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後期後半のスター ト

新年明けま しておめでとうございます。今年 も昨年に引き続き、よろしくお願いいた します。

令和 4年 と後期の後半がスター トしま した。学校は、 1年間の教育活動を振 り返 り、来年度

へ向けての準備をしてい くとともに、生徒は進学、進級へむけて最後のまとめをしていく大切

な期間です。教職員一同、心新たに、引き続き子 どもたちをしっか り指導、支援 していきたい

と考えてお ります。保護者並びに地域の皆 さまのご支援、ご協力をお願いいた します。

年度末まで、授業 日数が 1, 2年生は、41日 、 3年生は、 30日 です。 しかし、年度の始

ま りに考えた 目標がどれだけ達成できたか、課題は何かを振 り返 り、新 しい年の新たな目標 を

定め、新たな年度のスター トに向け準備 をしていくとい う大切な期間でもあ ります。

陸上の走 り幅跳びでは、遠 くヘジャンプするには、しっか りとした助走や踏み切 りが大切だ

と言われています。
｀
皆 さんにとっても、年度末に向けて、これか らの期間をどう過 ごすかが、

4月 か らの新たなスター トに大きく影響 してくると思います。 3年生にとっては、進路を決定

し、次のステ ップヘ進んでい くための心構 えをし、準備をしていく期間でもあ り、 9年間の義

務教育の最後のまとめの時でもあ ります。また、 1、 2年生は、まもなく進級 し、新たな後輩

を迎えることにな ります。先輩 として、ただ学年が上 とい うだけでなく、後輩か ら尊敬 され る

よう自らを高めていかなければな りません。

みなさんは、それぞれ、限 りなく成長 していける可能性を持っています。 しか し、何 もしな

ければ可能性は、可能性だけで終わって しまいます。自分を成長 させるには、まずは目標をも

つこと、な りたい 自分を想像す ることが重要です。そのために何をしていったらよいかを考え、

できることか らやってみることです。

人は、どうせやってもだめだとか、これでよい と思った時か ら、成長は止まって しまいます。

簡単に諦めた り、現状に妥協や満足をして しまった り、自らの課題が考えられない と成長は望

めない とい うことだ と思います。そ して、もう一つ成長するのに大切なのは、他人のア ドバイ

スを全部でなくてもOKです。少 しでも良いか ら受け入れてみることだと思います。私 自身 も、

成長 し続ける自分であ りたい と思っています。みなさん、良いスター トをきりましょう。



1年生職業講話

1年生が『総合の時間』を使ってキャリア教育の一環として、職業についての学習をしてきま

した。そのまとめに、講師の方にお越しいただき、各クラスで講話をしていただきました。なお、

飼育員の○○様には、事前に動画を作成していただき、その動画を視聴することとしました。

実際に働いていらっしゃる方のご苦労や励みになっていることなど職への理解が深まり、働くこ

との大変さやこだわり、意義を学ぶことができました。お仕事が忙しい中、ご協力いただいた講

師の皆様には、心より感謝申し上げます。
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【令和3年度 学校評価保護者アンケート集計結果及び考察】

回答数246(枠内の数字は%)《

≪ 考 察 》

分野 質問内容 年度 強くそう思う そう思う あまりそう意わない まつたく思わない

R2 20

76 20
生きてはたらく知

(Э授業の内容はわかりやすく、興味を持てるように工夫さ
れていると思いますか。 R3

R2 24 62 13

80
豊かな心

②お互いの生命と人権を大切にする豊かな心がお子さん
に育つていると思いますか。 R3 11

R2 15 69 13

80 15

③学校は教室などの環境を整え、生徒が生活しやすいよ
うに配慮していると思いますか。 R3 4

R2 13 59 25

59 34

健やかな体
④保健指導や保健体育の授業を通して、お子さんの健康
に対する意識が高まつていると思いますか。 R3

61 21R2 15⑤学校は、地域や小学校、家庭との連携を深め、生徒一
人ひとりを理解した支援を行つていると思いますか。 R3 74 21

21 3R2 15 61

4

生徒理解

支援
⑥相談しやすい環境づくりにつとめていると思いますか。

R3 65 24

4R2 12 55 29⑦学校は生徒一人ひとりの生徒の特性を把握し、個に応
じた指導を行つていると思いますか。 R3 4 60 32 4

14R2 19 66③特
自己

.別
活動は、お子さんの社会性の青成と自己有用感

肯定感を育てることに役立つていると思いますか。 R3 74 17

R2 19 62 18

R3 75 18 0

⑨生徒会を中心に、委員会活動は活発に行われていると
思いますか。

R2 21 60 19 0
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⑩学校行事は、活発に行われていると思いますか。
R3 63 29

R2 18 61 19
①学校は、地域との連携を深めていると思いますか。

R3 66 31
地域連携

R2 15 62 19 4

4 70 24
いじめへの対応

⑫相談活動や生徒会活動(スマイルプロジエクトやグリー
ンリボン運動など)の充実を通して、いじめのない学校作
りに努めていると思いますか。 R3

「強くそう思う」「そう思う」から今年度―番高い評価は、②「お互いの生命と人権を大切にする豊かな心」であった。「あまり思わない」「まったく思わ

」ヽから今年度一番低い評価は④「保健指導や保健体育の授業を通して健康に対する意識」等であつた。

経年変化として前年比5ポイント以上増加した項目に注目すると「そう思う」の評価で③「学校は教室などの環境を整え、生活しやすいように配慮し
るヽ」、⑤「学校は地域や小学校、家庭との連携を深め、生徒一人ひとりを理解して支援を行つている」、⑦「学校は生徒一人ひとりの特性を把握

し、個に応した指導を行つている」、③「特別活動では社会性の育成と自己有用感・自己青定感を育てる」が主に伸びているが、いずれにせよ「強く

う」の評価が下がつている。理由としては、コロナの感染等により学校、家庭、地域と連携することが困難の状況の中、授業数や行事の規模

もの、またそれぞれの活動をご参観していただくことができなかったことも一つの要因として考えられる。

感染予防対策を講している中ではあるが、生徒たちは意欲的に授業や行事に取り組んでおり、充実した生活をおくっているのが窺える。今後もよ

り主体的に学べる授業への工夫や良い環境作りを目指す。

新型コロナの感染が2年目となり、感染が終息するのを願いつつ、来年度は保護者評価が「強くそう思う」「そう思う」を合わせて今年度以上になる

よう生徒一人ひとりに寄り添いながら、学力の基礎基本の定着を高め落ち着いた学校生活を送れるよう努めてまいりたいと考えている。

ご多忙の中、学校評価アンケートのご回答にご協力いただきまてありがとうございました。来年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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【部活動等の結果 】

◎女子バスケットボール部  ネ申奈川県中学校バスケットボール新人大会 ベスト16

◎柔道部 横浜市中学校新人柔道大会

団体戦女子 2位

団体戦男子 3位

個人戦2年男子体重別 2位○○

個人戦 1年女子体重別 1位○○

個人戦2年女子体重別 2位○○

3位○○

三区 (戸塚・栄・泉)合 同区大会

個人戦 1年男子体重別 1位○○

個人戦2年男子体重別 1位○○

個人戦 1年女子体重別 1位○○

個人戦2年女子体重別 1位○○
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5位○○ ○○

2位○○ ○○

3位○○ ○○

3位○○ ○○

1位○○ ○○

1位○○ ○○

5位○○ ○○

3位○○ ○○

◎バドミントン部  横浜市中学校バドミントン大会 (新人戦)ブロック予選会 (戸塚区大会 )

男子シングルス    優勝  ○○ ○○ (市大会 9位 )

◎陸上競技部 横浜市秋季陸上大会

男子 1年 砲丸投げ  2位
男子共通2年 200M 3位
女子 1年 走高跳   4位

◎卓球部 戸塚区秋季卓球大会

女子2年生の音|`5位

女子 1年生の部 5位

男子 2年生の部 5位

男子 1年生の部 3位

◎JA共催神奈川県小。中・高生書道コンクール 条幅の部 神奈川県教育長賞
3年 ○○ ○○

◎JA横浜書道コンクール 条幅の部 金賞 3年 ○○ ○0 1年 ○○ ○○

◎「税についての作文」戸塚納税貯蓄組合連合会・優秀賞  3年 ○○ ○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1/28日 (金) あいさつ運動・ 3年学年末試験
2/ 8日 (金) あいさつ運動

8日 ～10日  1・ 2年学年末試験
10日 (金) 新入生保護者説明会
15日 ～17日 共通選抜 共通検査

【今後の主な行事予定等】


