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□校訓 「雄渾」
□教育目標
「21 世紀を豊かな心でたくましく、
正しく生きる人間の育成を目指す教育の推進」
１．広い視野に立ち、目的をもって学習する生徒の育成
２．自然や人間を思いやり、心豊かに生きる生徒の育成
３．物事を正しく判断し、責任感の強い生徒の育成
４．身体を鍛え、進んで勤労にいそしむ生徒の育成

http://www.ebetsu-city.ed.jp/oasa-t/

開校 5３年目を迎えた大麻中学校重点目標「夢と可能性に向かってたくましく生きる生徒の育成」
名前も必須なのは理解できません。

保護者・生徒アンケート
の結果をお知らせします
１２月に実施させていただいた、保護者アンケ
ートと、生徒アンケートの結果についてまとまり
ましたのでお知らせしたいと思います。アンケー
トに際しまして、たくさんのご協力をいただき、
たいへん感謝しております。結果については６ペ
ージと７ページに掲載しております。例年同様に
高い評価をいただいております。保護者の皆様の
ご理解とご期待の大きさととらえているところ
です。また、たくさんの意見もいただきました。
しっかりと受け止め、不十分な点については改善
し、次年度の教育計画にいかしてまいります。
【保護者アンケートの数値についての分析】
※結果の表は８ページを参照して下さい。
⇒１５項目中、１２項目の評価の平均が向上して
います。昨年を下回ったのは④「家庭学習…」、
⑬「学校だよりとホームページ…」
、⑮「参観日、
公開日への参加…」の 3 項目で、わずかに昨年
度の結果を下回っています。今後も重点的に取
り組む項目となりますが、項目の⑬と⑮につい
ては保護者の皆様も忙しくお子さんに十分に目
を向けられる家庭が少なくなってきていること
も示されています。
⇒③の家庭学習の項目は今年度家庭学習の方法
のプリントを準備し、改善を図り重点的に実施
してきた事項でした。しかし、昨年度の結果を
さらに下回っており家庭学習のアドバイスや教
職員の取り組みの評価が低い結果となっていま
す。次年度については、年度始めに家庭学習に
ついて説明するための時間を設定し、ノートの
使い方や家庭学習のやり方など生徒に時間をか
けて指導していきたいと思います。
【保護者の記述式のご意見について】
「アンケートの入力」について
・学年が必須入力なのはわかりますが、クラスと
-1-

⇒きちんと責任を持ってご意見がいただけるよ
うに考えてこの形で継続して実施しておりま
す。何卒ご理解いただいて本校教育にご協力い
ただきたいと思います。
・質問の多くが「子どもたち」が対象になってい
るため、他の家庭の子のことは分からず『わか
らない』の回答になってしまいました。学校だ
より～の質問も対象が子なのか保護者なのか分
からず『わからない』にしています。この意見
欄が改行できず入力しづらいです。ダメ出しし
ているようですみません。
⇒質問の中には２～３カ所ほど、
「子どもたち～」
とありますが、生徒は学校でアンケートを実施
しておりますので、保護者アンケートは保護者
の目線で感じたことを回答していただけたらと
思います。事前に説明をしていませんでしたの
で次年度は説明文をつけた上でアンケートを実
施したいと思います。ご意見欄の改行について
は入力しづらく大変申し訳ありません。ご家庭
のパソコンのメールにこのアンケートメールを
転送したり、パソコンのインターネットブラウ
ザにＵＲＬを打ち込んだりして、パソコンから
アンケートにご回答していただけると少しは改
善されると思います。お手数でしょうがよろし
くお願い致します。
「コロナ対応」について
・コロナ対応が続く中、授業、部活、その他の活
動まで大変お世話になっております。 担任の先
生、部活の先生方には、沢山の変更、延期など
ある中でも、旅行的行事や学校祭、部活の大会
など、出来る限りの活動をさせていただき、特
に感謝しております。これらを経る度、子供た
ちの確かな成長を感じております。さて、今年
度残念に感じた事がありましたので、こちらに
書かせていただきます。コロナ対応の件ですが、
子供が大会で道外に行くことになった時、以前
から学校には連絡していたにもかかわらず、大
会終了後に「帰ってきたら PCR 検査を受けて陰

性証明をとらないと学校に３日間来られない。
」
と言われました。３日後には中間テストがあっ
たので、どこでどのように受けられるのかを聞
いて了承しましたが、翌週の月曜日に江別市内
で受けられる病院がない事、検査費用が高額で
あることがわかり、慌てて教頭先生に相談しま
した。どうしても受けなければならないのかと
聞くと、教育委員会に電話して聞いたから間違
いないから PCR は絶対に受けなくてはならな
い事、受けないなら 3 日間休んでテストを諦め
てもらうしかないと言われました。テストを欠
席することは成績にかかわる重要なことにも関
わらず、他に選択肢も無いような強い言い方だ
ったので、とても不安に思いました。あまりに
高額なので、ドラッグストアで売っている簡易
検査を提案したところ、快諾されましたが、そ
れなら陰性証明はどうすればいいのか聞くと、
結局は電話で陰性でしたと連絡すればいいだけ
でした。私自身もこう言った検査をしなくては
ならないという考えに至らなかった事を大変後
悔しております。教頭先生には「とにかく PCR
検査！」の一点張りではなく、代替案を模索す
るなどの対応をとって欲しかったです。また、
費用や病院なども詳しく知った上で、連絡がほ
しかったです。私からたずねなければ、高額な
検査を受けるか、テストを受けることを諦める
かの選択肢しか示してもらえなかった事がとて
も残念です。今後もこう言った事があると思い
ますので、明確なご検討お願いします。
⇒検査に対する費用が高価であることと検査で
きる病院がないことを調査せずにお願いして申
し訳ありません。本校でもこの件に関して市教
委に指導を仰いだ上で担任の先生に連絡してい
ただきました。現在は薬局等で簡易検査キット
等も販売しておりますのでご活用願えればと思
います。本校では５月にクラスターが発生して
おります。そのため少しでも子どもたちが安心
して生活できるようにご協力願うしかありませ
ん。現在も日夜感染症対策が続いております。
よろしくお願い致します。
・コロナの影響で部活の様子がわからず、副顧問
の先生の顔とお名前も一致せず、電話でご挨拶
したのみとなって恐縮しています。試合などは
みられない状況が続くとは思いますが、練習参
観のような形で引退までに１度子どもたちの頑
張りをみられる機会があれば有り難いです。

の件を顧問の先生にご相談いただけたらと思い
ます。
・子どもたちのメンタルヘルスの評価もお願いし
たい（自粛や活動制限による）
。
⇒メンタルヘルスの評価に関連して、生徒アンケ
ートの項目を参考にしますと健康な体の３つの
評価項目が昨年度よりも若干下がっています
（下がっていますが 4.0 以上の高評価が多いで
す）
。これは自粛や活動制限の影響で、自分の健
康を心配する生徒が増えてきている結果である
思います。豊かな心の評価については４項目中
３項目が向上しております。個々の生徒の悩み
については春と秋の教育相談の中から担任がひ
とりひとりに聞き取りをしており、必要があれ
ばスクールカウンセラーにつなぐことで生徒た
ちのメンタルヘルスのケアを行っていきます。
「校舎周辺の防犯対策」について
・学校周辺が木々が生い茂っていて、特に夕方が
すごく暗く、防犯的によくないのでは？と思い
ます。街灯を増やす等、何か対策をしていただ
けたらと、思います。
⇒秋の夕方から生徒玄関から自転車置き場（自転
車置き場には照明が設置されています）までの
中庭の街灯の件ですが、今年度は新校舎の１階
（第２音楽室や技術室、被服室など）の教室の
明かりをつけ下校までの間対応しました。中庭
の電灯がないのはご指摘の通りかと思いますの
で市教委に要望していこうと思います。
「個人情報の保護」について
・先生方には日頃から感謝しております。中学生
になると学校の様子もあまり話さなくなってく
るので通信やお便りを通して様子を知る事が出
来ることがありがたいです。最近は個人情報保
護なのか代表の子の名前の記載がないのがちょ
っと淋しい気もします。
⇒学校だよりをホームページに掲載しておりま
すので、個人情報を保護する観点からもネット
上に学校名・学年・氏名などが出ることは避け
なければなりません。淋しいとは思いますがご
理解いただきたいと思います。
「冬期間のスクールバス」について
・文京台地区から冬場だけでもスクールバスを出
して欲しい。重いカバンを持って３０分以上歩
いて通うのは大変、部活帰りも暗いので女子は
かなり心配です。

⇒大会等では入場制限が有り、少数の保護者の方
しか会場に入れない状況があります。新型コロ
ナの感染者数などをよく確認しながら練習参観

⇒重いカバンについてですが、子どもたちが家庭
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学習に必要な道具だけを選んで家に持ち帰るよ
うにすると荷物は減らすことができると思いま
す（ほぼ全ての学習用具を置いていって良いこ
とになっています）
。バスについては過去にも要
望してきましたが現状では出せていない状況で
す。何卒ご理解いただきたいと思います。

月に同様の方法で参観日と懇談を予定していま
す。また１１月と 12 月に、キャリア学習の一
環として３年生の専門学校体験で専門学校から
講師を招いて８講座の体験学習を実施しまし
た。また、２年生の職業調べではマナー講座と
４回に渡って講師を招き職業についてお話をい
ただきました。１年生に関しては総合的な学習
の時間の国際理解の中で講師や外国人留学生を
お招きして学習を進めてきました。できるだけ
閉鎖的な教育とならないよう配慮しております
のでご安心いただけたらと思います。

「学級編制や修学旅行、数学の授業」について
・上の子が通っていた中学が「色んな先生に学ぶ
機会があった方が」と３年間毎回クラス替えが
あったので、息子が大麻中で３年間同じ担任の
先生になるの（勿論よい先生です！）が、ちょ
っと残念だなぁと思いました。修学旅行が関西
でなく東京でも、と思います。関西は高校と被
る気が。上の子の中学では数学だけ習熟度別で
分けて教えていました。成績下位の子の中には
本当にわからず 50 分間ただ座っているだけの
子もいるのでは？と。予算やルールなどの縛り
でできないかもしれませんが。色々書いてしま
いましたが、息子は楽しく学校に通っておりま
す。ありがとうございます！

「子どもたちが自分の身を守る」ために
・教師による 6 月の重大な服務規律違反後の、子
供達への性教育を卒業までに実施してほしい。

「開かれた学校」について
・コロナ対応は大変と思いますが、限られた中学
校生活、感染対策をしながら開かれた学校生活
となるよう願います。また多感な時期にしか感
じられない体験もあると思います。閉鎖的な教
育とならぬよう、外部との交流も前向きになっ
てほしいです。

⇒性教育については保健の授業で実施しており
ます。また、江別警察署による情報モラル講演
会では、ＳＮＳに係わる危険に焦点をあてて実
施しております。子どもたちが自分の身を守る
取組については 11 月に、6 月の当時にお世話
になった、北大の臨床心理士の先生にお願いし
て、本校の子どもたちの状況に合った「子ども
たち自身が自分で身を守る」という内容で集会
を実施しております。子どもたちにはその後に
も不安がないか、秋の教育相談の中でも担任の
先生が個別にお話を聞いております。心配な生
徒についてはスクールカウンセラーにつなげた
り、継続的に相談活動を行ったりしております。
本校の教職員に対しても江別市教育委員会が主
体となって実施した研修に加え職員会議や校内
研修の中でもコンプライアンス確立に向けた研
修を実施しております。本校教職員も研修を重
ね子どもたちの異変を見逃さないことや相談に
寄り添うことが出来る体制づくりをしていま
す。
⇒家庭と学校の連携をこまめに行い、身体的な支
援が必要な生徒に対して同性が行うことを徹底
しています。また、複数体制で学習活動を行い
生徒情報の共有を常に行います。今後も日常的
に生徒の活動を常に見守る体制として困り感に
寄り添うことが出来る環境を整えていきます。
各教科での学習や道徳・保健体育を通して生徒
同士で考える力の向上、他者へ伝える力等の向
上を目的とした教育活動の実践を行っていきま
す。

⇒今年度は、緊急事態宣言が終了してから１０月
には授業参観週間（学級毎に出席番号で時間を
指定して実施しました）を設けました。１１月
には学級懇談会も実施しております。１月と２

・今年の春の事件で、いろいろ考えさせられまし
た。夏休み前に発行された学校だよりでお知ら
せされていた文科省のホームページなどから、
全国的に「命の安全教育」を実施するというこ

⇒本校は大きな事情がない限り１年生から、２年
生に進級する際にクラス替えを実施しておりま
す。3 年間同じ担任の先生と言うことですが、
各教科で担任の先生同様に教科担任の先生など
からもいろいろなことを吸収できると思いま
す。また、修学旅行については本校の旅行行事
検討委員会で検討しております。行き先につい
ても検討していきます。数学の授業についてで
すが、ＴＴの先生や、支援員の先生がバックア
ップできるよう活動しています。２つの教室は
準備できていなくて申し訳ありませんが、１つ
の教室内で習熟度別の授業を展開することもあ
ります。本校の学力テストの結果や全国学力・
学習状況調査にも成果が表れております（１１
月に全家庭と地域に配付しております）のでご
確認いただきたいと思います。
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とが決まっているということを知りました。ぜ
ひ、子どもたちに正しい性教育と、自分を守る
教育に積極的に取り組んでいただきたいと希望
します。

あれば、宿題プリントを出していただけるとあ
りがたいです。自分でやれれば 1 番良いのです
が…。
⇒家庭学習の必要性については、授業や学級等で
頻繁に話があると思います。今後も継続して声
かけをしていきたいと考えています。あわせて、
宿題については教科ごとに出ていると思います
が、宿題を通して勉強が足りないというところ
を確認して、自ら進んで取り組めるようにした
いと考えています。

⇒上記の質問同様に行ってきました。今後も継続
的にこれらの教育活動を実践していきます。
「年間行事予定」について
・いつも色々と配慮していただきありがとうござ
います。要望なのですが、年間予定の文字が小
さくて読めないので大きくして欲しいです。そ
れか、予定表類（年間、月間、部活）はメール
で確認できる様になるとありがたいです。

・教科によってですが、塾に行かなければついて
いけないような傾向がある気がします。本人の
努力は大事だとは思いますが、わかりやすい授
業をしてもらいたいです。

⇒HP に年間行事予定、学校便り(月予定)が掲載
されていますので、そちらで拡大して見ていた
だき、確認していただければと思います。
「朝読書」について
・いつもお世話になり、ありがとうございます。
朝読書の時間があることで、本への興味が以前
より増しました。ありがたいです。
⇒８分間という短い時間ですが、生徒・教職員共
に読書に親しむ時間となっています。今後も継
続していきたいと思います。
「定期テスト」について
・可能であれば、大麻東中学校のように全学年、
学期末テストの日程を主要教科と副教科で別に
設定していただけると、子ども達のテスト前の
負担が分散され良いと思います。
⇒ご意見ありがとうございます。次年度はその方
向で実施していくことを検討しています。
「放課後学習」について
・わからない問題や課題を質問する時間や機会が
あればいい。
（放課後学習会でも、得点が低いか
ら参加させられるのではないもの。部活時間ま
で参加できる、部活後に参加できるなど自習室
のような利用はできるか。
）

⇒塾に行くメリットは様々な問題をたくさん解
くことができることだと考えます。授業で問題
を解く時間を確保するために時間配分を工夫し
たり、家庭学習のポイントを授業で紹介したり
するなど対応していきたいと考えています。
「自転車通学」について
・自転車通学許可の区域を沢町を含め検討しても
らいたい。
⇒自転車を置くスペースの都合上、自転車通学許
可区域は現行のまま継続したいと考えていま
す。ご理解とご協力の程、宜しくお願いいたし
ます。
「指定ジャージの再利用」について
・指定ジャージのズボンが、成長のため入学後ま
もなく短くなってしまいました。裁断してハー
フパンツに作り替え、再利用したかったのです
が、学校に確認したところ「若干のデザインの
ちがい、また前例がないため不可」とのことで
した。まだ傷んでもいないジャージを再利用で
きないことは経済的に負担になりますし、
SDGs の観点からも検討に値するのではないか
と個人的に思います。ご検討をお願いしたいで
す。
⇒ジャージの再利用については、ご家庭での部屋
着にするなど別の方法をお考えいただけると幸
いです。ご理解とご協力の程、宜しくお願いい
たします。

⇒放課後は部活動指導もあり、放課後学習会を幅
広く行うことは難しいと考えます。また、部活
動後に参加できるような自習室についても、平
日の部活動後はすぐ下校になります。また、休
日では部活動の顧問の了解が得られれば良いと
考えますが、土日については家族で過ごす時間
を大切にしてほしいと考えています。

「制服登校」について
・コロナ禍で大変な中子供達を見守りいただきあ
りがとうございます。先日より制服登校となり
ましたが、初日から雨風強い中での登校でした。
天候の悪い時はジャージ登校も可能など、臨機

「家庭学習や塾」について
・その年によって家庭学習の提出が少ないようで
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応変な対応は難しいでしょうか。
年恒例の生徒会メンバーが着るお揃いＴシャツ
・制服登校が基本となりましたが、コロナ禍にお
が今年はなくて残念でした。
いて、毎日洗濯できない制服は抵抗があります。
⇒コロナウィルス感染拡大により、麻中祭自体の
今一度、ジャージ登校を検討いただきたいです。
開催が危ぶまれた中で、生徒会として行えるこ
・12 月より教科によって制服登校になりました
とを最大限考えました。昨年度などはステージ
が、登下校時のみジャージを履くのを認めても
上での発表のために T シャツの購入をしました
らいたいと思っています。自宅は文京台の上の
が、今年度はリモート（動画でのオープニング）
方にあり、歩くと 30 分以上かかります。今ま
だったため、T シャツの購入を見送らせていた
でそういった措置がないのはわかっていますが、
だきました。
コロナ禍で少しでも鼻水や咳などの風邪症状か
あると発熱しなくても休ませる選択を取ると思
「挨拶」について
います。スカートでの登校はタイツ 1 枚だとさ
・学年によって生徒に違いがあり過ぎる。(例:誰
すがに寒いので身体を冷やさない為に、軽い風
にでも平等に挨拶が出来る、出来ないがある等)
邪も予防する意味も含め下半身の防寒をさせて
⇒どの学年でもきちんと挨拶ができる生徒を目
もらえたらと思います。
指して挨拶運動を実施していきます。
・１２月から体育がない日は制服着用と聞きまし
た。行事等がないときは、制服かジャージを自
「感謝や応援」をいただきました！
由に選べるようにしていただけないでしょうか。
【1 年生】
入学説明会の時に発言しましたが、暑いときや
・コロナ禍の中、行事などできる範囲で行ってい
寒い時に自分の判断で選んでもいいと思うので
ただいたことに感謝致します。部活動にも一生
す。礼を守ると校則にありますが、この 2 年、
懸命取り組んでいただけた先生方にも感謝して
ジャージ登校で礼が乱れたとは思いません。気
おります！
候や体調にあった服装が選べてもいいのではな
・勉強が難しくてみんなに追いついてないみたい
いでしょうか。ご検討頂ければ幸いです。
なので気にかけて見て欲しいです。
・いつもお世話になっております。コロナ禍での
・担任の先生はじめ、教職員の方々のおかげで、
学校運営は、いろいろと大変なことが多いと思
娘は毎日楽しく通っています。ありがとうござ
いますが、いつも本当にありがとうございます。
います。
約 1 年半続いたジャージ登校が今月から制服に
・子供達が健やかに成長できるように先生は努力
なりましたが、本人はジャージの方が動きやす
されていると感じてます。今後ともよろしくお
く良かったと言っています。制服になると、部
願いします。
活のある日は荷物が多くなるのが大変だとも。
・質問や困ったことなど問い合わせると、担任の
確かに、入学してから制服を着る機会は少なか
先生はもちろん、他の教職員の方も非常に丁寧
ったのですが、生徒の意見なども聞いて検討を
にご対応いただき、大変信頼のおける学校と感
していただけたらと思います。
じています。色々とお手数おかけすることも多
⇒制服登校については現行のまま継続したいと
いかと思いますが、今後ともどうぞよろしくお
考えています。各ご家庭に制服代をご負担いた
願いいたします。
だいているので、可能な限り制服を着用する機
・昨年度からコロナにより色々と制限のある中、
会を設けたいという思いがあります。江別市内
学習、行事、部活動など全て先生方のおかげで
の中学校でも、制服登校を再開する学校が増え
前向きに充実した学校生活を送れていること感
てきています。コロナ禍以前の本校では、制服
謝しかありません。ありがとうございます。
登校を基本としてきました。感染状況が収束し、
⇒学習面で困っている生徒や支援が必要な生徒
通常の教育活動が行えるようになった段階で、
への声掛けを全教員でやりたいと思います。
以前の状態に戻す方向で考えていますが現在の
状況は衛生管理マニュアルもレベル２ですので
【２年生】
ジャージでも制服でもどちらでもよいという状
・コロナ禍でも沢山の行事を無事に終える事が出
況です。
来た事を嬉しく思います。先生方ありがとうご
ざいました！
「生徒会活動」について
・明るい学級作りや、子供達の様子をしっかり見
・子供が生徒会に所属していました。学校祭に毎
て下さっている担任の先生に感謝しております。
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生活習慣は家庭教育にあると思うので、先生方
ナ禍において、先生方のご苦労を思うと、本当
に負担をかけないよう、私達も子供としっかり
に頭が下がる思いです。どうぞ今後ともよろし
向き合っていきたいと思います。
くお願い致します。母より。(なお、先日送った
・子供を安心して通わせることが出来ています。
であろうアンケート回答は主人で、もしかして
いつもありがとうございます。
きちんと送信出来ていないのではないかと思い、
・一年夏より不登校です。中１ギャップから始ま
重複致しますが私からの視点で今回回答致しま
りとにかく今は勉強が本人辛くいまだに不登校
した。)
です。が、かろうじて繋がっているクラスの友
・このコロナ禍で、学校側も生徒側も思うような
達とのやりとりや、とにかく担任の先生の気遣
学校生活とはいかなかったかもしれませんが、
いに本人不器用ながらも感謝している様子です。
今出来ることを一生懸命してくださり感謝いた
今の担任でなければどうなっていたか。不登校
します。ありがとうございました。
ながらも良い友人、担任に恵まれ感謝していま
・いつも娘がお世話になりありがとうございます。
す。
娘は第一子なのでわからないことばかりで不安
な気持ちで始まった中学校生活も、あと数ヶ月
⇒温かいご意見をいただき、感謝しております。
で終わりを迎えようとしています。コロナ禍で
今後も子どもたちに寄り添っていきたいと思い
保護者が学校に行ける機会が減り、観たかった
ます
行事が観られず残念な思いはありますが、いつ
もその時できる最善策で対応してくださったこ
【３年生】
とに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう
・この状況の中で、最大限に子ども達の活動を優
ございました。卒業まで、どうぞよろしくお願
先に対応して下さり感謝致します。担任の先生
いします。
や部活動の先生に恵まれ 3 年間過ごせた事をと
ても幸せに思います。ありがとうございました。 ・いじめなどの問題を耳にした事もありませんで
したし、お聞きしたい事があって学校にお電話
・いつも子供達のためにありがとうございます。
させていただいた際にも、対応してくださるど
コロナ感染対策もしっかりしてくださり、制約
の先生も親切で丁寧でした。本当に感謝してい
のある中でもできることをやってくださり感謝
ます。
しております。
⇒温かいお言葉や感謝の言葉を多くいただき、あ
りがとうございます。卒業までしっかりと見て
いきたいと思います。

・コロナ対策の大変な中、子供達を守って頂きあ
りがとうございました。
・３年間とも担任の先生に恵まれありがたく思っ
ています。自分のことを理解してくれて、認め
てくれて、信頼できる先生に出会えて、成長す
ることができたと思います。ありがとうござい
ました！
・一年間、不登校になってしまい子供自身が 1 番
悩んできましたが担任の先生が根気よく関わっ
て下さり多方面で提案などもして下さったお陰
で現在、進路に向け考える力が出てきました。
感謝しきれないほどの思いがあります。残りわ
ずかですが大麻中学校生活を楽しんでもらえた
ら！と思います。
・学校側はよく見てくれているのできちんと対応
できていると思います。担任の先生にはとても
お世話になっています。
・今年に入り、担任の先生や各教科の先生方の熱
心なご指導励ましがあり、今日まで学力面、精
神面、体力面で大きな成長をする事が出来まし
た。心より感謝、お礼を申し上げます。入試、
卒業まであと僅かではありますが、たくさんの
思い出を作ってほしいと思っております。コロ

【生徒アンケートの数値についての分析】
※結果の表は９ページを参照して下さい。
⇒18 項目中 10 項目が前年度を上回り、8 項目
が下回る結果となりました。学力面の質問項目
では③「ICT の活用…」と⑤「学習評価…」が
やや下回っており、子どもたちはもっとタブレ
ットを活用した学習を進めたいと思っているよ
うです。学習評価に係わっては新学習指導要領
の実施により観点が 3 つになった評価に慣れな
いため戸惑っている生徒がいるようです。
⇒豊かな心の面では⑦「必要なきまりを守る指導
を…」でわずかに下回っています。粘り強く指
導する体制をとります。
⇒健康な体の面では⑪、⑫、⑬の３項目が全て下
回り、自身の健康・安全に対する不安や心配を
抱える生徒がわずかずつですが増えていると考
えられます。教育相談や日常の子どもたちの様
子の観察からフォローが必要です。
⇒その他の５つの項目では昨年度よりも向上し
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ているか、同じ数値です。学校生活での自分自
身の成長や大麻中学校で学ぶことが良かったと
考えている生徒が多く平均値も４ポイントを超
えています。また、項目⑭や⑯から自己有用感
が高まっていることも伺えます。
【思い出に残った出来事 1 年生】
▷ふれあい集会▷文化祭▷テストを頑張れたこ
と▷班長の活動が心にのこりました▷麻中祭の
スポーツの集い▷合唱で優勝したこと▷スポー
ツの集いと、文化の集いと、合唱コンクールです
▷クラス全員で協力しスポーツの集いや合唱コ
ンクールを頑張ったこと▷国際交流です▷体育
祭の練習、工夫、協力ができたから勝ち取った１
位だと思うので嬉しかったです▷指揮者をした
こと▷合唱コンクールで、学級全員で協力し、金
賞を取れたこと▷掃除のときに、他の人が頑張ろ
うとしているとき、その事を見た人が手伝ってく
れようとしてくれることがとても嬉しかったこ
とです▷モザイクアートです▷JICA▷体育祭の
とき、全体練習では３組が４位だったけど、本番
は大縄もリレーも３位で３組のチームワークが
見られて良かったし、感動した▷合唱コンクール
▷体育祭で練習のときずっと最下位だったが、み
んなで協力して順位をあげられたこと▷スポー
ツの集いで、3 位をとったこと▷違う学校から来
た人と部活動をとおして仲良くなれた▷心に残
ったことは…国際交流でリン・ホキンさんとのジ
ャンケンで勝ったこと▷みんなで作り上げた合
唱が一番感動しました！▷英暗発表（学級、学年、
全校）や生徒会役員選挙。▷スポーツの集いで、
練習のときはいっつも４位で練習してももう無
理だと思っていたけど、本番のとき３位がとれて
マジで嬉しかったことです！１位じゃないのに
あんなに喜べたのは本当にすごいことだと思っ
ています！▷中学校に来てこれまでなかった新
しい知識が手に入り楽しいです▷合唱コンクー
ルで指揮者をしたことです▷ふれあい集会など
で大切な事が色々わかった▷挨拶をする人がい
っぱいいて凄いとおもいました▷校外学習でみ
んなと楽しく勉強できたこと▷弁当を忘れたと
きに二股先生が、弁当をとどけてくれたこと。困
っている人を助ける二股先生に感動しました。僕
も困っている人がいたら率先して、助けたいです
▷校外学習えこりん村での学習▷体育祭でクラ
スみんなで協力することができてとても良かっ
たです。大縄跳びでみんなで声を出しながら飛ん
だことが 1 番心に残りました
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【思い出に残った出来事 ２年生】
▷宿泊学習で仲間との交流を深めた▷麻中祭文
化の集い▷テストの合計点がやっと平均点を超
えたこと▷宿泊学習の事前活動や当日活動▷麻
中祭▷合唱コンクール▷部活動▷宿泊学習に行
けたこと▷体育祭のリレー▷クラスのみんなと
協力して委員会活動や行事に取り組むことがで
きたこと▷宿泊学習で、班長として班員をまとめ
ることができた。班長の仕事をやって班をまとめ
る楽しさを覚えた▷麻中祭の準備をみんなで団
結してできたこと▷宿泊学習で、仲間と協力した
こと▷麻中祭や宿泊学習が行えたこと▷先生た
ちはコロナ禍で大変な中みんなを楽しませてあ
げようと真剣に生徒と向き合ってくれている。▷
体育祭、文化祭で三冠▷合唱コンクールで時間が
ない中だったけど成功させられたこと▷合唱コ
ンクールや宿泊学習を通してクラスや学年とし
ての団結力がみられたところ▷文化の集いや体
育祭で、文化の集いは緊急事態宣言が落ち着いた
ことで体育館に全校で集まることができ、先輩た
ちの姿を見られたことが嬉しかったです。体育祭
では、学年ごとにやったことでより「負けたくな
い」という気持ちが高まって同時に団結力がうま
れて、無事に行事を終わらすことができました▷
三浦先生との１年が心に残った▷合唱コンクー
ルで銀賞を取ったことです。
【思い出に残った出来事 ３年生】
▷修学旅行▷合唱コンクール▷文化の集い（合唱
コンクール）▷修学旅行たのしかった▷市内・管
内中体連▷特に心に残ったのは修学旅行です。コ
ロナ禍の影響で実施が危ぶまれた中、それでも実
施してくださった先生方に感謝しております▷
合唱で金賞取ったこと！▷食育講演会▷麻中祭
の吹奏楽部の発表で全校生徒が参加してくれた
事▷麻中祭の合唱で金賞だったこと▷英語で習
った文法や単語が自分が見た動画や映画に出て
きて感動した▷扇風機掃除▷修学旅行に行けた
こと、全校生徒で合唱コンクールを行えたこと。

コロナ対応が変わります
1 月 28 日メールとプリント（３枚）でお知ら
せしましたが、コロナ対応が変わります。生徒に
陽性者が出た場合は７日間の学級閉鎖になりま
すが、ＰＣＲ検査は実施しないこととなりました。
風邪症状がある場合は各ご家庭で判断して病院
を受診するか、ＰＣＲ検査を受けていただくこと
になっています。詳しくは先日配付しましたプリ
ントをご覧下さい。

令和3年度

項
No.
目

学
校
経
営

確
か
な
学
力

豊
か
な
心

健
康
な
体

大麻中学校の教育活動に関するアンケート（全校保護者）

５…よくあてはまる。とてもそう思う。

４…ややあてはまる。まあまあそう思う。

３…どちらとも言えない。

２…あまりあてはまらない。あまり思わない。

１…全くあてはまらない。全く思わない。

０…わからない。(無回答)

質

問

項

目

R02

R03

平均

平均

5

4

3

2

1

0

学校は、知（豊かな心）・徳（確かな学力）・
① 体（健やかな体）のバランスがとれた子どもた 3.83
ちを育てる教育活動を推進している。

3.89

64

191

84

7

2

17

②

学校は､保護者の相談・意見・要望に誠実に対応
3.95
している｡

3.99

94

171

77

5

3

14

③

学校は、中学生に必要な ｢基礎的･基本的な学力｣
3.59
を育てる学習指導を行っている。

3.62

50

165

99

32

7

12

④

学校は、家庭学習に取り組むための指導を行ってい
3.45
る。

3.40

49

126 111

44

20

15

⑤

学校は、生徒の学習活動を適切・公平に評価し、わ
3.89
かりやすく通知表で知らせている。

3.93

83

185

76

13

2

6

⑥

学校は、学校生活や社会生活に必要なルールを守る
3.92
指導を行っている。

4.03

94

196

55

9

3

8

⑦

学校は、思いやりや感動する心など、豊かな心を育
3.81
てる道徳教育を行っている。

3.92

74

194

79

8

3

7

⑧

学校は、いじめや暴力のない学校づくりに取り組ん
3.72
でいる。

3.92

82

170

77

10

4

22

⑨

学校は、授業・体育的行事・部活動等を通し、健康
3.95
な体づくりを行っている。

3.99

99

167

79

9

2

9

3.87

64

189

87

8

2

15

4.24

162 133

50

10

2

8

4.17

128 168

54

6

1

8

4.00

121 140

81

14

4

4

4.18

4.18

141 157

54

8

2

3

子どもや学校の様子を見るため、参観日や公開日に
3.83
は学校に行くようにしている。

3.65

88

36

18

10

学校は、心身の健康や命を守る安全教育（避難訓

⑩ 練・交通安全・薬物防止・情報モラル）、食育教育 3.82
（食育集会・食育弁当の日）を行っている。

そ
の
他

⑪

旅行的行事(1年生自然体験学習･2年宿泊学習･3年
3.94
修学旅行)は、有意義である。
学校の教育活動 （学習・生活・行事・委員

⑫ 会・部活動等）を通して子どもたちの成長を感 4.04
じることができる。

⑬
家
庭
で
の
よ
う
す

学校だより、学級通信、各種「たより」、ホーム
4.02
ページを見るようにしている。

⑭ 我が子を大麻中学校に通わせて良かったと思う。

⑮
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90

123

令和3年度

大麻中学校の教育活動に関するアンケート（全校生徒）

５…よくあてはまる。とてもそう思う。
３…どちらとも言えない。
１…全くあてはまらない。全く思わない。
項 No
目
.
学
習
習
慣

確
か
な
学
力

質

問

項

目

４…ややあてはまる。まあまあそう思う。
２…あまりあてはまらない。あまり思わない。
０…わからない。(無回答)
R02 R03
5
4
3
2
1
0
平均
平均

① 家庭学習にしっかりと取り組むことができた。 3.02

3.24

②

朝読書やテスト前の朝自習にしっかりと取り組
4.35
むことができた。

③

63

108

97

71

37

13

4.33

213 113

36

14

7

4

先生たちは、ＩＣＴを活用する等、わかりやす
4.36
い授業をするための工夫をしている。

4.31

189 127

46

8

4

14

④

先生たちは､学習に関する質問や悩みなどに
4.27
対応している。

4.33

209 101

53

8

5

13

⑤

学校は、学習活動を適切・公平に評価し、わか
4.31
りやすく通知表で知らせている。

4.29

203 106

45

13

8

12

3.89

115 151

61

30

11

20

授業中の話し合いや様々な活動や、テストの結

⑥ 果等から学力や成績の向上を実感することがあ 3.83
る。

豊
か
な
心

⑦

学校は、学校生活や社会生活に必要なきまりを
4.40
守る指導を行っている。

4.37

218 109

37

12

5

8

⑧

学校は、思いやりや感動する心など、豊かな心
4.40
を育てる道徳科の授業を行っている。

4.42

236

82

45

11

4

8

⑨

先生たちは、いじめや暴力のない学校づくりに
4.19
取り組んでいる。

4.30

200

93

50

14

5

28

4.05

142 141

56

24

6

19

4.11

178 109

63

29

5

5

4.06

146 142

64

25

3

7

学校や家庭等で、人と話をしたり、人と一緒に活動

⑩ したりする中で、自分の心の成長を感じることがあ 3.95
る。

⑪
健
康
な
体

学校は、授業・体育的行事・部活動等を通し、
4.19
健康な体づくりを行っている。
学校は、心身の健康や命を守る安全教育（避難訓

⑫ 練・交通安全・薬物防止・情報モラル）、食育教育 4.08
（講演会・食育弁当の日）を行っている。

⑬

自分の体の成長や運動能力ののびを実感するこ
3.98
とがある。

3.96

149 116

68

28

13

12

⑭

自分は学級・委員会・部活等で、みんなのため
3.86
に貢献することができたと思う。

3.98

115 164

64

18

8

20

4.10

140 160

48

19

6

15

学校生活 （学習・生 活・ 行事 ・委 員会 ・部 活動

⑮ 等） を通して自分の成長を感じることができ 4.09
た。
そ
の
他

⑯

自らの努力や長所をみつめたり、みんなの努力
3.90
や長所をみつけようとしている。

3.99

134 150

59

25

10

11

⑰

自分は将来の夢や目標に向かって前向きに生活
3.87
している。

3.87

139 107

82

28

16

16

⑱

大麻中に入学し（通い）、学ぶことができ
4.25
てよかったと実感している。

4.27

188 111

47

10

8

17

9

２月行事予定
日

曜

1

※予定が変更になる場合があります。学年によって違う場合があります。

行

事

服装

授業

給食

部活

火 新入生説明会リモート

4

×

×

2

水 会議日

5

○

×

3

木 学力テスト（１・２年生）

6

○

×

4

金 江別市内研究会

5

○

×

5

土

○

6

日

○

7

月 放課後学習会

6

○

○

8

火

6

○

○

9

水 会議日

5

○

×

6

○

○

スクールカウンセラー来校日

１・２年
制服

10

木 公立高校推薦入試

11

金 建国記念日

○

12

土

○

13

日

○

14

月 テスト3日前活動停止

私立高校Ａ日程

下見

6

○

×

15

火

私立高校Ａ日程

入試

6

○

×

16

水 職員会議

私立高校Ａ日程

面接

6

○

×

17

木

学年末テスト①（1・2年）

私立高校Ｂ日程

下見

１・２年
制服

１・２年４
３年６

１・２年×
３年○

×

18

金

学年末テスト②（1・2年）

１・２年
制服

4

１・２年○
３年×

○

19

土 新1年生ジャージ採寸

20

日

21

月 ３年救命救急講習～２５日

22

火 放課後学習会２年

23

水 天皇誕生日

青少年文化賞・スポーツ賞贈呈式

24

木 会議日

文京台地区資源回収日

25

金 学級・学年懇談会（１年）

26

土

27

日

28

放課後学習会１年

高等支援学校合格発表
私立高校Ｂ日程

入試

スクールカウンセラー来校日

私立高校Ｂ日程

面接

○
○

定例委員会

5

○

○

6

○

○
○

5
1年５
２・３年６

○

×

○

△
○
○

月 学級・学年懇談会（２年）

大麻地区資源回収日

２年５
１・2年６

○

※3日・17日・18日は制服となっておりますがジャージで登校してもかまいません。
３月

３日（水）
４日（木）
１２日（土）
１４日（月）

公立高校入試（学力）
公立高校入試（面接）
第５３回卒業証書授与式
振替休業

２４日（木） 修了式・離任式
２５日（金）年度末休業（～３１日）

大麻中ＰＴＡ資源回収日
※回収日：文京台地区＝第４木曜日 大麻地区＝毎月の最終日
※お問い合わせは、「（有）江別資源℡３８４－１３５７」へお願いします。
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△

