
令和４年度 Ｗｅｂ学校評価【５月】の結果 

 

１ 方法 まちこみアンケート機能 

２ 期間 令和４年５月２７日（金）～５月３１日（火） 

３ 問い 「学校は、この一ヶ月の教育活動を適切に行っていたか？」 

４ 結果 ３５８人の保護者の方から回答をいただきました。 

適切である 267人（74.6％） 

やや適切である 73人（20.4％） 

あまり適切でない 5人（ 1.4％） 

適切でない 1人（ 0.3％） 

わからない評価できない 12人（ 3.3％） 

 

５ コメント＆回答  

  ※同じ方のコメントでも、内容によって分けて表記しているものもあります。  

【教育課程】 

◆複数担任制でしたか、先生が変わるということに不思議な感覚です。我慢すれば来週は変

わる（教師、生徒双方）？とか、コロナ対策？とかプラス面もあったり。「親は相談した

い時、誰に話せばいいの？」という疑問も聞こえてきたり、生徒が「先生に相談しようか

と思ったけど、どうせ来週には変わっちゃうからやめる」という声も聞こえてきたり。良

いか悪いかではなく「うーんなるほど。」と思って聞いています。 

◆担任を固定しないのはまだ子どもが慣れていないようです。今後も様子を見ていきます。 

◆生徒に対して担任の言動、態度が適切でない話を子どもから聞いたので改善した方が良

いのではないのでしょうか。 
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複数担任制は、青森市教委の助言の下、今年度から市内一斉に実施しております。学校

によって取組に違いが見られ、毎日全学級でローテーションしている学校や本校のように

２～３学級を一週間程度で交代している学校、その他に分けられます。なお、その日の朝

や帰りの会、給食の時間に教室にいる人だけが担任ではなく、例えば、１組、２組には２

人の学級担任と複数の学年担任がいて、協力して学級経営をしております。よって、相談

がある場合は、いつでも誰にでも連絡できます。今後、様々なケースが考えられると思い

ますが、修正しながら子どもたちのために最善の方法を探って参ります。 

先生方には、時と場に応じた適切な言動を心掛け、行き過ぎた指導等のないよう常日頃

から話しています。状況によって厳しく指導することが求められる場合でも、愛情をもっ

て指導するよう心掛けています。今後も気になることがありましたら連絡ください。学校

と保護者が連携、協力しながら、子どもたちの成長を支えていきたいと思っています。 



【学習・進路指導】 

◆３日間参観日は、先生、生徒同士の関わりがたくさん見られて良い機会となりました。コ

ロナ禍で大変な中の開催ありがとうございました。 

◆テストに向けて積極的に勉強に取り組んでいました。また自主プリントでも積極的にや

っていたと思います。 

◆宿題がない。 

◆先日行われた定期テスト（３学年）英語の聞き取り問題の放送開始の際、ハウリングがお

き、聞き取りの妨げになっているようです。ハウリングの音が大きすぎて耳が一時不調に

なり、聞き取り問題に集中できなかったと聞きました。前回（昨年の英語のテストの聞き

取りの時も同じ状況で聞き取りずらかったと聞いています。）マイクとスピーカーの位置

関係なのか、先生が開始の話をする時のマイクと話す距離間の問題なのか、子どもたちが

テストに集中して取り組めるよう是非とも改善していただきたいです。よろしくお願い

します。（ちなみに国語のテストの聞き取りは特に問題はなかったそうです。） 

◆長期間の自宅待機になった際の遠隔授業で、数日間繋いでもらえない主要教科もあり、授

業を受けようと構えている側としてはなかなかショックなものでした。先生もお忙しい

からと我慢していましたが、自習など以外で理由がわからないまま繋がらないときは、す

ぐに学校に電話確認してもよろしいのでしょうか？電話確認後、すぐに遠隔授業に入室

できましたが、授業入室できずにいた３日分の遅れは大変でした。今後のためにどうした

ら良いかを確認させてください。お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月も書きましたが、全体的に授業も家庭学習も良く頑張っていると思っています。宿

題については、教科ごとに課しているので、小学校のように毎日プリント○枚というやり

方はしていません。ただし、一人勉強ノートや週末課題という形で家庭学習の習慣を促し

ております。また、教科によっては、毎時間授業の初めに小テストを行っております。渡

されたプリントに答えを書いて提出する宿題より、次時の小テストに向けてその範囲を分

かるまで勉強する（確実に覚える）という方法の方が、学力の定着という点で有効です。 

本校では、「前向きに学習する生徒」を学習面の努力目標としております。今後も、宿題

と自主学習をバランス良く課しながら、主体的に学ぶ生徒を育てていきます。 

 英語の聞き取りテストのハウリングについて、申し訳ありません。テストに向けて頑張

ってきた生徒たちが、十分に成果を発揮できるよう、改めてテスト実施環境の整備に努め

て参ります。 

 遠隔授業に数日繋がらなかったとのことですが、今後、同様の事があった場合は、まず

学校にお問い合わせください。このことに限らず、何か困ったことがあったら、遠慮せず

連絡いただければ対応いたします。なお、授業内容等について質問、補足が必要な場合は、

いつでも教科担が、個別に対応します。生徒たちにも話しますが、ご家庭でも話題にして

みてください。前向きな学びが、夢の実現につながります。 



【校内外の生活】 

◆１年生について、小学校から引き継ぎがされていないように感じることがあります。あと

１年生クラスで女子が男子に注意すると男子が団体で一人の女子を攻撃するという話を

聞きました。あり得ないですね・・・。小学校側の裏門。車の前に出て何台も止めて次々

とお礼もなくダラダラ渡っているのを数回見ました。今の時代、嫌われない様、怒らない

家庭もあると聞きました。学校側が再教育するしかないのだと思います。ご指導よろしく

お願いします。 

◆下校中、西中の生徒が我が家の敷地内（建物の裏まで）に勝手に侵入してきたので注意し

ました。その生徒はうちの子の友達でもないです。西中学区の子ではなく、他の地域から

通学しているそうですが、通学路とは全く反対方向の地域に来ているのが疑問です。他の

学年の子につきまとっている感じで行ったり来たりと、とても怪しく感じました。常識的

に考えて普通ではないと感じましたので一応ご報告しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ジャージについて、白Ｔの汚れがなかなか落ちないので白じゃない色のＴシャツを検討

していただけないでしょうか？（汚れがついても目立ちにくい色）そして、汚れがなかな

か落ちないので手洗いすると毛玉ができやすい。素材もあわせて検討していただきたい

です。あと、複数の声があったのでお知らせします。男子ですが、Ｔシャツの下に肌着を

着ないで過ごしたところ、ネームの刺繍が胸に当たって擦れてすごく痛かったそうです。 

◆Ｔシャツ、短パンになるのは個人の自由で良いと思います。なぜなら、諸事情の理由から

Ｔシャツ短パンになりたくない生徒もいるからです。学校側は熱中症を心配されると思

いますが、その点はこまめな水分補給、濡れタオルで冷やす等、本人にしっかり体調管理

をするよう指導します。 

◆生徒総会で会則改正があったとタイムラインで拝見しましたが、今年度入学したため会

則が分からず、改正後の会則は公開していただけるのでしょうか。 

◆学校での服装、白靴下限定なのですか？ミニグラでの汚れが尋常ではないので買い足し

も家計に響きます。トレシャツですが、白シャツ可と記載ありますが、西中指定シャツで

なくても良いということなのでしょうか？ 

◆ミニグランドでの体育など靴下や靴がとても汚れます。洗濯がとても大変で負担になっ

ています。 

中学校では、新入生について小学校と情報連携を図り、校内指導体制を整えています。

ただし、過度に先入観を持つことのないよう、生徒一人一人の今の頑張りを認め励まして

います。実際、小学校時代に落ち着きがなかった子が、中学校に入学してからガラッと変

わり、諸活動で活躍する生徒を何人も見てきています。ただし、数の中には成長し切れて

いない生徒もいるので、保護者の皆さまや関係機関と連携・協力しながら対応しています。

本校生徒のことで困ったことがありましたら、できるだけ早く（Ｗｅｂ学校評価を待たず

に）直接学校までご相談ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校行事】 

◆スポーツミーティングで心身共に成長した姿を見られたことが親として嬉しくとても楽

しく参観できました。ありがとうございました。 

◆教員の皆さんの熱意が伝わる活動だったと感じました。感謝しています。今後も頑張って

ください。 

◆一年生の保護者です。スポーツＭで初めて学校の様子を見ることができました。慣れない

学校生活で疲れきって帰ってくることが多く、少し心配していたのですが、クラスメイト

と笑い合っている姿を見て安心しました。先生方も一緒に楽しんでいるように見受けら

れて、校内の雰囲気も良さそうに感じました。 

◆コロナ禍の中スポーツミーティングというミニ運動会を開催していただきありがとうご

ざいました。生徒たちの生き生きした姿を見ることができました。ただ、グラウンドが狭

く物足りない気がしました。特に３年生は最後の運動会、他の方法も視野に入れて開催で

きたらなと感じました。 

◆スポーツミーティングは、もう少し広い場所を借りるなどしてやらせてあげたら良かっ

たと思う。 

◆運動会、他の学校は普通に開催されている中、場所の関係なので仕方がないのですが、入

学した当初は、場所を借りてやるような話も出ていたので楽しみにしていましたが、３年

間できなくて残念だなと思いました。 

本校では、数年前から生徒会が中心になって「西中改革」に取り組み、全校生徒で話し

合いながら学校生活の約束を見直してきました。 

昨年度まで白に限定していた靴下は、今年度から白、黒、紺を可としました。 

外ズックも運動に適したものであれば形状、色は自由です。 

Ｔシャツについては、学生服の下に着る際は、白、黒、紺、グレー、夏服の場合は、白

であれば学校指定のＴシャツ（通称西Ｔ）以外でも可としています。（体育時も含む） 

昨年度は、制服についてアンケートをとったり、座談会（保護者の話合い）を開いたり

して、見直しに着手しましたが、今後は、体育着についても見直しの対象にする必要があ

ると考えています。 

今年の生徒総会で確認した学校生活の約束の基本的な考え方は以下の２つです。 

★学習に支障がないこと（集中できる、他の人のじゃまにならない） 

★時と場に合っていること（「学校」という場、気温、行事 等） 

 今後においても、この２つの基本的な考え方に照らして、学校生活の約束を見直して行

きたいと考えています。 

 生徒会会則（生徒会組織等）は、生徒総会の議案書に掲載してあります。全校生徒のク

ロムブックに保存しいつでも見られる状態になっていますのでお子さまにお尋ねくださ

い。なお、生徒会会則を広く世間に公開する予定はありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆修学旅行は行かせるか悩みましたが、子どもが帰ってきた時の顔や土産話を聞いて、行か

せて良かったと心から思いました。ありがとうございました。 

◆東京への修学旅行を無事に行くことができて本当に良かったです。子どもも大満足して

おり、ここ数年我慢ばかりだったので、最高の思い出になりました！本当にありがとうご

ざいました。また、修学旅行の様子を細かくタイムラインに載せていただくことで、私た

ちも様子を知ることができたし、子どもも自分が写っていて喜んでおりました。日頃の子

どもたちの様子をマチコミで見ることができて、学校生活や行事が分かったりできてと

てもありがたいです。これからもお忙しい中とは思いますが、継続していただきたいです。 

◆修学旅行、スポーツミーティングなどの行事が無事に行われて良かったです。特に修学旅

行は、直前まで心配していましたが、終了後も感染がなくてほっとしました。マチコミで

送られてくる子どもたちの写真がありがたかったです。楽しんでいる様子が伝わってき

ました。先生方も気を遣われて過ごされたかと思います。ありがとうございました。 

◆３年の保護者です。先生方の細かい配慮のおかげで、無事修学旅行に行くことができまし

た。スカイツリーの貸切や、自主研修の範囲制限など、いろいろ日程を考えていただいた

事に感謝しています。タイムラインで修学旅行の様子を見ることができ、楽しんでいる子

どもたちを感じました。楽しい思い出を作っていただきありがとうございました。 

◆修学旅行、とても楽しい時間を過ごすことが出来たようです。自粛生活で何の楽しみもな

かった我が子が計画段階からとても生き生きとしていて、こういう表情は久しぶりに見

たなと親の方も嬉しい日々でした。先生方にはいろいろなご苦労をおかけしたと思いま

す。本当にありがとうございました。 

◆修学旅行の臨場感あふれるタイムラインの写真がとても楽しみでした。また、その他の行

事も我が子が写っていなくても、自分の子と重ねて様子をうかがうことができます。あり

がたいです。 

◆３年生の保護者です。様々な意見がある中、無事に修学旅行を終えたことは今後子どもの

財産となります。親として感謝いたしております。 

◆修学旅行を実施していただき、コロナ禍で制限ばかりだった子どもたちに夢を与えてい

スポーツミーティングに多くの方々にご来校いただきありがとうございました。この行

事の持ち方については、新校舎建設前（コロナ前）から、他地区の実践等を参考に様々な

角度から検討してきました。それにコロナ対策が加わり、ミニグラでのミニ運動会として、

毎年少しずつ修正しながら現在のスタイルとなっています。仮に広い場所があっても、全

校生徒５５６人、その家族と教職員で２０００人を越える集団が、同じ場所で同時に実施

することは、難しいと考えています。今後は、コロナも徐々に緩和し、通常に近い形で実

施できるようになっていくと思っています。 

運動会への思いは人ぞれぞれだと思いますが、限られた条件の中で、明るく楽しく全力

で競技に参加した生徒たちに感謝しています。 



ただけてありがとうございました。マチコミも頻繁にアップしていただき、保護者への安

心と共有もとても有りがたく、校長先生始め先生方のご負担もかなりだったとは思いま

すが、本当に子どもたちは西中生で幸せだなぁと思いました。正直イロイロな心配はあり

ましたが、結果状況を適切に見極めていただけているということも大変素晴らしい教育

活動だと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。 

◆修学旅行のマチコミ配信、毎日楽しみにしておりました。生徒たちの満喫ぶりが窺えて、

こちらまで幸せな気分になりました。マチコミ配信に関して、西中ほど恵まれた環境はほ

かにないと思います。ありがとうございました。 

◆初めてのスポーツミーティング、子どもたちの楽しそうにしている姿を見て安心しまし

た！タイムライン、とても有りがたく楽しく拝見させていただいておりますが、修学旅行

は頻度が多くて、３年生限定配信でも良いのでは？と感じておりました。他に、小学校、

幼稚園でもマチコミを使っているため、緊急時のために通知 OFFにはできないので、どう

したらいいのかと思っていました。 

◆修学旅行について、先生ほか関係者の方々、事故もなく無事に終わりお疲れさまでした。

ただ１つ、今後検討してもらいたい点は、集合及び解散場所を新青森駅ではなく、西中前

にしてください。車がなかったり、車があっても仕事で送り迎えできない家庭は大変です。 

◆修学旅行ありがとうございました。そしてご苦労様でした。コロナ禍の中、感染対策の指

導等大変だったかと思います。良い思い出になりました。おかげさまで特に体調を崩すこ

ともなく過ごせています。国や自治体によってはコロナ対策緩和の報道も出ていますが、

現在学校クラスターや部活動クラスターが起きています。医療福祉の現場で働く身とし

ては、学校側にもこれまで以上に感染症対策をお願いしたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改めて修学旅行の実施にご理解いただきありがとうございました。東京への旅行に不安

がなかったわけではありません。今回、東京への修学旅行を決断した一番の理由は、３年

生の日常の学校生活です。授業中はもちろん、行事、集会、休み時間など、時と場をわき

まえた行動がとれ、教師の指示が一回で通じる。この生徒たちであれば、東京での修学旅

行を安全安心に行えると確信できたからです。改めて３年生の生徒たちに感謝します。 

マチコミは、修学旅行では特に多く配信しています。修学旅行に限らず、ふだんのタイ

ムライン配信についても、仕事中や休日にキンコンキンコンとうるさく、また人によって

は、関心の薄いことも流されてきて迷惑だろうな！と思いながら送信しています。まちこ

みの今後についてもいろいろな方の声を聞きながら見直して行きたいと思います。 

集合場所については、本校では新青森駅集合解散を基本に計画してきました。学校集合

という考えもないわけではありませんが、経費が高くなること、集合解散の時間もだいぶ

変わること等の理由から新青森駅集合解散としています。現在次年度以降の計画中ですの

で、このことについても、多くの方々の意見を聞いて対応して参ります。 

学校におけるコロナ対策も引き続き万全を期して参ります。 



【部活動】 

◆お世話になっております。部活動の連絡をもう少し早くいただけると助かります。 

◆部活動、１８時までやってほしいです。 

◆子どもが所属している部では、以前より「実力に関係なく３年生が優先して試合に出場さ

せてもらっている」「一部の部員はクラブに所属しているからと１年生から大会に出場し

ている」といい、自分たちにチャンスが与えられない事に納得できていない様子です。こ

れが事実だとすれば、今回の夏季大会も２年生のほとんどが出場できないのでしょう

か？ミニゲームで３年生に勝っている２年生もいるのに、やはり３年生が優遇されるの

ですか？せめて、学年に関係なく部内で選抜試合を行うなど公平にチャンスを与えてい

ただきたいです。また、この件について、顧問の先生方とお話しできる機会を設けていた

だければ幸いです。 

◆いつもお世話になっております。先日、子どものマスクのお知らせを見て緩和されていく

ことと思います。そこで、子どもたちが気にしていたので確認ですが、ある部活で外部の

指導者がずっとマスクを付けずに指導している（会話している）そうですが、それは、学

校側も了承しているということでしょうか？ 

◆５月４日、青森県に暴風警報が発表された日、屋外での部活練習がありました。事故につ

ながる恐れがあるので練習を休みにするべきだと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部活動の日程連絡は、部ごとに工夫しだいぶ改善してきていると思っています。学校で

は、学校ＨＰに運動部の活動割当を月単位でアップしています。ただし、あくまで活動場

所の割当てなので、実際の活動とは異なる場合もあります。改めて、部ごとの活動計画を

早めに配布するなど改善するよう各部の顧問に話します。 

部活動は、平日２時間、休日３時間を基本として活動しています。また、コロナ対策で

同じ場所で複数の部が活動しないよう、体育館の部は、前後半に分けています。今後のコ

ロナの収束状況により、場所や時間の割当ても見直す必要があると思っています。 

部活動は学校教育の一環であり、人間形成という目的と、勝利という目標の両方の達成

を目指しています。部員数と出場枠、シード枠等により思い通りにならないこともあるこ

とを説明した上で選手選考をしています。部活動の相談はいつでも受け付けています。 

今年度は、部活動制度の今後も見据え、外部指導者を積極的に導入しています。外部指

導者を依頼する場合は、校長が面談し、教育活動としての部活動であることを理解してい

ただいた上でお願いしています。万が一、不適切な指導が行われるようであれば、辞めて

いただいております。ご指摘のマスクの件は、明らかに不適切な指導と認識しています。 

 普段の学校生活でも、気象庁の情報をもとに天候の状況、時間帯や対象エリア等を確認

し、教育委員会の助言を得ながら休校等の対応を決めています。休日の部活動の場合も、

天候によって活動を休止したり、活動場所を変更したりしています。ご指摘の件について、

相応の対応を取らずに屋外で活動したとのこと申し訳ございません。今後は、活動に際し

ては、生徒の安全を第一に考え、適切に判断するよう全顧問で再確認します。 



【その他】 

◆入学して２ヶ月になりますが、体調崩して休みがちにも関わらず、どの先生も熱心に対応

していただきとても安心してお任せできます。 

◆ちょっとしたトラブルがありましたが、きちんと話を聞いてくれて、すぐに解決してくれ

ました。信頼できる先生方だなと思いました。タイムラインの写真も多く、学校生活が分

かり、とても楽しく拝見しています。これからもよろしくお願いします。 

◆タイムラインで学校や生徒たちの様子を知ることができてありがたいです。子どもとの

会話にも役立っています。 

◆タイムラインの３年生修学旅行写真、楽しそうで良かったです。コロナ禍ですがディズニ

ーに行けて良かったです。先生方お疲れさまでした。西中のサマーセーラー服の登校は爽

やかですね。学校に登校する姿を見て保護者も爽やかな気持ちになります。西中に入学さ

せて良かったと思う１つです。これからもよろしくお願いいたします。 

◆マチコミで修学旅行の様子がわかって、楽しそうでとても良かったです。 

◆修学旅行を実施していただきありがとうございました。不満な点は、学校よりもむしろ教

育委員会の対応になるかとは思いますが、体育館の建替えが遅いために、あの広々とした

校庭をまだ使えずに、テニスコートがあった敷地でのスポーツミーティングで済ますの

は、子どもたちがあまりにもかわいそうです。一連の建替えは、在校生のために短期集中

で実施すべきであることを教育委員会に訴えてください。 

◆ゴールデンウィーク後に修学旅行、丸ごと参観日、スポーツミーティングなどの行事のマ

チコミへのご報告、いつもありがとうございます。一父兄として感謝いたします。学校で

の様子がわかり、大変ありがたく思っております。 

◆今月もありがとうございました。特に修学旅行を実施していただき、感謝しております。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

６ 結びに 

  今月も高い評価並びに沢山のコメントありがとうございました。さまざまなご意見を

いただきましたが、学校の情報発信が、保護者の皆さまに十分に伝わっていないことがあ

ることを改めて感じています。 

６月は、中体連です。部活動の今後について全国的に話題となっていますが、近いうち

に今年度第１回の座談会を「部活動」をテーマに行いたいと考えています。改めてご案内

いたしますのでよろしくお願いします。 

様々な課題を学校独自で解決すること、保護者と協力しながら改善を図ること、教育委

員会に委ねることなど、取捨選択し、工夫しながら、よりよい学校経営に努めますので、

何卒よろしくお願いいたします。 

 

令和４年６月６日 

青森市立西中学校  校長 今別幸司 


