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について（一部抜粋
一部抜粋）
２月に入りました。
２月に入りました。本年度の
本年度のまとめの時期となって
まとめの時期となって
まとめの時期となってまいり
まいりました。今年度の教育活動等の成果と課
ました。今年度の教育活動等の成果と課
題を明らかにし
題を明らかにし、次年度に備えていきたいと考えております。
、次年度に備えていきたいと考えております。
、次年度に備えていきたいと考えております。前回の「学校だより」では、
前回の「学校だより」では、
前回の「学校だより」では、2 学期に
いただきました
いただきました「学校評価
「学校評価アンケート」
ンケート」の概要をお知らせしました。
概要をお知らせしました。今回は、
概要をお知らせしました。
「学校評価アンケート」
に記入いただきました
に記入いただきました保護者
保護者の皆様
の皆様からのご要望
からのご要望・ご意見に対する回答をお
ご意見に対する回答をお伝え
ご意見に対する回答をお 伝えします。
します。

1 自転車のマナーについて
・相変わらず自転車のマナーが悪すぎる。道をふさぐように並び、危険である。
・自転車のマナー悪すぎ ルールを守らない生徒に罰則をあたえてほしい。無理であればもっと帰り
に先生が道路に立ち指導して欲しい。
【回答】
、本年度は、自動車のドライバーの視点からのＶＴＲを用いた安全集会、危険個所の聞き取り等を実施
し生徒の安全意識向上を目指しました。また、本校の自転車通学はあくまで「許可制」であり、
「きまり」
を守れない生徒に対しては、
「自転車通学許可願い」の再提出を求めるなどの措置をとっております。今
後も、
後も、定期的な朝の交通指導、不定期な下校指導、学級、学年での安全に関する指導を引き続き行って
定期的な朝の交通指導、不定期な下校指導、学級、学年での安全に関する指導を引き続き行って
いきます。ご家庭でもご指導をお願いします 。

２ 教員の取組・姿勢について
・毎年、体育祭・文化祭を見させてもらって、先生方も子どもたちも一生懸命に取り組んでいる
様子で、いつも楽しませてもらっている。来年、子どもたちは卒業してしまうが、文化祭は
様子で、いつも楽しませてもらっている。来年、子どもたちは卒業してしまうが、文化祭は見せ
見せ
ていただきたいなあと思っている。
・クラスの雰囲気がとてもいいようだ。それは先生が「子どもたちをやる気にさせる」
「盛り上
「盛り上げ
げ
る」など
る」など、雰囲気作りをしてくれているおかげだと思う。先生ひとつでこんなに変わるのかと
雰囲気作りをしてくれているおかげだと思う。先生ひとつでこんなに変わるのかと
雰囲気作りをしてくれているおかげだと思う。先生ひとつでこんなに変わるのかと思
思
う。3 年生でこういう気持ちでいられるのはありがたい。他の先生たちも努力されていると思う
が、子どもたちを上から叱るばかりではなく、時には一緒にバカをやったり、どのクラスも雰囲
気の良い学校にしてほしい。
・西陵中の新たな取り組み（
・西陵中の新たな取り組み（CST)
CST)や来年度の合唱コンクールへの出場など先生方の前向きな姿勢
や来年度の合唱コンクールへの出場など先生方の前向きな姿勢
に期待している。

【回答】私たち教師は
【回答】私たち教師は、
、一人ひとりの生徒を大切に思い、日々生徒に接しています。また、すべての教師
ひとりの生徒を大切に思い、日々生徒に接しています。また、すべての教師
がこのようにありたいと思っています。ご期待に応えるよう、さらに努力してまいります。
しかし、一方で、以下のようなご意見もいただいております。
「子供が、授業がつまらないとよ

く言っている。好きな教科だけに楽しくないとがっかりしている。」
「担任や学年主任が、何か
子供に問題があった時の対応が遅く、とても不安だ。
」
「気性の激しい人が多いような気がする。」
「不機嫌でも、生徒には八つ当たりしないでほしい。」「ちゃんと教えてほしい。」など、我々
教師が、厳しく反省しなければいけないご意見もいただいております。こういったご意見に対
し真摯に受け止め、改善を図っていかなければならないと思っております。

３ 部活動について
部活動について
・部活動の時間が短く、休みの日もほとんど休み。もっと練習したいと言ってもできないと言ってい
る。部活動をもっと活気のある練習内容にしていってほしい。

・部活動の種類を増やして選択の幅を持たせてほしい（空手、卓球など）。そして、地域住民から
コーチを依頼するなどして地域ぐるみで活動する。
・１週間の中で（土、日を除いて）１日でも部活動なしの日を作ってほしい。

・土曜授業があると、体を休めることがないし、日曜日は大体部活で、２日とも体を休められなく
て大変だ。土曜授業をなくすか、土日のどっちかは部活を休みにしてほしい。
（2 名）
・部活動がはじめ聞いていた内容より厳しすぎる。土日はほとんど毎週練習試合、朝練も基本ナシ
とのことだったのに、基本アリのようで困る。
・部活動に必要な備品の充実、グランドの整備等、保護者・学校の協力が必要だと思う。

【回答】部活動につきましては、「もっと練習させるべきだ」という意見と「もっと練習を少なくするべ
きだ」という相反する２つのご意見をいただいております。心身ともに子どもたちを成長させてい
くうえで、部活動の役割は大変大きいものがあります。生徒の健康管理を十分に考えて、練習計画
をたてています。その上で、学校行事や大会日程に合わせた練習を組んでいくと、集中した練習を
行う期間も必要となってきます。限られた時間の中で、より中味の充実を図ってまいります。どう
ぞご理解いただきたいと思います。
また。生徒数、クラス数の減少に伴い、教員数の減少となっているため、以前のように多くの部
を存続させ、毎日活動させることが難しくなっています。備品の充実に関しては、四日市市の施設
ですので、教育委員会に要望を出し続けていきたいと思っております。

４ その他
・手紙もすべて出さない。話もあまりしないので、わからないことが多い。
・地域の皆さんに中学校の様子や活動などを知ってもらうために「西陵中学校だより」を小山
田・水沢地区の回覧板で見てもらうというのはどうか？小山田・水沢地区は高齢者が多いの
で、インターネットでＨＰを見ることができない方も多いのではないかと思うので。（2 名）
・文化祭の作品展示は、1 日公開にしてほしい。
（2 名）
・急な持ち物検査を行ってほしい。
【回答】今回のアンケートでは、各項目１割程度の保護者の方が「わからない」と回答しています。中学
生ともなると、保護者の方に学校の様子を話したがらなくなってくる時期です。学校だより、学年
通信、学校ホームページ等をご覧いただき、学校の様子についてお子様と話す一つのきっかけにし
ていただけるとありがたいです。
学校だよりの回覧については、地区市民センターと協議し、検討させていただきます。
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本年度
本年度の主
主な取組
取組について
ついて
「西陵中学校だより 第２６－１ 」に引き続き、
」に引き続き、今
今
年度の主な
主な取組内容について
についてお
お答えします
答えします。
今年度は
は、通常の教育活動（授業、行事等）以外に
、通常の教育活動（授業、行事等）以外に
、通常の教育活動（授業、行事等）以外にも、ゲストティーチャー（
も、ゲストティーチャー（
も、ゲストティーチャー（外部人材
外部人材）を積極
）を積極
的にお招きし、
“その道のプロ
その道のプロ”
”と出会える場を
と出会える場をつくって
つくってきました
きました。7 月には
月には絵本の読み聞かせのス
読み聞かせのス
ペシャリストを
ペシャリストをお招き
招きしました。
ました。10 月にはグリー（株）
月にはグリー（株）講師による情報ネットモラル
講師による情報ネットモラル
講師による情報ネットモラルについての講
についての講
演会を行い、
演会を行い、2 年生を対象に日本の
年生を対象に日本の和装文化の素晴らしさを伝えているＮＰＯ団体の方々による着
和装文化の素晴らしさを伝えているＮＰＯ団体の方々による着
付体験教室を実施しました
付体験教室を実施しました。12
12 月には本校卒業生の坂井克行さんから「夢の実現」というテーマで
月には本校卒業生の坂井克行さんから「夢の実現」というテーマで
お話をいただきました。
2 学期の後半から
の後半から「クリー
「クリーン＆スタディータイム」
＆スタディータイム」
（ＣＳＴ）
（ＣＳＴ）という時間を設定しました。
という時間を設定しました。
という時間を設定しました。掃除の
掃除の
時間に掃除をするグループと読み書き計算等
時間に掃除をするグループと読 み書き計算等のプリントをするグループに分かれて
プリントをするグループに分かれて
プリントをするグループに分かれて実施し
実施しました
ました。
3 学期からは
学期からは、毎週金曜日
、毎週金曜日、
“聞く力、聞き取る力
“
、聞き取る力”を養
”を養うため、日本語でのリスニングテスト
ため、日本語でのリスニングテスト
ため、日本語でのリスニングテストを
を
実施しています。
しています。この取組は、
この取組は、
「耳」を鍛え
「耳」を鍛え、集中力を養
集中力を養うことをねらいとしています
うことをねらいとしています
うことをねらいとしています。継続的に
継続的に
取り組んで
取り組んでいくことで、人の
いくことで、人の言葉を
言葉を落ち着いて
落ち着いて受け止め、理解するコミュニケーション能力の土台
受け止め、理解するコミュニケーション能力の土台
を養うこと
養うことや授業の理解度の向上
や授業の理解度の向上につながっていくものと
や授業の理解度の向上につながっていくものと期待しております
につながっていくものと期待しております
期待しております。
また、休憩時間に遊んでいて、それがきっかけとなってトラブルに発展している場合があります。
休憩時間も、できるだけ教師が各階にいて、危険な遊びやトラブルに発展しないように未然に防止
することを目指して取り組んでいます。
学年では、生徒の意見や
学年では、生徒の意見や考えを取り入れるため、班長会
考えを取り入れるため、班長会
考えを取り入れるため、班長会や室長によるリーダー会
室長によるリーダー会
室長によるリーダー会を開催し
を開催していま
ていま
す。子どもたちには、
子どもたちには、学級やリーダー会、専門委員会や生徒議会で、西陵中学校をよりよくするた
子どもたちには、学級やリーダー会、専門委員会や生徒議会で、西陵中学校をよりよくするた
めの意見を多く提案してくれることや、お互いに注
めの意見を多く提案してくれることや、お互いに注
意することができる集団を作り上げていく力をつけ
てほしいと願っております。
てほしいと
おります。
また、今回も学校の施設に関する要望を多数頂戴
また、
学校の施設に関する要望を多数頂戴
いたしました。今年度末には
いたしました。今年度末には、図書室に空調設備が
図書室に空調設備が
設置されることとなりました。今後も学校施設に関
されることとなりました。今後も学校施設に関
する要望に関しては、教育委員会を通して、市へ要
望していきたいと思っております。
望していきたいと思っております。
今回、貴重なご意見をたくさんいただきました。
今回、貴重なご意見をたくさんいただきました。可
可
能な限り保護者の皆様のご意見・ご要望に
な限り保護者の皆様のご意見・ご要望に
な限り保護者の皆様のご意見・ご要望に応えていけ
応えていけ
〔リス
スニングテストの様子（
ニングテストの様子（1
ニングテストの様子（ 年）〕

るよう、努力していきたいと考えておりま
るよう、努力していきたいと考えております。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

１月１９日（月）に保護者を対象とした平成２７年度新入生説明会を開催し
１月１９日（月）に保護者を対象とした平成２７年度新入生説明
しました。学校からは、
「学校づくりビジョン
「学校づくりビジョン・
・学校教育目標」
学校教育目標」
「日常の学校生活」
「部活動」
「生活のきまり」
「デリバリー給
食」等について
食」等について、担当者から説明させていただきました。
、担当者から説明させていただきました。
大変短い時間であったため、十分な説明とはなっておりませんでしたが、熱心に聴いていただき、
感謝しております。
ご近所に、来年度入学生の保護者の方がいらっしゃいましたら、入学後のアドバイスをよろしくお
願いしたいと思い
願いしたいと思います。
ます。

“緊急避難訓練”実施！
阪神淡路大震災から２０年。東日本大震災か
ら４年。防災・減災への心構え
防災・減災への心構え等を伝えてい
防災・減災への心構え等
いく
ために、１月２１日（水）
１月２１日（水）、生徒やほとんどの
、生徒 ほとんどの
教職員に予告なく、抜き打ちの地震発生による
避難訓練を実施しました。どの生徒も真剣な表
情でグランドに素早く集まることができまし
た。
震災の際は、中学生は救援活動の担い手とし
ての活躍が期待されます。

点灯式が行われました！
国道３０６号線と「幸福村」西側
国道３０６号線と「幸福村」西側のＴ字路に
と「幸福村」西側
新しく信号機を設置していただきました。以前
から地元のボランティアの皆さんに助けられ
ていました。地元自治会の皆様や本校ＰＴＡの
方々に粘り強く取り組んでいただいたおかげ
方々 粘り強く取り組んでいただいたおかげ
で、信号機が設置されました。
押しボタン式の信号機です。必ずボタンを押
して、信号が青に変わってから、渡るようにし
てください。

