
 

 

 

 

 

祭などの学校行事

へのご協力

間意識の向上が図られました。その中で

力で解決していこうとする姿や意欲が見られました。

ています。また

生徒が充実した学校生活を送ることができたと考えられます。（詳細は裏面をごらんください）

ありました。それぞれの問題について

ているところです。

は積極的に取り組んでまいります。

す。

した講演会を開催しました。

ーを選択

挫折を自分の向上につなげたこと、プロの道ではなく、今後の人生で様々な人との関わりが多い一般企業

の社員としてラグビーを続けていること、全日本のキャプテンとして

とをチームのメンバーに伝えていることなどをお話ししていただきました。

長かった２学期も今日で終わり

祭などの学校行事

へのご協力、

皆様のご支援ご協力を賜り

２学期は体育祭や文化祭などの大きな行事があり

間意識の向上が図られました。その中で

力で解決していこうとする姿や意欲が見られました。

１２月初旬に実施しました学校アンケートの結果では

ています。また

生徒が充実した学校生活を送ることができたと考えられます。（詳細は裏面をごらんください）

しかし一方

ありました。それぞれの問題について

ているところです。

なお、学校アンケートでお寄せいただいたご意見ご要望に関しましては

は積極的に取り組んでまいります。

保護者の皆様には

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１８日（木）午後から、本校卒業生である坂井克行さんをお迎えして、「夢の実現」をテーマに

した講演会を開催しました。

この日は、大雪に見舞われ、開催が危ぶまれましたが、地域の方も参加していただきました。

中学校時代サッカーをしていた坂井さんが

ーを選択したこと

挫折を自分の向上につなげたこと、プロの道ではなく、今後の人生で様々な人との関わりが多い一般企業

の社員としてラグビーを続けていること、全日本のキャプテンとして

とをチームのメンバーに伝えていることなどをお話ししていただきました。

長かった２学期も今日で終わり

祭などの学校行事、授業参観や保護者会へのご参加

、まことにありがとうございました。

皆様のご支援ご協力を賜り

２学期は体育祭や文化祭などの大きな行事があり

間意識の向上が図られました。その中で

力で解決していこうとする姿や意欲が見られました。

１２月初旬に実施しました学校アンケートの結果では

ています。また、人間関係についても

生徒が充実した学校生活を送ることができたと考えられます。（詳細は裏面をごらんください）

しかし一方、からかわれたり

ありました。それぞれの問題について

ているところです。 

学校アンケートでお寄せいただいたご意見ご要望に関しましては

は積極的に取り組んでまいります。

保護者の皆様には、今後とも本校の教育に対しまして

１２月１８日（木）午後から、本校卒業生である坂井克行さんをお迎えして、「夢の実現」をテーマに

した講演会を開催しました。

この日は、大雪に見舞われ、開催が危ぶまれましたが、地域の方も参加していただきました。

中学校時代サッカーをしていた坂井さんが

したこと、１つのきっかけで夢に大きく前進すること、全日本の合宿で挫折を味わったが、その

挫折を自分の向上につなげたこと、プロの道ではなく、今後の人生で様々な人との関わりが多い一般企業

の社員としてラグビーを続けていること、全日本のキャプテンとして

とをチームのメンバーに伝えていることなどをお話ししていただきました。

長かった２学期も今日で終わり、

授業参観や保護者会へのご参加

まことにありがとうございました。

皆様のご支援ご協力を賜り、本日の終業式を迎えることができました。感謝申し上げます。

２学期は体育祭や文化祭などの大きな行事があり

間意識の向上が図られました。その中で

力で解決していこうとする姿や意欲が見られました。

１２月初旬に実施しました学校アンケートの結果では

人間関係についても

生徒が充実した学校生活を送ることができたと考えられます。（詳細は裏面をごらんください）

からかわれたり、悪口をいわれたり、物を隠されたりといったいじめの問題

ありました。それぞれの問題について

学校アンケートでお寄せいただいたご意見ご要望に関しましては

は積極的に取り組んでまいります。

今後とも本校の教育に対しまして

１２月１８日（木）午後から、本校卒業生である坂井克行さんをお迎えして、「夢の実現」をテーマに

した講演会を開催しました。 

この日は、大雪に見舞われ、開催が危ぶまれましたが、地域の方も参加していただきました。

中学校時代サッカーをしていた坂井さんが

、１つのきっかけで夢に大きく前進すること、全日本の合宿で挫折を味わったが、その

挫折を自分の向上につなげたこと、プロの道ではなく、今後の人生で様々な人との関わりが多い一般企業

の社員としてラグビーを続けていること、全日本のキャプテンとして

とをチームのメンバーに伝えていることなどをお話ししていただきました。

、明日から冬季休業期間に入ります。保護者の皆様には

授業参観や保護者会へのご参加

まことにありがとうございました。

本日の終業式を迎えることができました。感謝申し上げます。

２学期は体育祭や文化祭などの大きな行事があり

間意識の向上が図られました。その中で、生徒の生き生きとした活動の様子が見られ

力で解決していこうとする姿や意欲が見られました。

１２月初旬に実施しました学校アンケートの結果では

人間関係についても、９割以上の生徒がうまくいっていると答えています。ほとんどの

生徒が充実した学校生活を送ることができたと考えられます。（詳細は裏面をごらんください）

、悪口をいわれたり、物を隠されたりといったいじめの問題

ありました。それぞれの問題について、学級担任および学年や学校全体で取り組みを強化し

学校アンケートでお寄せいただいたご意見ご要望に関しましては

は積極的に取り組んでまいります。 

今後とも本校の教育に対しまして

１２月１８日（木）午後から、本校卒業生である坂井克行さんをお迎えして、「夢の実現」をテーマに

この日は、大雪に見舞われ、開催が危ぶまれましたが、地域の方も参加していただきました。

中学校時代サッカーをしていた坂井さんが、「全国大会に出場したい」という夢の実現のために

、１つのきっかけで夢に大きく前進すること、全日本の合宿で挫折を味わったが、その

挫折を自分の向上につなげたこと、プロの道ではなく、今後の人生で様々な人との関わりが多い一般企業

の社員としてラグビーを続けていること、全日本のキャプテンとして

とをチームのメンバーに伝えていることなどをお話ししていただきました。

明日から冬季休業期間に入ります。保護者の皆様には

授業参観や保護者会へのご参加、登校時安全指導や挨拶運動

まことにありがとうございました。 

本日の終業式を迎えることができました。感謝申し上げます。

２学期は体育祭や文化祭などの大きな行事があり、それに向けて学級や学年全体の取り組みにより

生徒の生き生きとした活動の様子が見られ

力で解決していこうとする姿や意欲が見られました。 

１２月初旬に実施しました学校アンケートの結果では、

９割以上の生徒がうまくいっていると答えています。ほとんどの

生徒が充実した学校生活を送ることができたと考えられます。（詳細は裏面をごらんください）

、悪口をいわれたり、物を隠されたりといったいじめの問題

担任および学年や学校全体で取り組みを強化し

学校アンケートでお寄せいただいたご意見ご要望に関しましては

今後とも本校の教育に対しまして、

１２月１８日（木）午後から、本校卒業生である坂井克行さんをお迎えして、「夢の実現」をテーマに

この日は、大雪に見舞われ、開催が危ぶまれましたが、地域の方も参加していただきました。

、「全国大会に出場したい」という夢の実現のために

、１つのきっかけで夢に大きく前進すること、全日本の合宿で挫折を味わったが、その

挫折を自分の向上につなげたこと、プロの道ではなく、今後の人生で様々な人との関わりが多い一般企業

の社員としてラグビーを続けていること、全日本のキャプテンとして

とをチームのメンバーに伝えていることなどをお話ししていただきました。

学校HP アドレス

明日から冬季休業期間に入ります。保護者の皆様には

登校時安全指導や挨拶運動

本日の終業式を迎えることができました。感謝申し上げます。

それに向けて学級や学年全体の取り組みにより

生徒の生き生きとした活動の様子が見られ

、約９割の生徒が「学校生活は楽しい」と回答し

９割以上の生徒がうまくいっていると答えています。ほとんどの

生徒が充実した学校生活を送ることができたと考えられます。（詳細は裏面をごらんください）

、悪口をいわれたり、物を隠されたりといったいじめの問題

担任および学年や学校全体で取り組みを強化し

学校アンケートでお寄せいただいたご意見ご要望に関しましては

、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げま

１２月１８日（木）午後から、本校卒業生である坂井克行さんをお迎えして、「夢の実現」をテーマに

この日は、大雪に見舞われ、開催が危ぶまれましたが、地域の方も参加していただきました。

、「全国大会に出場したい」という夢の実現のために

、１つのきっかけで夢に大きく前進すること、全日本の合宿で挫折を味わったが、その

挫折を自分の向上につなげたこと、プロの道ではなく、今後の人生で様々な人との関わりが多い一般企業

の社員としてラグビーを続けていること、全日本のキャプテンとして

とをチームのメンバーに伝えていることなどをお話ししていただきました。

アドレス http://www.yokka ich i .ed. jp/ i ryo

明日から冬季休業期間に入ります。保護者の皆様には

登校時安全指導や挨拶運動

本日の終業式を迎えることができました。感謝申し上げます。

それに向けて学級や学年全体の取り組みにより

生徒の生き生きとした活動の様子が見られ

約９割の生徒が「学校生活は楽しい」と回答し

９割以上の生徒がうまくいっていると答えています。ほとんどの

生徒が充実した学校生活を送ることができたと考えられます。（詳細は裏面をごらんください）

、悪口をいわれたり、物を隠されたりといったいじめの問題

担任および学年や学校全体で取り組みを強化し

学校アンケートでお寄せいただいたご意見ご要望に関しましては、検討し改善できる点について

ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げま

１２月１８日（木）午後から、本校卒業生である坂井克行さんをお迎えして、「夢の実現」をテーマに

この日は、大雪に見舞われ、開催が危ぶまれましたが、地域の方も参加していただきました。

、「全国大会に出場したい」という夢の実現のために

、１つのきっかけで夢に大きく前進すること、全日本の合宿で挫折を味わったが、その

挫折を自分の向上につなげたこと、プロの道ではなく、今後の人生で様々な人との関わりが多い一般企業

の社員としてラグビーを続けていること、全日本のキャプテンとして「規律を守る」「あきらめない」こ

とをチームのメンバーに伝えていることなどをお話ししていただきました。 

平成 26

http://www.yokka ich i .ed. jp/ i ryo

明日から冬季休業期間に入ります。保護者の皆様には、

登校時安全指導や挨拶運動、除草作業等ＰＴＡ活動

本日の終業式を迎えることができました。感謝申し上げます。

それに向けて学級や学年全体の取り組みにより

生徒の生き生きとした活動の様子が見られ、課題を自分たちの

約９割の生徒が「学校生活は楽しい」と回答し

９割以上の生徒がうまくいっていると答えています。ほとんどの

生徒が充実した学校生活を送ることができたと考えられます。（詳細は裏面をごらんください）

、悪口をいわれたり、物を隠されたりといったいじめの問題

担任および学年や学校全体で取り組みを強化し

検討し改善できる点について

ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げま

１２月１８日（木）午後から、本校卒業生である坂井克行さんをお迎えして、「夢の実現」をテーマに

この日は、大雪に見舞われ、開催が危ぶまれましたが、地域の方も参加していただきました。

、「全国大会に出場したい」という夢の実現のために

、１つのきっかけで夢に大きく前進すること、全日本の合宿で挫折を味わったが、その

挫折を自分の向上につなげたこと、プロの道ではなく、今後の人生で様々な人との関わりが多い一般企業

「規律を守る」「あきらめない」こ

26 年１２月２２日（

第2５号 

http://www.yokka ich i .ed. jp/ i ryo

、体育祭や文化

除草作業等ＰＴＡ活動

本日の終業式を迎えることができました。感謝申し上げます。 

それに向けて学級や学年全体の取り組みにより

課題を自分たちの

約９割の生徒が「学校生活は楽しい」と回答し

９割以上の生徒がうまくいっていると答えています。ほとんどの

生徒が充実した学校生活を送ることができたと考えられます。（詳細は裏面をごらんください） 

、悪口をいわれたり、物を隠されたりといったいじめの問題も少なからず

担任および学年や学校全体で取り組みを強化し、解決を図っ

検討し改善できる点について

ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げま

１２月１８日（木）午後から、本校卒業生である坂井克行さんをお迎えして、「夢の実現」をテーマに

この日は、大雪に見舞われ、開催が危ぶまれましたが、地域の方も参加していただきました。 

、「全国大会に出場したい」という夢の実現のためにラグビ

、１つのきっかけで夢に大きく前進すること、全日本の合宿で挫折を味わったが、その

挫折を自分の向上につなげたこと、プロの道ではなく、今後の人生で様々な人との関わりが多い一般企業

「規律を守る」「あきらめない」こ

日（月） 

 

http://www.yokka ich i .ed. jp/ i ryo  
 

体育祭や文化

除草作業等ＰＴＡ活動

それに向けて学級や学年全体の取り組みにより、仲

課題を自分たちの

約９割の生徒が「学校生活は楽しい」と回答し

９割以上の生徒がうまくいっていると答えています。ほとんどの

も少なからず

解決を図っ

検討し改善できる点について

ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げま

１２月１８日（木）午後から、本校卒業生である坂井克行さんをお迎えして、「夢の実現」をテーマに

ラグビ

、１つのきっかけで夢に大きく前進すること、全日本の合宿で挫折を味わったが、その

挫折を自分の向上につなげたこと、プロの道ではなく、今後の人生で様々な人との関わりが多い一般企業

「規律を守る」「あきらめない」こ



おおおお
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ートは

ケートの集約と結果の概要がまとまりましたのでお知らせいたします。

＆スタディ

座

動

設問に対して

定的に回答しています。

の努力が認められたと考えられます。

しています。

１割の生徒に対して、さらに

の努力と工夫が必要であると考えます。

いたします。また

改善できるところから

す。

最後に、世界と戦っている坂井さんが最後に４つのこと伝えてくださいました。

○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない
○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）
○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす
○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く

おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい

 

□□□□□□□□□□□□

１２月初旬に実施いたしました学校アンケートにつきまして

ートは、学校自己評価を行い

ケートの集約と結果の概要がまとまりましたのでお知らせいたします。

本年度は、７月に第１回目を実施し

＆スタディ・

座などを実施し

動の充実」に重点を置き、

第２回目の今回は、

「学校教育目標実現に向けた努力」「充実した学校生活」

設問に対して

また、「キャリア教育の推進」「情報の発信・受信」の項目の設問に対して、保護者の回答者の約

定的に回答しています。

回答された保護者の

の努力が認められたと考えられます。

また、「部活動

今年度の２学期以降の

さらに、生徒からの回答では、

しています。

回答した生徒の

１割の生徒に対して、さらに

また、「道徳・人権教育の充実」「仲間づくり」「生徒指導上の問題への対応」「教育相談」

の努力と工夫が必要であると考えます。

なお、アンケート結果の詳細については

いたします。また

改善できるところから

す。                     

最後に、世界と戦っている坂井さんが最後に４つのこと伝えてくださいました。

○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない
○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）
○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす
○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く
しいしいしいしいととととこここころろろろ

□□□□□□□□□□□□    学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力

月初旬に実施いたしました学校アンケートにつきまして

学校自己評価を行い

ケートの集約と結果の概要がまとまりましたのでお知らせいたします。

本年度は、７月に第１回目を実施し

・タイム、読み聞かせ集会、

などを実施し、「わかる授業」「適切な評価」「道徳・人権教育の充実」「生徒指導」「情報発信・受信」「部活

に重点を置き、

第２回目の今回は、全体としては

「学校教育目標実現に向けた努力」「充実した学校生活」

設問に対して、保護者の回答者の８

また、「キャリア教育の推進」「情報の発信・受信」の項目の設問に対して、保護者の回答者の約

定的に回答しています。 

回答された保護者の８

の努力が認められたと考えられます。

「部活動の充実」の項目では

２学期以降の取り組みが成果として表れたものと考えられます。

生徒からの回答では、

しています。 

回答した生徒の９割が

１割の生徒に対して、さらに

また、「道徳・人権教育の充実」「仲間づくり」「生徒指導上の問題への対応」「教育相談」

の努力と工夫が必要であると考えます。

アンケート結果の詳細については

いたします。また、お寄せいただいたご意見ご要望については

改善できるところから、

                     

最後に、世界と戦っている坂井さんが最後に４つのこと伝えてくださいました。

○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない
○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）
○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす
○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く

ろろろろ、、、、誠誠誠誠ににににああああ

学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力

月初旬に実施いたしました学校アンケートにつきまして

学校自己評価を行い、本校の教育活動の改善と教育の質の向上を図ることを目的としています。

ケートの集約と結果の概要がまとまりましたのでお知らせいたします。

本年度は、７月に第１回目を実施し

タイム、読み聞かせ集会、

、「わかる授業」「適切な評価」「道徳・人権教育の充実」「生徒指導」「情報発信・受信」「部活

に重点を置き、２学期以降の教育活動に生かしてまいりました。

全体としては、

「学校教育目標実現に向けた努力」「充実した学校生活」

保護者の回答者の８割

また、「キャリア教育の推進」「情報の発信・受信」の項目の設問に対して、保護者の回答者の約

 

８割以上から良い

の努力が認められたと考えられます。

の充実」の項目では

取り組みが成果として表れたものと考えられます。

生徒からの回答では、「わかる授業」

割が、授業がわかりやすいと感じている点は評価できますが

１割の生徒に対して、さらに教師の努力

また、「道徳・人権教育の充実」「仲間づくり」「生徒指導上の問題への対応」「教育相談」

の努力と工夫が必要であると考えます。

アンケート結果の詳細については

お寄せいただいたご意見ご要望については

、鋭意取り組んでまいります。ご意見ご要望をお寄せいただいた皆様に感謝申し上げま

                     

最後に、世界と戦っている坂井さんが最後に４つのこと伝えてくださいました。

○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない
○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）
○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす
○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く

あああありりりりががががとうとうとうとう

学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力

月初旬に実施いたしました学校アンケートにつきまして

本校の教育活動の改善と教育の質の向上を図ることを目的としています。

ケートの集約と結果の概要がまとまりましたのでお知らせいたします。

本年度は、７月に第１回目を実施しました。その結果をもとに、

タイム、読み聞かせ集会、図書館の充実、

、「わかる授業」「適切な評価」「道徳・人権教育の充実」「生徒指導」「情報発信・受信」「部活

２学期以降の教育活動に生かしてまいりました。

、昨年度の結果と同様もしくは若干良い

「学校教育目標実現に向けた努力」「充実した学校生活」

割強（注）が肯定的に回答しています。

また、「キャリア教育の推進」「情報の発信・受信」の項目の設問に対して、保護者の回答者の約

から良い評価を得られたのは

の努力が認められたと考えられます。 

の充実」の項目では、保護者の肯定的な回答は昨年度に比べて

取り組みが成果として表れたものと考えられます。

「わかる授業」「適切な評価」

授業がわかりやすいと感じている点は評価できますが

教師の努力と工夫が必要だと考えられます

また、「道徳・人権教育の充実」「仲間づくり」「生徒指導上の問題への対応」「教育相談」

の努力と工夫が必要であると考えます。 

アンケート結果の詳細については、今後

お寄せいただいたご意見ご要望については

鋭意取り組んでまいります。ご意見ご要望をお寄せいただいた皆様に感謝申し上げま

                     

最後に、世界と戦っている坂井さんが最後に４つのこと伝えてくださいました。

○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない○人生は思ったようにいかない 
○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）
○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にす○人との出会いを大切にするるるる 
○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く

とうとうとうとうごごごございざいざいざい

学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力学校アンケートへのご協力    

月初旬に実施いたしました学校アンケートにつきまして

本校の教育活動の改善と教育の質の向上を図ることを目的としています。

ケートの集約と結果の概要がまとまりましたのでお知らせいたします。

その結果をもとに、

図書館の充実、卒業生からの講演、外部指導者のよるネットモラル講

、「わかる授業」「適切な評価」「道徳・人権教育の充実」「生徒指導」「情報発信・受信」「部活

２学期以降の教育活動に生かしてまいりました。

昨年度の結果と同様もしくは若干良い

「学校教育目標実現に向けた努力」「充実した学校生活」「危機管理体制」

が肯定的に回答しています。

また、「キャリア教育の推進」「情報の発信・受信」の項目の設問に対して、保護者の回答者の約

評価を得られたのは

保護者の肯定的な回答は昨年度に比べて

取り組みが成果として表れたものと考えられます。

「適切な評価」

授業がわかりやすいと感じている点は評価できますが

が必要だと考えられます

また、「道徳・人権教育の充実」「仲間づくり」「生徒指導上の問題への対応」「教育相談」

今後、課題解決の方策等の検討を行い

お寄せいただいたご意見ご要望については

鋭意取り組んでまいります。ご意見ご要望をお寄せいただいた皆様に感謝申し上げま

                     （注）「そう思う」「だいたいそう思う」を合わせた割合

最後に、世界と戦っている坂井さんが最後に４つのこと伝えてくださいました。

 
○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）

○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く○規律を守ることが、信頼関係を築く                        
ざいざいざいざいまままましししした。た。た。た。

    ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました

月初旬に実施いたしました学校アンケートにつきまして、ご協力ありがとうございました。このアンケ

本校の教育活動の改善と教育の質の向上を図ることを目的としています。

ケートの集約と結果の概要がまとまりましたのでお知らせいたします。 

その結果をもとに、学校教育目標実現に向け、特に、クリーン

卒業生からの講演、外部指導者のよるネットモラル講

、「わかる授業」「適切な評価」「道徳・人権教育の充実」「生徒指導」「情報発信・受信」「部活

２学期以降の教育活動に生かしてまいりました。

昨年度の結果と同様もしくは若干良い

「危機管理体制」

が肯定的に回答しています。

また、「キャリア教育の推進」「情報の発信・受信」の項目の設問に対して、保護者の回答者の約

評価を得られたのは、西陵中学校をより良い

保護者の肯定的な回答は昨年度に比べて

取り組みが成果として表れたものと考えられます。

「適切な評価」の項目に対して

授業がわかりやすいと感じている点は評価できますが

が必要だと考えられます。

また、「道徳・人権教育の充実」「仲間づくり」「生徒指導上の問題への対応」「教育相談」

課題解決の方策等の検討を行い

お寄せいただいたご意見ご要望については、改善に向けての貴重な資料とさせていただき

鋭意取り組んでまいります。ご意見ご要望をお寄せいただいた皆様に感謝申し上げま

「そう思う」「だいたいそう思う」を合わせた割合

最後に、世界と戦っている坂井さんが最後に４つのこと伝えてくださいました。

○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）

                        
た。た。た。た。 

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました

ご協力ありがとうございました。このアンケ

本校の教育活動の改善と教育の質の向上を図ることを目的としています。

 

学校教育目標実現に向け、特に、クリーン

卒業生からの講演、外部指導者のよるネットモラル講

、「わかる授業」「適切な評価」「道徳・人権教育の充実」「生徒指導」「情報発信・受信」「部活

２学期以降の教育活動に生かしてまいりました。 

昨年度の結果と同様もしくは若干良い評価が得ら

「危機管理体制」「保護者・地域との連携」の項目の

が肯定的に回答しています。 

また、「キャリア教育の推進」「情報の発信・受信」の項目の設問に対して、保護者の回答者の約

西陵中学校をより良い

保護者の肯定的な回答は昨年度に比べて、約７ポイント増加しました

取り組みが成果として表れたものと考えられます。 

の項目に対して、約９

授業がわかりやすいと感じている点は評価できますが、そのように感じていない約

。 

また、「道徳・人権教育の充実」「仲間づくり」「生徒指導上の問題への対応」「教育相談」

課題解決の方策等の検討を行い、

改善に向けての貴重な資料とさせていただき

鋭意取り組んでまいります。ご意見ご要望をお寄せいただいた皆様に感謝申し上げま

「そう思う」「だいたいそう思う」を合わせた割合

最後に、世界と戦っている坂井さんが最後に４つのこと伝えてくださいました。 

○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない）○矢印は自分に向ける（失敗を人のせいにしない） 

                         

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました    

ご協力ありがとうございました。このアンケ

本校の教育活動の改善と教育の質の向上を図ることを目的としています。

学校教育目標実現に向け、特に、クリーン

卒業生からの講演、外部指導者のよるネットモラル講

、「わかる授業」「適切な評価」「道徳・人権教育の充実」「生徒指導」「情報発信・受信」「部活

評価が得られました。

「保護者・地域との連携」の項目の

また、「キャリア教育の推進」「情報の発信・受信」の項目の設問に対して、保護者の回答者の約

西陵中学校をより良い学校にするための学校側

約７ポイント増加しました

約９割（注）が肯定的に回答

そのように感じていない約

また、「道徳・人権教育の充実」「仲間づくり」「生徒指導上の問題への対応」「教育相談」に関

、保護者の皆様にお知らせ

改善に向けての貴重な資料とさせていただき

鋭意取り組んでまいります。ご意見ご要望をお寄せいただいた皆様に感謝申し上げま

「そう思う」「だいたいそう思う」を合わせた割合

    □□□□□□□□□□□□ 

ご協力ありがとうございました。このアンケ

本校の教育活動の改善と教育の質の向上を図ることを目的としています。アン

学校教育目標実現に向け、特に、クリーン

卒業生からの講演、外部指導者のよるネットモラル講

、「わかる授業」「適切な評価」「道徳・人権教育の充実」「生徒指導」「情報発信・受信」「部活

れました。 

「保護者・地域との連携」の項目の

また、「キャリア教育の推進」「情報の発信・受信」の項目の設問に対して、保護者の回答者の約８割（注）が肯

学校にするための学校側

約７ポイント増加しました

割（注）が肯定的に回答

そのように感じていない約

関しても、一層

保護者の皆様にお知らせ

改善に向けての貴重な資料とさせていただき、

鋭意取り組んでまいります。ご意見ご要望をお寄せいただいた皆様に感謝申し上げま

「そう思う」「だいたいそう思う」を合わせた割合 

 

ご協力ありがとうございました。このアンケ

アン

学校教育目標実現に向け、特に、クリーン

卒業生からの講演、外部指導者のよるネットモラル講

、「わかる授業」「適切な評価」「道徳・人権教育の充実」「生徒指導」「情報発信・受信」「部活

「保護者・地域との連携」の項目の

が肯

学校にするための学校側

約７ポイント増加しました。 

割（注）が肯定的に回答

そのように感じていない約

、一層

保護者の皆様にお知らせ

、

鋭意取り組んでまいります。ご意見ご要望をお寄せいただいた皆様に感謝申し上げま


