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第３２７号 

令和４年１月３１日 

発 行 敬称略 

令和３年度 学校評価の結果から 
教頭 渡邊 邦彦 

昨年末の実施した学校評価に御協力いただきましてありがとうございました。 

集計した結果を掲載しました。詳しくはＨＰを御覧ください。 

 今年度も新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から学校開放や行事への参観ができなかった

こともあり、保護者の皆様には学校生活の様子が見えない中でのアンケート実施に御協力いただき、あ

りがとうございました。 

 そのような理由から今年度は生徒・教職員の肯定率と保護者の肯定率を分けて分析しました。 

☆肯定率 （生徒＋教職員）の高いもの ベスト３ 

１ 学校は行事など積極的に行っている。 

２ 授業では、板書や ICT機器などの活用が工夫されている。 

３ 各教科では基礎・基本を大切にした学習を行っている。 

☆肯定率 （生徒＋教職員）の低いもの ベスト３ 

１ 意欲的に家庭学習を行っている。 

２ 生徒は奉仕の心をもち、進んで人のためになることができている 

３ 生徒は礼儀正しく、元気よく挨拶ができる。 

☆肯定率 （保護者）の高いもの ベスト５ 

１ 人にやさしく思いやりの気持ちをもっている。行っている。 

２ 他の人と協力することができる。 

３ 明るく楽しく生活している。 

４ 学校は校舎内外の施設を整備し、安全な環境を整えるように努めている。 

５ 部活動は休養日を設ける等の方針が適切であり、沿った活動をしている。 

☆肯定率 （保護者）の低いもの ベスト５ 

１ PTA活動が活発である。 

２ 将来の職業や進路について計画的な指導をしている。 

３ 生徒は礼儀正しく、元気よく挨拶ができる。 

４ 授業はわかりやすく、生徒はその内容を理解できている。 

５ 意欲的に家庭学習を行っている。 

この集計結果から、学校・生徒は行事などへの取り組みが積極的であり、ICT 機器を有効活用しなが

ら、基礎・基本を大切しながら授業展開を行っていることが分かります。一昨年から落ち着いて授業を

受けられるようにユニバーサルデザインを重視した掲示を全校で統一した教室環境づくりを行ってい

ます。このことも大きく影響していると考えられます。また、安全面に配慮し安全・安心な学校生活、

健康的な生徒の育成に努めていることが評価されていることが窺えます。次年度以降はコロナウイルス

感染症の影響がどの程度あるかわかりませんが、できるだけ保護者の方々に学校に足を運んでもらえる

機会を多くしたいと思います。影響が大きい場合はライブ配信や HP を充実させ、できるだけ学校の様

子を理解していただけるように努めたいと思います。  

肯定率の低い項目については例年と同じく、家庭学習が不十分であったり、あいさつや奉仕の気持ち 

不十分であったりが挙げられます。学校と保護者の方々が協力し、自ら学ぶ姿勢を身につけさせたり、一

人の人として心の育成を大人が見本となり行っていったりする必要があると思います。また、家庭学習で

はタブレットを活用させ、チーてれスタディーネットや eラーニング、学研のデジタルコンテンツなど動

画での家庭学習も積極的に取り入れさせていきたいと思います。 

今後もこの肯定的な評価に甘んじることなく、すべての項目で、向上していくために教職員・保護者・

地域で協力していきたいと思います。 
 

２月の目標 
【生 活】 
・心身ともに健康に留意した生活を意識させる。 
・予餞会の活動を通して学年集団づくりと進級へ
の心構えをもたせる。 

・学年や中学校生活のまとめにふさわしい生活と
なるよう、日々の学習や定期テストの準備を通
して進級や卒業を意識させる。 

【学 習】 
・ベストを尽くして、試験に臨もう！ 

 お知らせ 
■教育相談月間について 
今年度も２月は教育相談月間です。１・２学

期とは異なり、放課後に時間は設定していませ
んが、相談したいことがあれば担任または担任
以外の先生にも相談できます。申し出があれば
面談は随時可能です。なお、保護者の方が直接
スクールカウンセラーや教育相談員にも相談で
きます。どうぞご利用ください。 
☆スクールカウンセラー 関庸子 毎週水曜日 
☆教育相談員      室伏洋子 
相談室直通電話   （４７２）５２４４ 
 
■「化学物質過敏症」の生徒に対する 
教科書「対応本」について 

 近年、学校教育上重要な役割を果たしている
教科書を使うことで、体調が悪化するという
「科学物質過敏症」の事例が報告されていま
す。つきましては安心して授業が受けられるよ
うに「対応本」を配付しております。御希望が
ありましたら学校まで御問合せください。 
 
■卒業記念品について 
今年度の３年生から卒業記念品としてパイプ椅

子４５脚を贈呈していただきました。ありがとう
ございました。大事に使わしていただきます。 

２月の予定 
最終下校 17:15／22日～17:30 

ＳＣ：スクールカウンセラー勤務日 
日 曜 予  定 

1 火 全校集会 委員会 

2 水     ＳＣ 

3 木 職員会議（一斉下校） 

4 金 ３年生卒業テスト 

5 土  
6 日  

7 月 徴収金振替日：全学年 学年会（一斉下校） 

8 火 基礎学力テスト 

9 水 公立入学者選抜出願     ＳＣ 

10 木 公立入学者選抜出願 

11 金 建国記念日 
12 土  
13 日 諸活動停止 

14 月 
諸活動停止 公立入学者選抜出願 
質問教室・基礎学再テスト 

15 火 
徴収金再振替日：全学年 諸活動停止 
３年保健講演会       ＳＣ 

16 水 諸活動停止 

17 木 
公立入学者選抜志願変更 諸活動停止 
第４回定期テスト１日目 

18 金 
公立入学者選抜志願変更 
第４回定期テスト２日目 

19 土  
20 日  

21 月  

22 火  

23 水 天皇誕生日 

24 木 公立入学者選抜検査１日目 評議会 

25 金 公立入学者選抜検査２日目 

26 土  
27 日  

28 月 公立追検査受付 給食費納付期限 
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野球部 

文部科学大臣杯第１３回全日本少年軟式野

球大会 

準優勝  

   優秀選手賞 青木太桜 

    

卓球部 

令和３年度習志野市中学生冬季卓球大会 優勝 吉野瑛太 

   

ソフトボール部   

第１５回望洋杯ソフトボール大会 優勝  

令和３年ちばジュニア強化指定選手証  高橋莉愛 

   

新体操   

第３９回全日本ジュニア新体操選手権大会 第２位ＣＡＣＲＧ 初根鈴乃 

 

第１７回東関東ジュニアピアノコンクール 

上級 A課程 最優秀賞 千葉県教育委員会教育長賞 牛島咲結 

 

令和３年度全国中学生人権作文ｺﾝﾃｽﾄ千葉県大会 

奨励賞 宮林まなみ 

  

全国納税貯蓄組合連合会中学生の税の作文 

銅賞 諏訪結香 

  

千葉県児童生徒教職員作品展第７０回科学工夫作品の部 

佳作 北川葵一 

 

第７２回千葉県教育研究会造形教育部会研究発表大会 

入選 河野羽衣 竹内亮太  

佳作 芦田真優 田口麻那  

    

第３３回五市中学校合同技術・家庭科作品展 

習志野市教育長賞  沼菜月(家庭科の部)  

入選(技術の部) 田中禅 井上祐来 中野くるみ 

 新実侑生   

入選(家庭科の部) 海洲花鈴 青木真翔 笹島蒼生 

 

 

習志野市総合教育展 

造形の部 小林美和 紺野ほのか 伊藤凛香 

 田久保花那 坂本莉紗 公文寛美 

 仲村利花 中居彩夏 福島音々 

 新實侑生 竹内彩乃 戸田一花 

 平藤拓 石井晴菜 樋口奏来 

     山口京香 吉野ひなた 佐藤あかり 

 髙木颯弥 沖津陽織 松永空也 

 五十嵐治憲 武井明華子 森兼敏幸 

 重森壮太 下村駿弥 髙林ゆみ 

 中本千晴 岩船七菜 細川裕樹 

 重村くるみ 大庭翔太 樋口咲来 

 戸田栞 鷲尾春星 清野さくら 

理科の部 大川蒼 黒石梨乃 岩船七菜 

 吉田暖生 重村未来 重村くるみ 

 臼井宥登 小坂友莉 隈本奈那子 

 北川葵一   

技術科の部 宮崎仁志 青木太桜 矢柴秀吾 

 白石陽大 大塚結仁 花澤壱咲 

 下村駿弥 松山菜月 尾崎太紀 

 植松碧彩   

家庭科の部 竹島希羽 中野知里 鈴木心春 

 小林碧 鏑木涼輔 伊藤佑哉 

 水谷穂乃花 土橋美月 田中優菜 

 横松利花   

特別支援の部 中村亜希子 岩間紗弥 渡邉澪 

 水戸大翔 原田陽樹 笠原あや 

 今田大喜 中村悠一 清水美花 

 笠 浩輝 綿引勇聖 太田賢芯 

 竹内ひな   

    

令和３年度青少年健全育成標語 

入選 青木真翔 小島絵花 田久保香音 

 

  
 

第７４回千葉県小中高校書き初め展覧会 

書星会賞 田口麻那 湯浅茉莉子 宮原那奈 

 河村舞花   

特選 芦田真優 佐々木愛奈 袴田心花 

 五十嵐治憲 小島絵花 沼菜月 

 土橋美月 佐藤彰人  

金賞 福島音々 公文寛美 江上怜奈 

 奥山千晶 芦田絢音 磯野夏夕 

 髙橋栞南 古川栞菜 中本千晴 

 林田優菜 江上悠真 照山真緒 

 櫻井孝哉 地曳里咲 伊藤佑哉 

 重村未来 木村琉風 齊藤優美 

 和田実空 泉水舞 髙橋晃希 

銀賞 小田切秀稜 角田紗季 齊藤美南 

 桐生幸孝 横松佑岳 伊藤菜月 

 高橋結依 山田眞桜 瀬尾一世 

 

 

昨秋、第３４回全日 

本マーチングコンテス 

トで金賞を取った吹奏 

楽部を讃える横断幕が 

習志野市役所に２月１ 

８日(金)まで掲示され 

ています。御覧になり 

たい方はお早やめにお 

出ください。 
 また、トロフィーと 

賞状も届いております 

ので御披露いたします。 

 

敬称略 


