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 雨天のため順延を余儀なくされた今年の体育祭、生徒のこの行事にかける思いは見事天に

通じ、２日遅れの開催となりましたが、絶好のコンディションで実施することができました。

保護者、地域の皆様には、順延にもかかわらず早朝から多数御来校くださり、熱く温かいご

声援をいただき、本当にありがとうございました。 

 おかげさまで、生徒全員が持てる力を存分に発揮し、思い出に残る体育祭となりました。 

 

 

 

 
初体験の１年生の感想から 

自分たちがやる種目は実行委員

が考えた。(中略)何度もだめ出

しをくらったが、先生の手助け

もあってとてもいい案を出すこ

とができた。 

普段はあまり話をすることがな

い別のクラスの人とも協力した

り励まし合ったりすることで、

良くなったり喜び合ったりでき

るようになりました。 

来年の体育祭がとても楽しみで

す。(中略)朱雀･白虎共に頑張る

ことができたのでとても良い体

育祭をつくることができたと思

います。 

次は、文化祭。テーマ『 Take Over Hand Over ～みんなの息吹を大和維新の風に～』の

もと、大和中の良き伝統を受け継ぎながら新たなレジェンドを創造する、そんな、ワクワク

する学校行事にしたいと思います。 
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 先月は、生徒の結果から見

えてきた課題についてお知ら

せいたしました。今月は、保

護者の皆様からのアンケート

結果をもとに考えてみます。 

 左のグラフが、お寄せいた

だいたアンケートを全校で集

計したものです。どの項目も

肯定的な評価が８割程度とな

っていることから、全体的に

は学校経営に対する好印象を

いただいたと考えられます。 

 しかし、(4)の清掃活動の取

組、(9)の基礎学習の効果、

(14)いじめ等の認識、(26)コ

ミスクについての各項目は、

他に比べて肯定的評価が低く

なっています。 

 特に、基礎学力定着をめざ

した取組について、効果を実

感できない保護者の方が多い

点は、早急に改善を図る必要

があると考えます。学力調査

や、学力定着状況確認問題の

分析を丁寧に行うと共に、全

校体制での実践を積み重ねた

いと思います。 

また、いじめや暴力につい

ては、「０」をめざす取組が必

要です。『大きな和宣言』が実

行できるよう、子どもたちの

自治意識の高揚や、子どもの

小さな変化を見逃さず、寄り

添う支援のあり方、そして情

報の共有や家庭との連携につ

いて見直しと改善を確実に進

めたいと考えます。 

11.3

33.6

31.0

26.7

26.1

29.6

30.4

23.5

23.5

38.8

19.8

23.3

18.3

21.7

46.6

16.4

27.6

17.2

45.7

34.5

30.2

44.0

21.6

28.4

29.3

56.0

57.4

56.0

49.1

56.0

65.2

54.8

57.4

63.5

64.3

53.4

70.7

63.8

58.3

64.3

49.1

63.8

51.7

48.3

38.8

55.2

46.6

44.8

47.4

47.4

50.0

31.9

27.8

9.5

16.4

11.2

7.8

15.7

12.2

12.2

12.2

7.8

9.5

12.9

19.1

13.9

4.3

19.8

18.1

31.9

14.7

10.3

19.0

10.3

28.4

21.6

17.2

10.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

(26) コミスクの活動に積極的に取り組む

(25) 小中連携の機運が高まっている

(24) 参観日などに積極的である

(23) 施設設備は整っている

(22) 安全に生活する

(21) 交通ルールを守る

(20) 進路について進んで学習する

(19) 行事、部活動等に楽しく取り組む

(18) 道徳の授業が、心の成長に役立つ

(17) 部活動に熱心に取り組む

(16) バランスのよい食生活を心がける

(15) ボランティア活動に進んで取り組む

(14) いじめや暴力のない学校

(13) 相手の立場に立った言動

(12) 社会や学校のルールを守る

(11) 補充学習は効果がある

(10) 学習の仕方の助言をする

(9) 基礎学習の効果がある

(8) 健康に気をつけて生活する

(7) 学校便りなどを家の人に渡す

(6) 家で学校の話をよくする

(5) あいさつをよくしている

(4) 清掃活動に熱心である

(3) 時間を守っている

(2) 家庭学習に毎日取り組む

(1) 学校に行くことが楽しい

第1回学校評価(保護者)

そう思う やや思う あまり思わない まったく思わない
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子どもと保護者および教職員で各項目について比べたものが以下のグラフです。３者とも

肯定的な評価が半数以上ですが、立場によって認識に差があるようです。この差を小さくす

るための改善策を図る必要があります。 

凡例： そう思う やや思う あまり思わない 全く思わない 各数値は％ 

   

   

   

   
 なお、これらの結果から 10月 18日(木)の学校運営協議会で、改善策を協議します。 

コミスクの認知度はまだまだ低いようです。 

生徒はきまりや社会のルールを守っているつもり？ 

チャレンジ目標の3 項目、生徒はできていると思っていても，，，，， 
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 １０月２日（火）に、芸術家の派遣事業として、

日本サロンコンサート協会の演奏家６名による

サロンコンサートが行われました。（写真） 

 １曲目からフロアーでの演奏に驚きと戸惑い

を隠せない様子の子どもたちでしたが、リーダー

の小林玄人さんによる軽快なトークと分かりや

すい説明で、会場全体はすぐに打ち解けたムード

となりました。 

子どもたちは、様々な楽器について学び、中に

はステージでの共演、指揮者の体験をさせてもら

うなど、楽しくそして感動的な演奏会となりまし

た。 

 プロの演奏を視聴し、またその演奏家と間近で

接する機会はなかなか得られるものではありま

せん。文化庁が主催する事業ですが、このような

文化・芸能に触れる場を積極的に設けることで、

心豊かな幅広い人格形成や子どもたちの可能性

を広げていければ幸いです。 

 
 １０月１日（月）から、赤い羽根共同募金の

活動が全国一斉に始まりました。大和地域でも

社会福祉協議会を中心に展開されていますが、

生徒会執行部を中心に街頭募金の活動に協力し

ました。（写真） 

 たくさんの地域の方々からの募金を頂戴し、

生徒もその多さに驚き、地域社会の活動に貢献

するよろこびを感じたようです。 

 
 今年も、１０月２８日（日）の文化祭で、Ｐ

ＴＡ合唱を行います。団員募集のお手紙を先日

配布いたしました。ふるってご参加くださるよ

うお願いいたします。練習の予定は以下の通り

です。 

 １０／１８日（木）・２５（木）18:00～ 

 １０／２７（土）15:00～  

 
10(水) 小中ふれあい交流学習(各小学校) 

11(木) 大和地域ノーメディアデー 

13(土) 長距離継走大会(周防小学校) 

15(月) 第３回定期テスト・携帯安全教室 

24(水) 学力定着状況確認問題(１･２年生) 

28(日) 文化祭（27日は準備） 
 

 

丸久前で募金活動をする生徒 

共演する生徒(左)と指揮者体験(右) 

日本サロンコンサート協会の方々 


