
分類 NO. 質問事項 分類 NO. 質問事項

1
 学校は，保護者・地域と積極的に関わり，その要望等に
応えようとしている。

学校運営 1
 学校は，生徒や保護者・地域の方々と積極的に関わり，
要望にこたえようとしている。

2
 学校行事や授業参観等の日程は，保護者が参加しやすい
よう配慮されている。

2
 学校行事や授業参観等の日程は，保護者が参加しやすい
ようになっている。

3
 学校は，教育活動等について，各種たよりやメール，Ｈ
Ｐ等で保護者に伝えている。

3
 学校は，学校の様子や連絡について，おたよりや，Ｈ
Ｐ，マチコミ等で伝えている。

4
 学校・教員は，生徒理解に努め，実態に合った分かりや
すい学習指導を工夫している。

学習活動 4
 学校・教員は，生徒理解に努め，実態に合った分かりや
すい学習指導を工夫している。

5
 子供は，学習に対して意欲を持って取り組んでいると思
う。

5  自分は，学習に対して意欲を持って取り組んでいる。

6
 学校は，進路に関する情報等を生徒や保護者に適切に提
供している。

進路指導 6
 学校は，進路に関する情報などを生徒や保護者に適切に
伝えている。

7
 子供は，卒業後の進路や将来の生活について自分の考え
や希望を持っていると思う。

7
 自分は，卒業後の進路や将来の生活について，自分なり
の考えや希望を持っている。

8
 学校は，諸活動を通して生徒の自主性を育てる活動を工
夫している。

特別活動 8
 学校は，色々な活動を通して，生徒の自主性を育てよう
としている。

9
 学校は，教育活動の一つとして，部活動での指導を適切
に行っている。

9  学校や教員は，部活動での指導を適切に行っている。

10
 学校は，学校行事の予定や実施の様子などを保護者に適
切に伝えている。

学校行事 10
 学校は，学校行事の予定や実施の様子などを生徒や保護
者にきちんと伝えている。

11
 子供は，学校行事を楽しみにし，積極的に参加している
と思う。

11
 自分は，学校行事を楽しみにし，積極的に参加してい
る。

12
 学校は，生徒一人一人の個性を認め，よさを伸ばす指導
を行っている。

心の教育 12
 学校は，生徒一人一人の個性を認め，よさを伸ばす指導
を行っている。

13
 学校は，豊かな感性や思いやりの心を育む指導を行って
いる。

13
 学校は，豊かな感性（物事を心に深く感じ取る働き）や
思いやりを育てる指導をしている。

14
 学校は，規範意識を育て，社会性を育む指導を行ってい
る。

生徒指導 14
 学校は，きまりやマナーを守ったり，まわりと協力した
りできるよう指導している。

15
 学校は，生徒の悩みなどを把握し，相談態勢を整え，支
援する努力をしている。

15
 学校は，生徒の悩みなどを分かろうとし，相談できる場
所や時間をつくり支援している。

16
 子供は，学校に疑問や心配事などを相談できる教員がい
ると思う。

16
 自分は，学校に分からないことや心配事などを相談でき
る教員（先生など）がいる。

17
 学校は，心や身体の健康に関する教育や指導を適切に
行っている。

安全防災 17
 学校は，心やからだの健康についての教育や指導を適切
に行っている。

18
 学校は，新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染
症の予防に努めている。

18
 学校は，新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染
症の予防を行っている。

19  学校は，安全・防災に関する教育を適切に行っている。 19
 学校は，安全・防災についての教育を適切に行ってい
る。

20
 子供は，事件･災害から身を守ることを意識して生活し
ていると思う。

20
 自分は，事件･災害から身を守ることを意識して生活し
ている。

21
 学校は，校舎内外の施設や設備を保守点検し，環境整備
に努めている。

施設設備 21
 学校は，校舎などの施設や設備を点検し，直したり整え
たりしている。

22  子供は，快適な環境で学校生活を送っていると思う。 22  自分は，快適な環境で学校生活を送っていると思う。

23
 学校は，保護者，地域の方々と連携して生徒の健全育成
に努めている。

23
 学校は，保護者や地域の方々と協力して生徒の健全な成
長を見守っている。

24
 家庭との電話や訪問時，教員は保護者に対して適切な応
対をしている。

24
 教員は，生徒に対して，きちんとした言葉遣いや態度で
接している。

25
 子供は，挨拶や，時と場に応じた言葉遣い・行動を意識
していると思う。

25
 自分は，あいさつや，時と場に応じた言葉遣い・行動を
意識している。
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保護者の皆様からの回答結果

①当てはまる ②やや当てはまる ③あまり当てはまらない ④当てはまらない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

子供たちからの回答結果

①当てはまる ②やや当てはまる ③あまり当てはまらない ④当てはまらない

１２月に実施いたしました学校評価へのご協力ありがとうございました。集計結果がまとまりましたのでお知らせ

いたします。なお、学校で実施いたしました生徒対象の結果も併せて掲載させていただきます。お知らせが遅くなり、

申し訳ございません。保護者の皆様、子供たちからの意見を取り入れながら、今後も学校経営を行ってまいりたい

と思いますので、これからも皆様からのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【子供たちへの質問事項と回答結果】【保護者の皆様への質問事項と回答結果】

学校評価の結果について ～ご協力いただきありがとうございました～

～保護者の皆様や子供たちからの意見をもとに、今後学校として取り組んでいきたいこと～

【学校運営】 学校生活の様子について各種たより等で、引き続きお伝えできるよう努めてまいります。授業参観の日程につきましては、実施日の曜

日が重ならないよう、できるだけ調整させていただきます。

【学習活動】指導方法の改善や家庭学習の充実に向けた取り組みを見直し、子供たちの学習意欲や基礎的な学力の向上に努めます。

【進路指導】入試制度をはじめとする進路に関する情報を各種便り等で早い段階から提供できるよう心掛けます。また、子供たちが将来の進路につ

いての意識を高められるよう学級活動や総合的な学習の時間等の内容をより充実させていきます。

【特別活動】委員会活動や部活動等については、子供たちがより主体的に活動できるよう改善を図りながら支援してまいります。

【心の教育】子供たち一人一人に更に目を向け、子供たちの頑張りを認め、励ます声掛けを意識しながら支援していきたいと思います。

【学校行事】子供たちが様々な行事において主体的に取り組み、成就感や達成感を得られるよう計画を立てていきたいと思います。

【生徒指導】担任やスクールカウンセラー等との教育相談の機会を計画するとともに、保護者の皆様や子供たちとの信頼関係の構築に努めます。

【安全防災】感染症対策の徹底や保健だよりの定期的な発行、委員会活動等を通して、子供たちの心身の健康について引き続き支援できるよう努め

てまいります。防災教育については、各学年での体験活動をはじめ、学級活動や総合的な学習の時間を通して、子供たちの意識を高めていけるよう努

めてまいります。

【施設設備】安全点検を確実に実施し、修繕が必要な個所への対応をできるだけ速やかに行えるよう努めてまいります。また、子供たちの手も借りなが
ら、校舎内外の整備にあたっていきたいと思います。

【学校の雰囲気】今後も保護者の皆様や子供たちの声を聞き、課題を把握してその改善に努めていきたいと思います。生徒会と連携をしながら、挨拶

や言葉遣い等、時と場に応じた行動ができるよう意識を高めていきたいと思います。
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ありがとうございます。これからも子供たちが元気に学校生活を送れる
よう支援していきたいと思います。

子供に対しても保護者に対しても中身の詳しい情報を提供してほ
しいと思います。

進路指導については早い段階から便り等で情報を提供したり、学級活動等で
進路について考える時間を計画的に行ったりしながら、子供たちが主体的に考
えられるよう支援していきたいと思います。また、子供たち一人一人に応じた支
援ができるよう更に努力してまいりますので、今後もご協力くださいますようお
願いいたします。

学校に行くとき明るく感じるので安心しています。

ご意見やご要望等の概要 学校から

保護者の皆様にはいつもご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。子
供たちが毎日楽しく学校に通えるよう、保護者の皆様のご協力をいただきなが
ら引き続き教職員が一丸となって教育活動を行ってまいります。よろしくお願い
します。

次年度もスタートにあたり、子供たちの様子を職員全体で注意して見ながら、
スムーズに新年度の生活に適応していけるよう支援していきたいと思います。

ご不便をおかけし、申し訳ございませんでした。利用方法等について、より詳し
くお知らせできるよう努めていきたいと思います。また、登録方法や利用方法な
ど不明な点がございましたら、ご遠慮なく学校までご連絡ください。

大変申し訳ございませんでした。次年度は授業参観の実施曜日の分散やフ
リー参観の設定などを検討していきたいと思います。ありがとうございます。

毎日楽しく学校に行っています。いつもありがとうございます。

新しい環境に少々不安と期待がありましたが、毎日元気に登校し
ている姿を見て安心しています。
授業、進路指導、部活や様々な活動へのご指導ありがとうございま
す。

マチコミメールがよく分かりません。

授業参観の日程が金曜日や月末のことが多く参観できません。い
ろいろな職業の人がいると思いますので、かたよった曜日などでは
なく予定を立ててほしいです。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。なるべく早めにご連絡するよう
心掛けたいと思います。なお、感染症関連や悪天候など、やむを得ず急な変更
をお願いする場合も予想されます。その際は、引き続きマチコミメールでご連絡
させていただきますので、ご容赦くださいますようお願いいたします。また、下校
時間にお迎えが難しい場合などは、お迎えの時間まで教室を開放させていた
だいておりましたので、学校にご連絡いただければと思います。よろしくお願い
いたします。

部活動につきましては、原則全員加入制とさせていただいております
が、放課後における校外での活動等に参加している場合は、入部しなく
てもよいものとさせていただいております。また、各部とも部員数が少
ない現状にあり、文化部を新設することは難しい状態です。なお、その
他、様々な理由で部活動への参加が困難である場合などは、個別にご相
談させていただければと思います。大変申し訳ございませんがご理解賜
りますよう、お願いいたします。

部活動の全入は選択肢が少なくとても難しい。全入＝全員活動と
せず、名簿上の入部を認めてほしい。もしくは、運動が苦手な生徒
のために、「文芸部」あたりをつくっていただけると助かります。毎日
学校に行くだけで心身共に疲れる子もいます。　（同様の意見2件）

「教育活動」の一環とは言え「先生から生徒」という一方的な指導
ではなく、生徒が何をどのように考え何故そのように思い、どうした
いのかもっと生徒の声を聞いて部活動を運営して頂きたい。

三者面談で学校へ行った時、カビのにおいがきつく感じた。

体育館の水漏れ、３階の水漏れなどを直してほしいです。

下校時間がその日に変更されることが多々あるので困ることが
あった。

進路については親としてもこれから相談やアドバイスをしていかなければ
と感じています。不登校の生徒がいることが気になります。自分の子供が
そのような状況になった場合の対応を正しく行えるか不安です。残りの
中学校生活をしっかりと過ごせるよう親としてバックアップしていきますの
で、今後ともご指導を宜しくお願いいたします。

子供たちの声を聞きながら、子供たちが目標に向かって、より主体的に
部活動に取り組んでいけるよう努めて参ります。各部とも今後も保護者
の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

清掃活動等に力を入れ、校舎内外の環境整備に子供たちと一緒に取り組
んでいきたいと思います。

昨年の秋から年末にかけて特に雨漏りがひどくなり、町教育委員会に報
告し、応急の対応をしていただいておりました。これまで冬期間で雪が
積もっている状態であったため、作業ができない状態でしたが早ければ
３月末ぐらいから補修工事に入る予定となっております。

保護者の皆様からいただいたご意見やご要望（記述部分）

入選・入賞おめでとう！

【令和３年度 学校給食に関する標語入選作品】

☆佳作 ２年 OHさん「完食だ きれいなお皿に 大変身！」

☆佳作 ３年 ET君「給食を 残さず食べて SDGｓ」

【２０２２ スキー技術選みやぎカップ 中学生の部】

☆第１位 ３年 NY君

【２０２２ えぼしリゾートスキー技術選 中学生男子の部】

☆優勝 ３年 NY君

【第21回河北杯争奪アザレアスキー技術選手権大会 中学生の部】

☆第２位 ３年 NY君

【令和３年度 白石刈田地区中学校体育連盟表彰】

☆功績賞 ３年 KS君

【2021年度宮城県ジュニアオリンピック水泳】

☆男子 ５０ｍバタフライ 第２位 ３年 KS君

☆男子１００ｍバタフライ 第５位 ３年 KS君

☆男子２００ｍバタフライ 第３位 ３年 KS君

◎アンケートへのご協力ありがとうございました。今後も何かございましたら、ご遠慮なく学校までご連絡ください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

（令和４年２月～）


