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前期学校評価の結果から
校長

石崎

晃一

学校評価は、学校教育全般についての生徒、保護者、教職員アンケート結果に基づ
き、それまでの成果とその後の改善策を明らかにする取組です。随時お受けしている
地域の方々のお声や、学校を支えてくださる「子どもも大人も育ち合い共に地域を創
る会」の皆様のご意見、学力検査等の結果を基に分析しています。年２回の実施です。
今月は、前期の結果について報告いたします。
＜ 学習 に係る内容から（抜粋）＞
（ ）内は前年度前期
【生徒】 A 評価 90％以上、B 評価 ～70％、C 評価 70％未満
○学習内容がよくわかると答えた生徒の割合
A 評価 99.1％（95.6％）
○友達と関わって、自分の考えを深めたり広げたりすることができると答えた生徒の割合
A 評価 94.9％（96.0％）
【職員】
○生徒の学習意欲を喚起し主体的な思考を促す学習課題を工夫したと答えた教職員の割合
100％（92.8％）
○学校内外の授業研修(校内授業研修、初任者研修や中堅研修、数学や英語の他校職員を交えての研修)を深めて
いる
計画通り進んでいる
成果・課題・今後の取組（主なもの）
【成果】

○ 90%以上の子どもたちが、「学習内容が分かった」「考えを深め広げられた」と答えています
ペア活動・グループ活動の進め方を工夫するなど、授業改善が進んできました。授業参観の様
子では、子どもたちが集中して授業を受ける姿が見られています。どの学年も授業の中で「そう
か」
「分かった」という声が多く聞かれるようになってきました。
○ ＩＣＴの活用が進んできました
タブレット端末に入っているロイロノート（学習支援アプリ）の思考ツール（考えを整理した
りまとめたりする機能）や発表機能を活かした授業が見られるようになってきました。子どもた
ちも使用に慣れ、使いこなす様子を見ることができるようになってきました。
【課題】
○ 更なる授業改善が必要です
子どもの評価が前年度同時期比で微減しています。 子どもたちが、「分かった」
「面白い」と
感じる授業づくりを今後も進めることが課題です。また、授業内容を理解するための、家庭学習
時間の確保も課題であることが職員間で確認できました。
○ 授業準備を効率的にする必要があります
教師の授業準備には時間がかかります。現在十分な準備時間の確保ができ
ていません。これまでの取組で良かったことを進める必要があります。
【今後の取組】
① 引き続き笹神中学校の授業モデル（型）を意識した授業を行います。話し合う学習活動の制
限はありますが、工夫・充実して研修を進めます。
② タブレット端末の積極的な活用を進めます。今後は、端末を家庭に持ち帰り、宿題や自主的
な学習、学校で終わらなかった課題の解決などで使用していきます。
③ 今後も継続して、家庭学習時間のプランニングタイムを終学活時に設け、個別の支援をします。
翌日は、点検を確実に行います。

④

各教科の授業で使用するパワーポイント資料や、ワークシートの教材を複数の職員が共有し
使用することを進めています。その結果、時間の余裕ができその分子どもたちのための別の業
務にあたることができるようになってきました。今後も進めます。

＜ 豊かな心 に係る内容から（抜粋）＞
（ ）内は前年度前期
【生徒】 A 評価 90％以上、B 評価 ～70％、C 評価 70％未満
○互いの良さを認め合い､他者のために正しい行動をとると答えた割合
A 評価 99.2％（96.9％）
【職員･保護者】 １００％を目指す Ａ,Ｂ,Ｃの基準なし
○学校行事、生徒会の絆タイム等の生徒会活動、学年・学級活動で、他と協力し成し遂げる活動
を組織したと答えた割合【職員】

100％（92.9％）

○互いの良さを認め合い、他者のために正しい行動をとっていると答えた割合【保護者】
96.8％(97.6％)
成果・課題・今後の取組（主なもの）
【成果】

○ 互いの良さを認め、他者のために行動できる子どもたちが増えています
可能な限り学校行事をはじめとした教育活動で、子どもが主役教師は黒子と
なる活動を進めています。学年を越えて他の子どもたちと関わることで、リー
ダー性や自己肯定感を育むことができました。
○ 学級活動や道徳の時間、生徒会活動を計画的に進めることができました
コロナ禍ではありましたが長期の休業もなく、計画的に指導ができました。子どもたちに思い
やりの心や協働する心を育てることができました。子どもたちは、充実した学校生活を送るこ
とができています。
【課題】
○ きめ細かな支援を充実させます
良さを認め合い、他者のために正しい行動をとることについてのアンケートで、保護者の方か
らの評価が減少しました。子どもたちは着実に成長していますが、その成長が保護者の方々から
ご理解いただけるように、更なる支援をすることが課題です。
【今後の取組】
① これからも事前の意識付けと事後の振り返りの指導、教師からの肯定的評価を続けます。学
校行事や学年・学級の活動を通して自己肯定感を育みます。
② 業務を効率化させ、子どもに寄り添う時間を増やしながら、きめ細かく様子を見とり適切な
支援を心がけます。
③ 道徳科の授業を充実します。11 月には阿賀野市教育委員会指定の道徳研究発表会が予定され
ていますが、それに向けて研修を進めながら授業力の向上に取り組んでいます。
＜ 心と体の健康 に係る内容から（抜粋）＞
（ ）内は前年度前期
【生徒】 A 評価 90％以上、B 評価 ～70％、C 評価 70％未満
○メディアコントロールの取組を通して生活習慣の向上を心がけたと答えた割合
A 評価 94.1％（95.6％）
【職員・保護者】 １００％を目指す Ａ,Ｂ,Ｃの基準なし
○各学年に応じた健康への取組やメディアコントロール等の取組の結果を受け
て、生徒の生活習慣の向上に努めたと答えた割合【職員】 100％（91.7％）
○お子さんは、家庭での食生活や規則正しい生活を心がけ体力向上に意欲的に
取り組んでいると答えた割合【保護者】

77.1％（79.8％）

成果・課題・今後の取組（主なもの）
【成果】
○ 生活習慣改善のための委員会活動、その他の活動を充実しました
保健委員会を中心とした生活習慣改善の取組「パワーアップキャンペーン」により、ネット依

存やゲーム障害の弊害について理解を深め、自分の生活を振り返り、より良い生活習慣をつく
る態度を育成することができました。
○

運動量の十分な確保を意識した体育科授業や部活動を行いました
保健体育科の５分間走や各部活動(文科系の部活動も含めます)での体力アップメニューにより
体力は着実に向上しています。スポーツテストの中のシャトルラン記録では、前年度の記録を
上回る子どもの割合が 83.9％になりました。

【課題】
○ 望ましい生活習慣を身に付けていない子どもの割合が増えています
規則正しく健康的な生活習慣を送っていない子どもの数が増加しました。メディア等の視聴時
間の増加が大きな原因です。家庭学習にも大きく影響しており改善が必要です。
【今後の取組】
①

保健委員会の子どもたちの活躍の場を増やし、主体的に他の生徒に生活習慣改善を働きかけ
るよう支援をします。

②

終学活で個々に家庭でのスケジュールを計画させ、生活の仕方について子どもたちへ指導し
ます。

③

体力向上については、今後も運動量の確保を意識した保健体育の授業や部活動、体力テスト
を続け、後期学校評価で検証いたします。

学校へのご意見・ご要望は随時承っております。子どもたちの様子でお気づきの
ことがございましたら遠慮なくお聞かせください。
笹神中学校 TEL:0250－62－7330 FAX:0250-63-1879
ﾒｰﾙ sasachu@sasakami-jhs.agano.ed.jp

子どもたち全員が主役 伝統を引き継ぐ素晴らしい体育祭になりました
10 月４日(月)第 49 回体育祭が笹神中学校グラウンドで行われまし
た。当初の予定では、10 月１日(金)の予定でしたが、天候不良のため
順延となり月曜日実施となりました。
10 月とは言え暑さが残る中ではありましたが、快晴の空のもと赤軍
青軍が力を出し切り、笹神中学校の生徒らしい体育祭となりました。
各軍が一つになり勝利を目指す姿、競技後に相手を支える態度は笹神
中学生の伝統です｡本当に素晴らしいものだと思っています。
体育祭スローガン
今年も生徒会を中心に工夫を凝らした種目が目白押
どの競技も熱戦が
しでした。コロナ禍であるため、ソーシャルディスタ
くり広げられました
ンスを考えたものにしてあり、決して選手同士が互い
に触れることのない工夫が施されており「さすが笹中
生」と感心するものばかりでした。最後の後片付けま
で手を抜かず取り組む姿も笹神中学校のよき伝統で
あり、素晴らしい姿でした。
当日は平日の開催、しかも順延したにもかかわらず、保護者の皆様から足を運んでいただき
ました。本当にありがとうございました。
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令和４年度に創立５０周年記念事業が予定されています
令和４年度は、
神山中学校と笹岡中学校が一つになり笹神中学校となってから 50 年となります。
そこで、令和４年 10 月に笹神中学校創立 50 周年を記念する事業を行う予定にしております。令和
２年度から準備委員会をつくり、現在は実行委員会として活動しているところです。これまでの活
動で決まったことについてお伝えいたします。
１ 運営組織は『笹神中学校創立 50 周年記念事業実行委員会』です
組織は、同窓会長様、同窓会副会長様、子どもも大人も育ち合い共に地域を創る会の皆様、学校
職員で構成されています。来年度以降については、保護者の皆さまからのお力も貸していただきた
いと考えています。昨年度より年３～４回の会議を開き準備を進めてきました。
２ 主な事業は以下の通りです
(1) 記念式典
コロナ禍でもあるため規模縮小の可能性もありますが、50 年という節目ですので生徒が
同席したうえでの記念式典を行う予定です。
(2) 記念行事を行います
式典当日は、シンガーソングライターのＴＳＵＮＥＩさんのコンサートを予定しておりま
す。テレビにも多数出演されている方です。
(3) 記念誌を作成します
これまでの素晴らしい笹神中学校の記念誌を参考にしながら編集を進める予定です。50 年
間の記録という意味合いがあるので、当時の写真や出来事がわかるものを創る予定です。事
前に一般販売のご案内も考えています。
３ 他にも
(1) 笹神中学校創立 50 周年を広くお伝えするとともに予算の確保も考え、
「笹神中学校創立 50
周年記念Ｔシャツ」をつくり販売しています。１着 2,000 円のものと 1,500 円のものがあり、
何れも 500 円の寄付金（50 周年記念事業運営のために使用）を含めた価格です。
今後、笹神地区内での販売募集も考えております。
お問い合わせは、笹神中学校 校長もしくは教頭までご連絡をお願いいたします。
(2) 笹中生が地域の地場産物の学習と関連付けて、50 周年
記念事業に合わせた「笹神地区オリジナルバーガー」を考
えています。右のスケッチは、子どもたちが考案したバー
ガーの一例です。
笹神地区の地場産をふんだんに使ったバーガーをたくさ
ん考案してくれました。

＜１１月の予定＞

※今後の情勢により変更の可能性があります。
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