については、教員の評価が非常に低いものとなっています。

コロナ禍の中で、思うように指導できなかったことや上手い工夫ができなかったことなどが要因にあ

ります。制限のある状況が続く中で、これからも何ができるかを見極め、工夫しながら指導していき

たいと思います。また、「悩み事や相談に対する信頼性」については、教員の評価が高いのに対し

て、生徒・保護者からの評価が非常に厳しいものとなっています。生徒に寄り添った指導に努め、信

頼関係をしっかり構築できるようにしていきたいと思います。 

 

令和２年度は、コロナの影響で、４月に着任式・始業式・入学式をおこなった後、１日だけ登校日

を設けたものの、５月いっぱいまで臨時休業、６月は分散登校と前例のない学校生活のスタートとな

りました。その後もコロナの影響は続き、修学旅行をはじめ多くの行事などが中止と余儀なくされま

した。学校だけでなく地域の行事も中止となり、地域や小学校との交流を大切にしている本校にとっ

ては、大きな痛手でした。でも、そのような中でも感染対策を講じた上で、工夫した活動を実践する

ことができました。運動会については、例年のような種目ではできませんでしたが、「いつもと違う

を楽しもう」のスローガンを生徒が考え、「土沢Ｏｌｙｍｐｉｃ２０２０」と題して実施することが

できました。例年、いやそれ以上の盛り上がりがありました。地域の方々を招待することはできませ

んでしたが、保護者の参観を実現することができました。文化祭についても体育館の実施では密にな

り、保護者の参観を実施することができないことから、史上初となる野外でのダンスパフォーマンス

をおこないました。こちらも、多くの保護者に参観してもらうことができました。中止としたものも

ありましたが、アイディアを出し、工夫して実施できたものもあり、ある面、いつもと違う多くの成

長を感じる一年でもありました。 

探究学習についても、校外での活動が制約され、地域との交流も例年のようにできず、思うような

活動をすることができませんでした。それでも、工夫した活動ができました。土沢ソング・土沢ダン

スへの手話の取入れ、蛍かごのつくり方の動画作成、リトアニアの麦わら装飾ソダスの研究、神奈川

大学のリトアニアからの元留学生とのＺｏｏｍによる交流、広報活動やキャラクターの作成(すてきな

キャラクターが誕生しました)、ロケットストーブやソーラークッカーの研究成果、土沢地域のおすす

めスポットを土屋公民館のツイッターで発信、土沢地域の健康・体力向上を目指した運動の研究、家

でできる実験や廃材利用の紙石鹸の研究、上惣領竹あかりの皆様の指導を受けて個性ある竹灯籠づく

り、竹灯籠の活動については、上惣領竹あかりの皆様と共に「第２回平塚市みんなのまちづくり事例

表彰」年間大賞に選出されました。令和元年度「探究学習」での年間大賞に続き、２年連続の受賞と

なります。 

部活動については、春から夏にかけての大会がすべて中止となり、３年生にとっては非常に残念な

こととなりました。野球、バレーボール、男子ソフトテニスについては、代替の試合をおこなうこと

ができましたが、女子ソフトテニスについては、熱中症アラートの影響で実施することができず、本

当に残念でなりませんでした。陸上競技については９月以降の開催であったため縮小しておこなわれ

ました。３年生の女子が砲丸投で平塚市、神奈川県で優勝、全国大会でも６位入賞という快挙を達成

しました。新人戦については、縮小、無観客での実施でしたが、各部好成績を収めています。１月以

降の大会については、コロナが再度猛威を振るい中止、部活動自体も１月中旬から中止となってしま

いました。制約のある中でも、生徒は本当に良く取り組んでいました。 

「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。また、小学校と交流できないことか

ら、より多くの児童に土沢中学校に来てもらうことを狙い、両小学校の５、６年生に地域向けの学校

だよりを配付しました。土沢中学校の活性化のためにも、多くの児童に入学してもらえるよう、魅力

ある学校づくりを続けること、そして、その情報発信をしていくことを、今後も継続していきたいと
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思います。 

今年度、さらに残念だったのが、神奈川大学の学生ボランティアに来てもらえなかったことです。

本校の生徒の成長に大きな力添えとなっている存在です。神奈川大学は２０２３年には移転してしま

いますが、あと２年、ぜひ、本校生徒のために力を貸してもらえたらと思います。 

 

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 元年度：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、上位計が元年度同様の

８６．４％と高い評価で、昨年度に引き続きＡ評価となりました。コロナの影響で近距離対面での活

動をはじめ、グループワーク、合唱、調理実習、体育の密接な種目など、授業形態にも制約が入り、

思うような授業ができませんでした。しかし、生徒が授業に意欲的に取り組めるよう、工夫しながら

授業立案をしました。探究学習や総合的な学習の時間においても、通常の発表ができない中、動画を

作成したり、プレゼンテーションソフトを活用したり、新たな方法で実施しました。このことによ

り、生徒は新たな力を身につけることができました。次年度、通常の授業形態にもどった際にも、今

年度の経験を生かしてさらにより良い実践ができればと思います。 

今年度は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)が中止となり

ました。客観的なデータはありませんが、例年、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す。このことも意識しながら、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」を念頭に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。今年度は生徒が地域に発信する

活動ができませんでしたが、鴻之巣だよりやちいき情報局などで発信することができました。今後

も、多くの方に知ってもらえるよう情報発信していきたいと思います。 

 

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 元年度：Ａ 

過去最高値だった３０年度の９４．２％と比較するとやや下回る、９１．６％となりました。保護

者・教員ともに９０％を超える評価となっていますが、生徒が若干下回っていることが気になりま

す。今年度、さまざまな行事が中止や内容を変えての実施となりました。しかし、生徒達は土沢Ｏｌ

ｙｍｐｉｃ２０２０、文化祭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、

厳しい中でも、団結したり協力し合ったりする姿や、学年行事において、学年・学級集団の中で、よ

り良い人間関係の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。 

 

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 元年度：Ａ 

この項目は、ほぼ昨年度と同じ、８６．９％(昨年度より２．６ポイント上回る)で、評価Ａとなり

ました。臨時休業や部活動中止となった期間も多く、積極的な運動への参加機会が少なくなってしま

いました。しかし、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、運動に

興味をもつ中で、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ます。また運動会(今年度

は土沢Ｏｌｙｍｐｉｃ２０２０)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、今年度も、生徒は積極的に取り組んでいます。各学年で駅伝競走が実施され、非常

に盛り上りました。 
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また、運動部活動については、前述したように、日常の活動にも制約が入り、多くの大会が中止と

なりました。９月以降おこなわれた大会で、陸上競技部は市総体において２名が優勝、３位以上入賞

が８名、県大会に４名の生徒が出場しました。女子の砲丸投は県大会優勝、全日本中学生通信陸上競

技大会で６位入賞、全国中学生陸上競技大会２０２０で８位入賞となり、本校史上初めて全国大会で

入賞という快挙を達成しました。市駅伝大会では男子が３位入賞、新人戦においては７名が優勝、３

位以上入賞が１５名、１年生１００ｍＨでは、１～３位を独占する快挙も達成しました。男子バレー

ボール部はファイナルマッチで第３位、新人戦では見事優勝を勝ち取りました。女子バレーボール部

はファイナルマッチで優勝を飾りました。男子ソフトテニス部は若枝杯で３位となりました。女子ソ

フトテニス部は新人戦で優勝、１ペアが中ブロック大会を経て県大会に出場しました。野球部は山城

中との合同チームで引退試合でも好試合を展開、１年生主体の新人戦でも１勝を挙げるなど健闘して

います。 

例年おこなっている行事企画委員会主催のスポーツ大会は実施することができませんでした。で

も、昼休みのボール遊びなど限られた活動の中でも運動に親しもうとする姿勢が見受けられました。 

健康・安全面に関しては、保健環境委員会がコロナ対策の動画を作成して注意喚起したり、臨時休

業中、養護教諭が動画を作成しホームページで健康留意について呼びかけたりしました。 

登下校における自転車の乗り方ですが、今年度も苦情は時々ありますが、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も高く、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 元年度：Ｂ 

今年度、コロナの影響で地域行事が中止になったり、学校行事に地域の方を招待できなかったり、

地域との交流がほとんどできませんでした。そのため、「学校への活動に」と特化した質問項目とし

ました。しかし、例年同様７５．６％とＢ評価となりました。生徒・保護者の評価はほぼ８０％の評

価となっていますが、教員の評価が６６．６％と低い評価になっています。これは、思うように活動

させてあげられなかった、もっと工夫ができたのでは、という反省によるものです。 

土沢中学校の大きな特徴として、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。まさ

に、地域に育てられている学校です。その点、今年度は、非常につらい１年でした。来年度は地域と

の関わりも少しずつできるようになると思いますので、再び、地域との交流、ボランティアへの参加

を進めていきたいと思います。 

以上のことから、令和２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」 

元年度82.3%→令和２年度86.4%⇒令和３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」 

元年度92.9%→令和２年度91.6%⇒令和３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」 

元年度88.6%→令和２年度86.9%⇒令和３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」 

元年度70.9%→令和２年度75.6%⇒令和３年度目標値85.0% 

＊Ⅰ－１、２、３については令和２年度において、すでに令和３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、上記の目標値を設定しています。 
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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 元年度：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８６．０％となり、Ａ評価ではあ

るものの、昨年を６．５ポイント下回る結果となりました。生徒は９４．２％と高くなっています

が、保護者８０．５％、教員が８３．３％となっています。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」を意識して、今年度も実践を進めていこうと考えていました。しかし、コ

ロナ禍による授業形態の制約で、工夫をして実践したものの、対話や学び合いを重視した授業を思う

ようにおこなうことができませんでした。通常にもどったら、再び「主体的・対話的で深い学びの実

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 元年度：Ａ 

Ａ評価であるものの、昨年度よりも上位計が７．１ポイント下降しました。これもⅡ―１の取組と

関わっている部分と考えられます。コロナの影響もあると思いますが、このポイントの下降を真摯に

受け止め、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。令和３年度も、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、復活できれば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 元年度：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４．５ポイント下降し、８６．

７％となりました。今回、生徒・保護者の回答は昨年度とほぼ変わりませんが、教員の評価が下降し

ています。これもコロナの影響で思うような授業をできない中で、より信頼性のある評価をするには

どうしたらよかったのかという反省に基づくものと考えられます。ただ、校務のＩＣＴ化で、通信票

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。引き続き、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Ｂ元年度：Ｂ 

昨年度とほぼ同じ、７７．７％で、Ｂ評価となりました。特に教員の評価が低いものとなってしま

いました。ただ、生徒の評価は７６．９％から８４．７％と７．８ポイント上昇しています。教員が

８０．０％から７０．６％と９．４ポイント下降しています。これは、今年度、例年のように地域や

小学校と交流ができず、思うような活動をさせてあげることができなかった教員の思いでもありま

す。しかし、そのような中でも生徒は、研究内容や発表内容を工夫し、すばらしい成果を導き出して
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いました。生徒にとっては、達成感を得ることができたのではないかと思います。この現状の中で、

がんばれたことを生かし、来年度、さらに高みを目指して、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

れています。生徒達は今年度「土沢地域を明るくしよう！土沢地域の活性化！」の大テーマのもと、

さまざまな分野にスポットをあて、できる範囲で研究を進め、最後は動画発表というかたちでまとめ

ることができました。「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」の育成が今年も図られました。次年度は、通常の活動に

もどることを願いながら、今年度の経験を生かす中で、さらにレベルの高い活動を目ざしていきたい

と思います。 

 

Ⅱ―５「悩み事や相談に対する教員の信頼性」 評価Ａ 元年度：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９５．０％であるのに対し、生徒

の回答が７４．９％(元年度は７２．５％)、保護者の回答が７７．０％(元年度は７６．１％)と低く

なっています。生徒・保護者ともに若干上昇したものの、この結果を真摯に受け止め、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、また、日々の学校生活の中で機を見て声をかける等、さ

らに強化して、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、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 元年度：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９５．９％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)レベルの高い本物の楽しさを味わうことができています。コロナ禍の中でも、行事を

工夫しておこない、すばらしいものを創り上げてくれました。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、授業の取り組み姿勢

に問題があったりしています。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。 
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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 元年度：Ａ 

生徒・保護者はともに上位計が９０％を超えて高くなっています。今年度も保護者の回答が一番高

くなっています。多くの生徒がこのことを大切にして過ごし、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、

思いやりのある優しい行動が多く見受けられ、まさにそのとおりの数字と言えます。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。ただ、教員の評価が７５．１％と低く、全体で

は８７．８％と、昨年度より６．７ポイント下回る結果となりました。これは臨時休業や分散登校が

続いたことで、教科の授業の取組に重点を置いたことなどで、道徳性などの指導に十分時間を割くこ

とができなかった反省によるものです。本校の生徒は、どこにでも自慢できるくらい思いやりや優し

さなどを大切にしてくれています。仲間と協調する中で、アイディアあるすばらしい行事も創り上げ

てくれました。今後も、本校生徒のこの大切な特徴をさらに伸ばしていけるよう、「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 元年度：Ａ 

生徒・保護者はともに上位計が９０％を超えて高くなっています。生徒や保護者がこのように感じ

てくれたことは、本当にうれしいことです。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全職員での情報交換などにより課

題を共有できたことは大きいと言えます。ただ、教員の評価が７５．１％と低くなっています。これ

もコロナ禍の中で、「十分生徒に寄り添うことができなかったのでは」という反省に基づいていま

す。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３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

む単位になる学校生活の場そのものです。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Ｂ 元年度：Ａ 

生徒・保護者ともに上位計が８０％を超えていますが、教員の上位計が５５．６％と昨年度を大き

く下回っています。そのためＢ評価となってしまいました。多くの生徒が体育の時間、昼休み、部活

動などで、運動に親しんでいます。体育の長距離走でも男子が３ｋｍ、女子が２ｋｍと他校に比べる

と長い距離を一生懸命走る様子があります。ただ、今年度はコロナ禍により、密になる運動種目の制

限、昼休みのボール遊びの制限、部活動の長期間に渡る中止など、生徒に十分な運動の機会を与える

ことができませんでした。学校生活を送る上で、気力・体力は大切な基盤です。工夫しながら、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。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３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。 
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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。自転車通学の生徒で、正門前の坂を最後まで自転車をこいだまま上が

ってくる生徒が徐々に増えています。中学時代に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、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 元年度：Ａ 

生徒の上位計が８４．７％、保護者の上位計が９０．３％と比較的高くなっていますが、教員の上

位計が昨年度より１４．８ポイントも下降しています。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などさまざまな機会をとらえて指導をおこないました。ただ、これ

もコロナの影響で十分おこなえなかったのではという反省があります。全校集会(書面も含む)の校長

講話の中でも、現状のコロナの話題と絡めながら話題としました。さら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、今年度はできませんでしたが、例年であれば保育園へのボランティ

ア、高齢者福祉施設訪問も大切な学びの場となっています。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

ばせています。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 元年度：Ａ 

今年度はコロナの影響で、例年のように行事を取りおこなうことができませんでした。特に３年生

にとって、かけがえのない思い出となる修学旅行も中止になってしまいました。生徒のために、例年

のような行事を設定してあげられなかったことなどから、教員の上位計が７３．７％と例年より低い

数字になっています。ただ、運動会については感染防止を考えたアイディアある種目を設定した「土

沢Ｏｌｙｍｐｉｃ２０２０」として実施し、文化祭については動画発表や野外でのダンスパフォーマ

ンスを実施しました。通常のものができない中にも、「いつもと違うを楽しもう」のスローガンの

下、生徒は一生懸命に、楽しそうに取り組む様子がありました。そのことで生徒の上位計は昨年度の

７９．８％から７．８ポイント上昇し、８７．６％となりました。限られた、できることの中での実

践でしたが、そのような時にも、本物の楽しさを追求することができていたと思います。文化祭にお

いて、カルチャー部が個々のすばらしい作品を創り上げただけでなく、共同作成で、すばらしい１枚

の絵画を描き上げてくれました。メイキング動画も披露され、カルチャー部の生徒は大きな達成感を

味わったと思います。 

今年度も生徒には「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。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、このことが、コロナ禍におい

てもすばらしい行事を創り上げた要因となっていると思います。 

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。令和３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。 
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Ⅱ―１２「部活動への主体的な取り組みと成果」 評価Ｂ 元年度：Ａ 

今年度は、臨時休業期間や年明けの緊急事態宣言が発令された期間、部活動は中止となってしまい

ました。朝練習は、通年中止でした。春から夏にかけて運動部の大会は中止となり、カルチャー部の

ロボットコンテストなども中止となってしまいました。特に３年生の生徒にはとてもさみしい思いを

させてしまいました。思うような部活動をさせてあげることができなかったことから、教員の上位計

が６１．１％と低くなっています。ただ、限られた活動の中で、生徒は一生懸命に活動する様子があ

りました。改めて、活動できた時の喜びを感じたようです。常に、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。９月以降、運動部の大会が再開されるようになると、前述の結果概要に

も書きましたが、どの部も好成績を収めました。特に陸上競技部の女子砲丸投の生徒は、全国大会入

賞を果たしました。 

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(このことで、学区内の生徒が他校へ入学してしまい、本校の生徒減につながっている)や教員

の日々業務の多忙さから、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いきたいと思いま

す。 

 

Ⅱ―１３「学校施設の安全管理と美化」 評価Ａ 元年度：Ａ 

保護者・教員はいずれも上位計が９０％を超えていますが、生徒上位計が７２．４％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、やはりその点が、今年度も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。昨年度から、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。来年度には３つの特別教室にも設置される予定

です。 

今年度は、コロナのために消毒作業が余儀なくされました。毎日、教員とスクールサポートスタッ

フがおこなっています。通常の清掃についても、コロナ対策を考慮した活動となっています。ただ、

さまざまな場面における生徒の環境美化への取り組みは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
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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 元年度：Ｃ 

今年度は、本校の生徒が参加している地域の行事がほぼすべて中止、地域、小学校、保育園、高齢

者施設へのボランティアなども実施することができませんでした。そのため、今年度は、この項目を

削除しました。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。例年、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、来年度は再び、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ります。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 元年度：Ａ 

昨年度から４．７ポイント上昇し、９２．４％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

から毎日の学活や学年集会等で、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(今年度は実施することができなかったものも

ありますが)、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。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。今年度は、学校からのお知らせを入れ、臨時休校中の連絡ツールとして

も活用しました。さらに図書だよりや保健だよりも掲載し、保健関係では、健康に関する動画の発信

もしました。そして、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。鴻之巣だよりに学級の様子も掲載するよう努めましたが、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 元年度：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９２.７％で評価Ａでした。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月に火災避難訓練を実施しています

が、今年度はコロナの影響で引き取り訓練などをおこなうことができませんでした。本校生徒の様子

を見ていると、さまざまなことに、しっかりした姿勢で取り組む様子があります。いざという時の行

動への意識も日常から植え付けることで、緊急時も対応していけるよう指導していきたいと思いま

す。今後も台風などによる風水害も心配されます。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。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については、少しず

つですが、市や自治体の尽力で整備が進んでいます。富士見台病院の交差点について、信号機設置は

難しいものの横断歩道の設置が予定されています。また、昨年度整備された自転車の路面標示(矢羽
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根)も延長が検討されています。少しずつ改善が進んでいます。さらに、進めていただくよう、学校と

してもＰＴＡとともに行政機関・警察へ強く要望をしていきます。将来的には、自治会で検討されて

いるコミュニティバスの中に、スクールバスの機能を加えていただけたらということを考えていま

す。これも検討していただくよう要望していきたいと思います。 

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、今年度も地域より

注意を受けています。今年度実施できなかった、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は実施し、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ています。)、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 元年度：Ａ 

いじめ防止基本方針の改訂に伴い、学校評価においても、一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０．４ポイント上昇し、８８．２％となり評価とし

てはＡとなっています。しかし、昨年度より減ったものの、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、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することで、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１４．１％(昨年度は２５．０％)と減少しています。しかし、０ではあ

りません。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。 
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質　問　項　目 ④ ③ ② ①

1 学校へ行くのは楽しい。 55.6% 27.5% 12.3% 4.7%

2 家庭学習(予習や復習など)を毎日している。 18.7% 38.0% 26.9% 16.4%

3 鴻之巣タイムは学力の向上につながっている。 19.3% 40.9% 26.9% 12.9%

4 いじめを見たり聞いたりしたことがある。 5.3% 8.8% 19.9% 66.1%

5 生徒会活動・委員会活動（係活動）に積極的に参加している。 44.4% 36.3% 13.5% 5.8%

6 遅刻をせずに登校している。 84.7% 7.6% 5.3% 2.4%

7 スマホや携帯電話は家庭で決めた約束を守って使っている。(保持者のみ回答) 49.3% 25.7% 12.5% 12.5%

8 学校では先生や来校者にあいさつができる。 67.1% 28.8% 4.1% 0.0%

9 学校は防災(災害時の避難)や防犯(スマホの危険性)について教えてくれる。 48.8% 38.2% 9.4% 3.5%

10 読書が好きである。 32.7% 24.6% 21.6% 21.1%

11 自分には良いところがある。 32.4% 38.8% 18.8% 10.0%

12 将来の夢や希望がある。 48.8% 24.7% 13.5% 12.9%

13 家庭での手伝いをする。 33.3% 35.1% 25.9% 5.7%

14 家族と学校での出来事について話をする。 47.4% 25.1% 17.5% 9.9%

15 自分の住んでいる地域が好きである。 57.6% 27.6% 11.2% 3.5%

16 人のために役に立つ人間になりたい（仕事に就きたい）と思う。 66.1% 24.0% 4.7% 5.3%

令和２年度生徒のみの質問項目でおこなったアンケート集計結果　別紙２

④よくあてはまる　③まあまああてはまる　②あまりあてはまらない　①あてはまらない


