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〇学校関係者評価まとめ 

 

１ 方法 

・学校評議員を学校関係者として定め、学校関係者評価委員も兼務していただく。 

・学校評議員会に併催して学校関係者評価委員会を行う。（今年度は学校評議会を開催中止としたため、

第１回では校長の学校経営方針についての意見をいただき、第２回では学校評価自己評価書（生

徒・保護者アンケートの集計結果を含む）の結果からご意見をいただく。） 

・学校評議員は、学校評価自己評価の内容をもとに総括として学校関係者評価結果をまとめる。 

 

２学校関係者評価委員一覧 （学校評議員と併任）  

 

３ 第１回学校評議会資料（学校経営方針）に対するご意見等（1学期） 

○本校の取組に関して 

・県や市の施策をふまえ、かつ学校の現状に合わせた指導重点となっており、その中でも特に今年度の

重点を３つに絞り、具体的な取組がわかった。 

・コロナ禍により、各種行事の制限や授業の取組で、苦労していると思う。学校経営方針にしたがって

取り組んでほしい。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のための「城南中学校感染予防対策ポリシー」や「学校再開と生徒

の感染予防スキル育成ステージ」の資料を拝見し、タイムスケジュールで綿密に計画されているこ

とがわかった。大規模校ゆえに一人一人の生徒に具体的に示し理解を促すことの大変さに頭が下が

る思いがした。 

・教員の超過勤務の多さが問題になっているが、城南中も同じだと思う。コロナ対策のための指導や健

康観察に加え、夏場の熱中症対策などもありますます負担増になり心配している。 

・コロナ対策で、授業時間の確保も大変で、行事の変更、中止等で苦労していると思うが、残業時間を

減らす取り組みにも着手してほしい。 

・各種行事の制限等にかかわって、生徒のメンタルケアにも配慮してほしい。特に３年生には卒業まで

に少しでも思い出の上書きができるようにしてほしい。 

○生徒の様子に関して 

・登下校時には、しっかりヘルメットをかぶり交通ルールを守って登校している様子が見受けられる。 

・１年生は休校からスタートし、コロナの制限がある中での再開で、中学生としての心構えができてい

ない生徒がいるように感じる。生活面、学習面での丁寧な指導の必要性を感じる。 

・スポーツや文化など様々な面で活躍している生徒の存在を新聞やニュースなどで知ると、地元住民と

して、子どもの母校としてうれしく思う。ますますの活躍を期待する。 

・コロナ禍でのあいさつには賛否両論あると思うが、城南中の文化として推進してほしい。これまでも、

「城南中に行くと気持ちの良い挨拶をしてくれる」という喜ばしい声をよく聞く。地域が明るくな

るように、登下校時にもそのような挨拶ができるようにしてほしい。 

○その他 

・大規模校の城南中においてコロナ禍での学校生活が無事にできていることに本当に感謝している。子

どもたちは多くの我慢をしているので、声にならない声を発していると思う。地域・学校・家庭が

連携してその声を拾い、形にできたらと思う。協力は惜しまないので何かあったら遠慮なく声をか

けてほしい。 
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・「中１ギャップ」とか「中１の壁」などと言われるが、中途半端なスタートとなった新１年生がスム

ーズに中学校生活に順応できるか、例年以上に心配が大きい。配慮をお願いしたい。 

・中止になった（今後中止になる）行事が多いので、計画は大変だと思うが、形を変えてでも心に残る

取組ができたらと思う。 

・休校による学習の遅れに対する３年生の不安やあせりなど大変だと思うが、受験に向けて学校と家庭

が連携して本人のフォローをしてほしい。 

・携帯電話の学校内への持ち込みについて、文科省では許可する動きがみられる。災害時等の緊急連絡

には必要だと思うが、まだまだ多くの課題がある。中学生の保有率も上昇している中、学校として

も方向性やルール作りなどの準備をした方がよいと思う。 

 

４ 学校評価自己評価書の結果に対するご意見等（３学期） 

－自己評価の集計結果に対する評価－ 

        A：適切である B：概ね適切である C:やや適切でない D：適切でない 

視点・番号 内     容 A B C D 

 

 

学

校

全

体 

Ⅰ－ａ 全体として学校長が示した学校経営方針に基づいて学校運営

がなされているか 
５ ０ ０ ０ 

２－ 

(１)ａ 

人事評価の自己観察書に設定した目標の達成のために，工夫

した実践を続け成果のある学習指導ができたか 
２ ２ １ ０ 

２－ 

(２)ａ 

学級・学年経営において，適切な生徒理解と居場所づくりを

進め，「思い遣る心」をもった生活指導ができたか 
５ ０ ０ ０ 

２－ 

(３)ａ 

今日的な教育課題について，実態をもとに適切に対応し，担

当する校務分掌ができたか 
２ ３ ０ ０ 

 

 

個 

 

 

人 

１－ｂ 学校長が示した学校経営方針に基づいてあなたは取り組んだ

か 
３ ２ ０ ０ 

２－ 

(１)ｂ 

人事評価の自己観察書に設定した目標の達成のために，工夫

した実践を続け成果のある学習指導ができたか 
２ ３ ０ ０ 

２－ 

(２)ｂ 

学級・学年経営において，適切な生徒理解と居場所づくりを

進め，「思い遣る心」をもった生活指導ができたか 
２ ３ ０ ０ 

２－ 

(３)ｂ 

今日的な教育課題について，実態をもとに適切に対応し，担

当する校務分掌ができたか 
１ ４ ０ ０ 

 

－学校全体の視点における結果に対する主な意見－ 

Ⅰ－ａ  全体として学校長が示した学校経営方針に基づいて学校運営がなされているか 

・このような社会情勢下で最善の学校運営ができたことを評価する。 

・意図的で科学的な取組を基礎に、強力な組織力を発揮できるようにして、引き続き教職員集団の

団結と切磋琢磨を期待する。 

２－(１)ａ人事評価の自己観察書に設定した目標の達成のために，工夫した実践を続け成果のある学習 

     指導ができたか 

・質の高い学習や生徒の学習意欲の向上に努め、レベルの向上を図ってもらいたい。 

・以前から弱点であると指摘されている教科指導だが、コロナ禍であっても研究時間の確保が必要

である。「さわりたい」「やってみたい」という生徒の願いに添った教師や学校の取組を積み上
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げてほしい。 

２－(２)ａ学級・学年経営において，適切な生徒理解と居場所づくりを進め，「思い遣る心」をもった 

         生活指導ができたか 

・コロナ禍で生徒と向き合う時間は例年に比べ少なかったと思うので、工夫して今後も指導をお願

いしたい。 

・教師の生徒理解を深めることを土台に、一人一人の生徒を生かす集団づくりを組織したい。その

ためにも、特に学年会議と校内研究を充実させたい。 

２－(３)ａ今日的な教育課題について，実態をもとに適切に対応し，担当する校務分掌ができたか 

・コロナ禍での学校運営は多くの困難に直面したことだと思うので、敬意を表する。 

・県下最大の中学校だが、コロナ陽性者を出さない素晴らしい体制が整えられたと思う。独自の取

組をさらにバージョンアップさせて、県下における感染症対策模範校になってもらいたい。 

・ベテランの先生から若手の先生への指導は難しいかもしれないがこれからも継続してほしい。 

・新学習指導要領の全面実施、キャリアパスポートの効果的活用、特別の教科道徳の実践、振り返

りカードの活用、ＧＩＧＡスクール構想の有効利用など強いリーダーシップが必要である。 

 

－個人の視点に対する主な意見－ 

１－ｂ   学校長が示した学校経営方針に基づいてあなたは取り組んだか 

・結果を見ると、一人一人が意識化した上で取り組んだものと思う。職員間の人間関係も大切な要

素なので、積極的に関わり合いをもつようにしたい。 

・コロナ禍での取組は苦労したのではないか。 

２－(１)ｂ人事評価の自己観察書に設定した目標の達成のために，工夫した実践を続け成果のある学習 

         指導ができたか 

・生徒アンケートの＜７ わたしは，授業の終わりに目標を達成できたか確認していると思う。＞の

評価は約半数の生徒があてはまらない傾向の評価をしており残念だ。「振り返りカード」の取組

を定着させながら授業づくりを充実させてもらいたい。 

・学習指導については概ねできているとは思うが、現在の多種多様な周辺状況により本質的な学習

指導に費やせる時間の確保ができているか少し心配である。 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、休校や再開後も様々な対策が取られ、大変な 1年間

だったことが想像できる。 

２－(２)ｂ学級・学年経営において，適切な生徒理解と居場所づくりを進め，「思い遣る心」をもった 

         生活指導ができたか 

・学級内で担任が生徒の心情理解を図る機会をどう確保し、具体的にどう取り組んだのかという実

践について学年で共有し、同一歩調で取り組むようにしてほしい。 

・現在の社会情勢の中では、先生にも生徒にもあまり心にゆとりがないように感じられる。部活動

やキャリアパスポートなど、地域や学校外にお願いできることは積極的にお願いしてもよいので

はないかと思う。 

２－(３)ｂ今日的な教育課題について，実態をもとに適切に対応し，担当する校務分掌ができたか 

・個人の視点の中で最も厳しい評価が出された。厳しい環境と新たな取組や設備の導入で現場に過

重な負担が寄せられているように感じる。一人一人の教職員が、それぞれの取組に対する本質を

理解し、基礎・基本を押さえて実践することが大切だと思う。 
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－生徒アンケートの集計結果について－ 

・全体的には「よくできている」や「学校が楽しい」等の回答が多くとても良いことだと思う。し

かし、少数ではあるが否定的な意見も出されているので、そちらの回答にもきちんと目を向け全

校生徒が満足できるような指導、支援をお願いしたい。 

・学校生活や学級での生活評価が高いことに安心した。個別の課題を抱えている生徒に対して具体

的で継続的な指導をお願いしたい。 

・全体としては、言われたことに関しての仕事や勉強などの実行力は感じられるので、一言で言う

と「まじめ」と言うことか。思春期や反抗期と言われる時期でもあるのか、自主性や将来と現在

の自分を結びつけて考えるなどの創造性は少し弱いように思う。選択肢を増やしていくためにも、

先生の負担にならない程度に地域や様々なことにふれる機会を確保することも必要ではないかと

思う。 

・一人一台パソコンで回答率を上げることを期待したい。同時に便利さとは裏腹に様々な課題もあ

るので、使い方やルール・マナーをきちんと学ばせる機会にもできるのではないかと思う。 

・＜２５ わたしは，ゲームやＳＮＳ，動画を見るなど，１日平均これくらいやっていると思う。＞

に対して、１日３時間以上または４時間以上していると回答する生徒が全体の３分の１もいる現

状に驚いている。スマホ依存やゲーム依存が生活リズムを崩したり、学習意欲の妨げになったり

していると思われる。本校だけでなく、高校生や大人を含めて社会問題になっている。家族での

約束事や自制心の育成などどう改善していくか大きな課題であると思う。 

・授業に関しては、授業過程をさらに明確化することで、関心を高められると思う。また、コロナ

の状況が落ち着いたら、生徒の話し合いや意見交換を積極的に取り入れ、主体的な活動を行う工

夫をしてほしい。基本的な学習習慣を身につけていない生徒が２０％～２５％ほどいそうだから、

懇談や学級指導、家庭への働きかけなどに取り組むことを期待する。 

・いじめで嫌な思いをしている生徒も依然いるようだ。ぜひ寄り添った指導をお願いしたい。 

・起床やスマホ等の利用時間については心配な結果である。家庭での生活だが改善させたい課題で

ある。特にスマホ問題は、成長過程にある中学生にとって危機的な生活を招く恐れがあるので、

重点改善項目として保護者に強力に対応してもらえるように働きかける必要がある。 

 

－保護者アンケートの集計結果について－ 

・多くの保護者は子どもや学校に対して高い関心をもっている様子がうかがえる。しかし、地域の

行事等への関心は低く、地域の中で子ども同士や大人とのかかわりをもつ機会は少ないので、子

どものコミュニケーション能力は低下しているように感じる。逆に、SNS 等によるコミュニケー

ションは発達しているので、バーチャルなコミュニケーションによる弊害を心配している。相手

の表情によって判断したり、微妙なニュアンスを感じ取ったりすることで、上手な付き合い方や

会話の能力が養われると思うので、家庭も地域を上手に活用する必要があると思う。 

・学習以外でも ICTを上手に活用して、学校と家庭をつなぐことができないか。 

・学校で先生方が悩みながら生徒と接しているのと同様に、保護者のみなさんも悩みながら子ども

と接しているのではないか。 

・思春期の自我の芽生えや友人関係で揺れ動く心により親子関係も難しい時期だと思うが、コロナ

のために保護者が学校に行く機会がほとんどない状況が続いている。だからこそ、学校の様子が

通信等でわかるように定期的な情報発信をお願いしたい。 

・保護者の意見に「個別指導がありがたい。ちょっとしたコメントがやる気につながる。」とあっ

た。様々な個性やそれぞれの得手不得手がある中で、先生から認めてもらえたと感じる言葉がけ
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や一言が気持ちの支えとなり、やる気へとつながる。今後ともよろしくお願いしたい。 

・保護者アンケート１０「スマホ利用のルール」の結果と生徒アンケート２５「スマホ等の利用時

間」の結果とには差があるように思う。生徒にも保護者にも情報を共有してもらい、再度話し合

う機会を設定してもらってはどうか。 

・生徒が自校に誇りをもつようになるには、まず教師が学校や生徒に誇りをもち、ほめたり励まし

たりする必要がある。同様に、生徒が地域に愛着をもつには、まず地域の大人が地域や地域の子

どもに愛着をもち、地域や地域の子どものために行動する必要がある。継続して声をかけるよう

にしてもらいたい。 

・基礎学力の定着は教師、保護者、生徒にとって最大の願いである。厳しい評価ということは裏を

返せば期待も大きいということである。願いがかなうように取り組んでもらいたい。 

 

－来年度の教育活動の重点について－ 

・新学習指導要領による授業がスタートし、苦労することもあると思うが、生徒のためにも準備と

実践を重ね、学習環境を整えてもらいたい。 

・まだコロナ対策を継続し、クラスターが発生しないよう十分な対策を心がけてほしい。 

・GIGA スクールや新しい生活様式など、教育現場は大変だと思うが、少しでも負担を軽減できるよ

うに、地域人材を積極的に活用する姿勢が大切になると思う。状況的に集まることは難しいかも

しれないが、地域の住民や企業、スポーツ団体、NPO 法人などと学校が一堂に会し、地域から学

校への要望ではなく、学校から地域に要望をぶつける機会を作ってもいいと思う。これからは、

長期的な展望の中で、少しずつ地域を巻き込むことが必要ではないか。 

・子どもたちに寄り添いながら、最前線で懸命に指導している先生方には感謝しかない。今後も協

力するので開かれた学校経営をお願いしたい。 

・今年度も合唱祭をボディーパーカッションフェスティバルに変更して実施するなど、大規模校で

もできるように創意工夫しながら取り組んでいた。学校行事には、目標に向かい一致団結して努

力する姿勢、協調性、支え合う心、達成感を味わう機会、自信につながる成功体験など様々な目

的がある。だからこそ、大変な状況なのは承知しているが、来年度も大きな成長につながる学校

行事を工夫して実施できるようにお願いしたい。 

・一人一人に寄り添った指導を心がけ、個性を大切にしてほしい。 

・生徒や保護者、先生方がそれぞれの悩みを抱え込まずに相談できる体制づくりや信頼関係づくり

をお願いしたい。 

５ 学校関係者評価のまとめ 

学校評価自己評価の結果と生徒アンケートの集計結果、保護者アンケートの集計結果に対する学

校関係者からのご意見を受けて、来年度の本校で行うべきことをまとめる。 

①新学習指導要領の確実な実施と取組の修正を行う。 

・新学習指導要領に沿った授業の研究と実践を行い、それを共有し、学校として蓄積する。また、

改善点を修正しより良い実践へと高める。 

・山梨スタンダード、甲府スタイルの授業を心がける。特に、見通し、学び合い活動、振り返りを

意識した授業づくりをする。 

・GIGAスクール構想による ICTを活用した授業づくりとその方向性を探る。 

②家庭学習の定着と習慣化を促す取り組みを行う。 



- 22 - 

 

・一人一台パソコンを有効活用して家庭学習を行うような取組を模索する。 

・家庭学習を定着させるために効果的な課題の出し方などについて研究を進める。 

・学校と家庭が連携して、スマホの利用時間を減らし、家庭学習の定着を図る取組をする。 

③本校のような大規模校が新しい生活様式の中であっても実施できる学校行事を模索する。 

・一人一台パソコンを活用し、リモートでできる活動から実施する。 

・状況の変化を敏感にとらえ、対応の検討と修正を重ねることで、実施可能な行事を探る。 

・密にならない工夫を検討したり、他校の実践を参考にしたりしながら、本校独自の取り組み方法

を模索する。 

④個に寄り添った教育の実践を図る。 

・特別支援教育の研修を充実させ、教職員一人一人の特別支援教育に対する知識を高める。 

・スクールカウンセラーによる教育相談をはじめ、誰もが相談にのることができるような相談体制

の充実をめざす。 

・通常学級においても、必要に応じ個別計画を作成し、誰もが生活しやすい学校をめざす。 

⑤情報共有のための取組を再構築する。 

・教職員同士の情報共有や共通理解について、タイミングや手段など、より確実に共有できるよう

な方法を検討する。 

・一人一台パソコンや学校安心メールの活用を含め、学校の様子や連絡が確実に家庭に伝わるよう

な工夫を行う。 

・教師の考えを生徒に伝える場を設定したり、生徒が取り組んでいることを担当教師が全体に周知

したりすることで全教師がどの生徒にも声をかけられるようにする。 

⑥多忙化改善のための取組を進める。 

・一人一台パスコンを有効活用することで、授業における指導と評価の一体化を推進し、業務改善

につなげる。 

・学校運営の質の向上のための改善サイクルの流れを再確認し、周知徹底を図ることで、様々な改

善業務を一本化し、効率的で実効性のある取組にする。 

・校務分掌や学年分掌についての見直しを行うことで、スリム化と効率化を図る。 


