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第２回 学校生活アンケート（生徒向け）より 

～充実した活動ができました～ 
校長 安藤 宏 
 

 12月 18日には初雪が空を舞いました。いよいよ冬

本番を迎えます。令和3年もコロナ禍で始まり、終息す

ることなく、終ろうとしています。保護者の皆様、地域

の皆様には、様々な予定が二転三転し、制限の多い中

での本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠

にありがとうございました。この場をかりて、感謝申し

あげます。 

 岐阜県にまん延防止等重点措置が施行されている

中、夏休みがあけ、その後緊急事態宣言が発令される

など新型コロナウイルスの感染状況が拡大しました。し

かし、10月頃より感染状況が落ち着き、それにともな

って、本校も感染予防に徹しながらも、様々な行事や

活動を実施してまいりました。10月6日には体育祭、

そして 11月 16～18日の3年生修学旅行を始め、各

学年の旅行的行事を実施しました。また、本日縦割り学

年による「合唱祭」も行いました。「できることを」「でき

る範囲で」「工夫して」「感染対策を怠らず」を合い言葉

に、活動してまいりました。そのこともあって、学校に

少しずつ活気や笑顔が戻ってきました。 

 12月に全校生徒に実施した「第2回学校生活アンケ

ート」の数値にもそれがあらわれていました。 

 学校満足度を測る４つの項目「学校は楽しい」「みんな

で活動することは楽しい」「授業に進んで参加してい

る」「授業がわかる」は、いずれも「よくあてはまる」「あ

てはまる」の合計数値が８０％を超えました。また３つ

の項目で第 1回の数値を上回りました。多くの生徒が

充実した生活を送っていると考えています。また、21

項目の質問事項の中で最も数値が上がったのは「合唱

に意欲的に取り組んでいる」の項目です。「マスク着

用」、「距離をとって」など制限もありますが、北陵中学

校伝統の「合唱」の歌声が、少しずつ校舎内に響き始め

ています。 

 

 

 多治見市立北陵中学校 

     多治見市旭ケ丘１０－６ 

TEL ０５７２－２７－６０６８ 

http:// school.city.tajimi.lg.jp/hokuryo/ 
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【成果】 

本校が大切にしている「一人一役」（自分の役割に責任をもって最後までやりとげる）という項目の数値

もさらにあがりました。全校で９４％の生徒が、「よくあてはまる」「あてはまる」と回答し全項目の中で最

もよい数値です。また、「時間いっぱい黙々と掃除に取り組んでいる」という項目も数値をあげました。生

徒達は校訓である「誠実」な姿を生活の様々な場面で見せています。 

 本校では、そのお互いの「ステキな姿」を黙確（帰りの会）の時間にクラスで発表し合ったり、行事の反省

会で認め合ったりするなどの活動を大切にしています。 「自分の良さをわかってくれる仲間はいますか」

という（仲間からの承認）を尋ねる質問項目も第１回から数値があがり、全校で８７％となりました。上記

の取り組み等に取り組んだ成果として、「みんなで活動することは楽しい」という活動の満足度を上げて

いるものと考えます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主的に活動を展開しているMSJリーダーズ 朝の挨拶活動 
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【課題】 

「学校満足度」の尺度の１つ「授業がよくわか

る」の数値が唯一８５％を超えていないこと、7

月の数値と大きく変わりませんが、「よくあては

まる」の数値が若干下がっていることです。学習

内容もどんどん難しくなっていきますが、授業

改善を繰り返し、生徒が「わかった」「できた」と

いう授業づくりを目指し、これからも職員一同

研鑽を重ねていきます。自分に十分自信がもて

ないため、「自分の考えや意見を発表しています

か」という項目の数値が、７９％と第 1回よりは

伸びたもののまだまだです。 「難しいことでも

失敗を恐れず挑戦していますか」（自立力）「自分

によいところはありますか」（自己肯定感）とい

う質問項目に対しても第 1回よりもよい数字に

なりましたが、こちらもまだまだ改善の余地が

あります。 本校の特色であるお互いの「良さみ

つけ」をさらに充実させ、生徒の学力を向上さ

せることで、これらの数値をあげていきたいと

考えています。 

 

【家庭生活の中で】 

自主学習の数値と家庭での読書の数値が下

がりました。また、画面視聴時間（ケータイやゲ

ーム、TVの時間）のルールが保護者としっかり

約束ができているという項目の数値もまだまだ

改善の余地があります。一度見直してみてくだ

さい。 
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１ 土 元日 

２ 日  

３ 月  

４ 火  

５ 水  

６ 木  

７ 金 冬季休業日（ ～ 1月 7日(金)まで） 

８ 土  

９ 日  

10 月 成人の日 

11 火 冬休み明け集会         15:35 

12 水 全校実力テスト         15:10 

13 木 
      15:35 

3 年生後期期末テスト(給食後下校) 13:25 

14 金 
      15:35 

3 年生後期期末テスト(給食後下校) 13:25 

15 土  

16 日  

17 月 15:35 

18 火 16:35 

19 水 16:35 

20 木 16:35 

21 金 １、２年生授業参観・懇談会   14:30 

22 土  

23 日  

24 月 中学校入学保護者説明会     15:35 

25 火 16:35 

26 水 いじめ予防・防止授業(１年)   15:35 

27 木 16:35 

28 金 16:35 

29 土  

30 日  

31 月 15:35 

■「家族で話そう!我が家のルール・家族のきずな・命の大切さ 

～家族の約束十二か条三行詩」市内コンクール 

入選 桂山 琉凪 （２年） 

 

 

 

 

  
■第 65回 JA共済 小・中学生書道コンクール 

入選 柴田 結衣 （１年）  

■２月の主な予定 
 
１１日(金) 建国記念の日 

１４日(月)・１５日(火) 

 １・２年生後期期末テスト 

１８日(金) ６限：誇り発表会 

２１日(月) Ⅵ期スタート 

２２日(火) Ｒ４前期生徒会選挙告示 

２３日(水) 天皇誕生日 

※新型コロナウイルス感染症防止にかかわり、月予定に関しては行事や授業、下校時間等が急に変更になることがありま

す。メール等で随時お知らせしていきますので、よろしくお願いします。 

 【親育ちコーナー】 

「多治見市食育センター見学」 
 食育推進課  

11月２日、南姫小学校の３年生の皆さんが、食育セ
ンターに見学に来てくれました。子ども達は見学窓か
ら見える調理の様子にくぎづけで、調理員が大きな回
転釜のフタを開けて蒸気がのぼるたび、歓声があがり
ました。給食の歴史コーナーでは、みんなで南姫小学
校の給食が始まった年（昭和４２年）を探すことがで
き、「昔はご飯の給食はなくてパンの給食だったんだっ
て」と家族の方から聞いてきたことを話してくれる姿
もありました。また、この日の見学では、外部講師の
方による zoomを使った「バイキンと手洗い」という講
話を受講し、食育推進課の職員から「手洗い指導」を
受けました。その後、手洗いチェッカーという機械を
使って、手についた汚れが残りやすい箇所を確認する
体験をおこない、手洗いの大切さを学びました。給食
の試食時間では、栄養教諭が iPadで撮影した食器の洗
浄の様子を視聴し、食器の返し方のマナーについて給
食指導を受けました。子ども達が調理員や栄養教諭に、
興味深く質問をする姿から、 
給食の美味しさの秘密をた 
くさん知ってもらえること 
ができたのではないかと思 
います。 

口座振替日 

「毎日頑張ってるね。」とお母さんが言った。 

「努力家だね。」とお兄ちゃんが言った。 

「笑顔が可愛いね。」とおばあちゃんが言った。 

私は、家族みんなのまねをしただけ。 

学校図書館『総合優秀賞』受賞!! 
 
「令和３年度東濃地区学校図書館教育

賞」審査の結果、 総合優秀賞 をいた

だきました。 

５年前から図書館の充実を図り、朝の

会での学級別図書利用、昼休み等の生徒

利用、授業での活用など、本に親しむ習

慣を大切にしてきた実践や成果を認めて

いただきました。 

◆書き初め展について 

旭ケ丘公民館にて、書き初め展を行いま

す。校内審査で選ばれた作品（学年で３点）

を旭ケ丘公民館に展示します。是非ご覧く

ださい。 

期間：１月１５日(土)～３１日(月) 

※期間が変更になる場合があります。 

◆『資源回収週間』へのご協力ありがとうございました 

１１月２９日(月)～１２月 6日(月)までの三者懇談期間に

合わせ、持ち込み形式の資源回収を行いました。 

詳細は以下の通りです。 

アルミ缶 220kg 新聞 3,210kg 

段ボール 1,540kg 雑誌 2,160kg 

牛乳パック 150kg 

 総額 ８８,９２０円 の収益となりました。ご協力ありがと

うございました。 


