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「 保護者アンケート集計結果について 」
校長 篠原 政一
１２月に御回答いただきました保護者アンケート集計結果がまとまりましたのでお知ら
せいたします。御多用の中、御回答いただきありがとうございました。回答数は、３８１
通（昨年度３９６通）、回収率７５％（昨年度８２．５％）でした。今回は、他のアンケ
ートと重複したため混乱したとの報告も受けております。今後さらに工夫してまいります
ので御理解ください。
厳しい御意見もいただきました。多くの御意見をいただけるのは、学校への期待の表れ
と考えております。次年度の教育計画をよりよいものに改善するとともに、教職員として
も成長できるよう努力してまいります。

１

学習面（設問 １～７）
全ての項目で５０％以上の肯定的な御回答をいただきました。しかし、依然として「学
習内容の定着」・「読書習慣」・｢家庭学習の習慣｣の肯定的な御回答が５０％を若干上回る
回答にとどまっています。依然、大きな課題と捉えております。「家庭学習の習慣」につ
いては、学年が進級するごとに肯定的な回答が増え、生徒たちが努力するようになってい
ることを実感できました。今後も、｢１ページノート｣を全学年で実施し、地道に学習習慣
の定着に努めていきます。御家庭との連携も不可欠ですので、御協力をお願いいたします。
２ 生活面（設問 ８～１４）
全ての項目で７０％以上の肯定的な御回答をいただきました。｢いじめ・暴力のない環
境｣・「信頼関係の構築」・「丁寧な指導」・「道徳教育」につきましては、今後も継続して
課題と捉え、更なる工夫と改善が必要と考えております。
いただきました御意見を真摯に受け止め、学習面･生活面共に、改善策を講じて生徒た
ちが、よりよい学校生活が送れるよう更に努力していきたいと思います。

３

自由記述欄
公私ともに御多用の中、多くの御意見を頂戴いたしました。紙面の関係で御意見につ
いての原文は割愛させていただきますが、大きく内容を分けさせていただき改善策を御
回答いたします。

【学習・授業について】
学力向上は、学校・家庭と地域ともに共通した願いであると思います。次年度も継続して、朝読書
の時間に加え、基礎基本の定着を図る継続的な学習時間（数学･英語）にも取り組んでまいります。
学校では、教員の指導力･授業力を向上させるため、今後も更に努力をし、より分かりやすい授業づ
くりのために、指導力向上に努め、研修を行います。指導内容・授業進度のバラツキが起きないよう
に工夫はしておりますが、曜日の関係で若干の差が出てしまうことがあるのは御理解ください。また、
授業中の不適切な発言等がある場合には御連絡ください。管理職からの指導を行います。
授業の中で分からないことがあれば質問をするよう各教員とも指導しております。しかしながら、
１・２年生は、質問をしに行くことが恥ずかしいという心理もあるようです。３年生にもなると、教
科担当の先生を見付けては、質問している姿を見る場面が増えます。御家庭でも分からないときには
先生に質問するよう御指導いただきたいと思います。
宿題や課題ですが、保護者の皆様からは多いという方、もっと出してほしいという方の両方がござ
います。各教科共に、適切であろうと思われる分量で宿題や課題を出すように工夫しております。そ
のうえで、本校の課題でもあります家庭学習の習慣づくりのために、学習計画表の作成や各生徒が家
庭学習で「１ページノート」等の実践を行い、生徒自身が自主的に取り組めるよう工夫しております。
ぜひ、御家庭でも御理解･御協力、併せて生徒への援助もお願いいたします。
また、宿題･提出物等の確認をＷｅｂ等での公開との声もありますが、中学生という発達段階も踏ま
え、しっかりと生徒が確認するよう指導いたしますので、各御家庭でも工夫をお願いいたします。
現在目標に準拠した評価をしております。各教科の観点別評価を反映させた評定となりますので、
定期考査の得点のみでの評定にならないことは御理解ください。年度の初めに授業で生徒に対しても、
さらに丁寧に説明するように努力してまいります。１学期の保護者会でも御説明させていただいてお
りますので、御確認をお願いいたします。また、教科ごとに評価資料等、異なる部分がありますので、
評価・評定について御不明な点がありましたら御連絡いただければ御説明させていただきます。
補習や質問教室の回数を増やしてほしいとの御意見もいただいております。各教科担当が、部活動
やその他の職務の状況を鑑みて工夫して取り組んでおりますことにつきましては御理解ください。
今年度は、放課後学習教室を２０回金曜日に開催いたしました。部活動との両立との声もいただい
ております。学習教室に参加する旨を顧問に伝え、対応できるように工夫していきます。
授業態度が思わしくない場合などは、情報が入り次第、事実確認を行ったうえで当該学級や学年の
指導を行い改善を図っておりますので、保護者の方で情報が入ったときには担任･学年に御連絡くださ
ると、より早く対応できると思いますので御協力をお願いいたします。
【生徒指導について】
生徒の指導に当たっては、丁寧に指導することを全教職員で取り組んでおります。御指摘いただい
た発達段階を踏まえての指導については今後、工夫し改善してまいりたいと考えております。
また、近隣市などで事件の報道があった場合など、警察・教育委員会・学区の小学校等と連携し情
報を収集ながら、今後も最大限の安全確保に努め対応してまいります。
生徒指導上の問題が教員の見えないところで起きていることにつきましても、日々生徒に訴え未然
防止に取り組んでいるところです。しかしながら、全てを把握し切れていないことも事実です。地域
の方から御指摘いただき、生徒の健全育成に御協力いただいていることにも感謝しております。保護
者の皆様にも、情報が入ったときにはぜひ御連絡をいただき、連携して生徒の規範意識等の向上に御
協力いただけると幸いです。
なお、問題行動における指導については厳しく叱る場合もありますが、子供たちのための指導です
ので御理解ください。

【部活動について】
本校の状況で可能な限り部活動を開設し、取り組んでおります。その中で、工夫しできる限りの指
導を行っていることにつきましては御理解ください。また、活動日数・時間につきましては、ガイド
ラインが示された後に、確認し対応を工夫させてください。下校時間につきましては実質活動時間を
２時間確保したいとの思いで設定しておりますので御理解ください。専門ではなく、実技指導が不得
意な顧問も外部指導員と協力し、努力し活動をしていることを御理解ください。
また、次年度も５月に一斉部活動保護者会（全体会・各部活動ごと）を開催し、活動方針・活動内
容を各部ごとに説明し、保護者の方々と共に共通理解を図って運営するように努力いたします。
今後も、適切な指導になるよう部活動の在り方等を共通理解し、指導力の向上も図りながら部活動
の実施をしてまいります。
【その他について】
学校として「自らの心と体をきたえる生徒」という教育目標を昭和６２年に制定し、その具現化に
努力してまいりました。平成２８年度から、スローガンとして「鍛え、乗り越え、考え、成長する国
立二中」を目標に生徒、教職員ともに努力してまいりました。
「鍛え」については、学習面・精神面・
体力面様々なことに自ら目標を定めその目標を達成するために努力することと考えて取り組みました。
「乗り越え」については、様々な課題や目標を自ら乗り越えることや仲間と共に乗り越えることによ
って達成感を味わい、更に成長してほしいという意欲に結び付けたいと考えて取り組みました。
「考え」
については、取組後の反省や指導などから更に成長するための工夫などを考えることをとして取り組
みました。
しかしながら、私たち教職員は、生徒たちの伸びようとする力を、時には厳しく、時には優しく様
々な手法で指導してきました。指導方法にも「ティーティング」
「コーチング」など様々な方法があり
ますので、これからも工夫・改善し教職員も研修を行うことによって「鍛え、乗り越え、考え成長す
る」ことができるよう努力を続けてまいります。
熱中症の対策として、始業式や朝礼など状況に応じて座らせる、教職員の講話等を短くするなどの
対策はすでに講じております。しかし、特に長期休業後などは生活習慣が乱れ、睡眠不足などが原因
で脳貧血を起こす生徒が数名いることも事実です。連休後は、体調を崩しやすくなる傾向があるので、
「早寝･早起き･朝ご飯」について、御家庭でもぜひ御指導ください。
また、教育委員会でも近年の気象状況から対応を御検討いただいておりますので、連携しながら、
事故防止に努力いたします。

【１年移動教室(スキー教室)】
（１月３０日(火)～２月１日(木)）
移動 教 室（ス キー教 室）で
菅 平高 原 に行っ てきま した。
好 天に も 恵まれ 、２日 目には
皆 既月 食 も見ら れるな ど、思
い出深い３日間になりました。
【２年校外学習 】
（２月２日(金)）
朝から雪の降るなか、上野、
浅草、築地、お台場方面に、
班ごとに立てた計画に従って
行ってきました。今回の経験
を活かし、３年での修学旅行
の準備に入ります。

【第９回中学生「東京駅伝」大会 】
（２月４日(日)）
味の素スタジアムで行われ、
本 校の 生 徒たち も、一 中、三
中 、桐 朋 中との 国立市 選抜チ
ー ムの 一 員とし て参加 しまし
た 。男 子 も女子 も全員 、最後
までよく頑張りました。
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防災標語コンクール
1年 小出 聖礼さん
平成30年用緑化運動ポスター
入賞
1年 石井菜津子さん
1年 岩本恵理子さん
1年 髙木
第１０ブロック新人卓球大会
男子団体 第５位
１年生の部 男子シングルス 優 勝
林
秀夫くん
第５位
太田 創也くん

香花さん

主 な 行 事 予 定
２月

２（金）1･2 年復習確認テスト
１６（金）中学校入学前説明会
５（月）全校朝礼 3 年特別時間割始
13:35 ～ 体育館
3 年救急救命講習①~④
１７（土）PTA学習会 14:00 ～ 第二音楽室
1･2 年保護者会
１９（月）生徒会朝礼 国立市教育ﾌｫｰﾗﾑ(芸小ﾎｰﾙ)
６（火）一斉委員会
地域健全育成連絡会 19:00 ～
3 年都立二次・分割後期出願
２０（火）一斉委員会
７（水）3 年奉仕活動⑤
２２（木）学校関係者評価委員会 16:00 ～
８（木）3 年国際交流③④ 中央委員会
２３（金）3 年都立一次・分割前期入試
９（金）総合的な学習の時間 発表会⑥
3 年リトルティーチャー
3 年都立二次・分割後期入試
２５（日）二中避難所運営訓練（午前）
PTA運営委員会 19:00 ～
２７（火）学年末考査（授業・理科・数学・社会） １２（月）生徒会朝礼
２８（水）学年末考査（授業・英語・国語・1･2年技家） １４（水）卒業式予行
3 年都立発表事前指導
１５（木）卒業式準備⑥
3 年都立二次・分割後期発表
３月
１６（金）卒業式 9:30 ～
１（木）1･2 年学年末考査（授業・美術・音楽・保体）
3 年都立一次・分割前期発表

