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令和２年度 第１回学校評価（保護者）アンケート結果のご報告

本校では、学校評価に関する保護者アンケートにつきましては、昨年度よりClassiを活用してのアンケー

トとさせていただいております。ご報告が遅れましたが、保護者の皆様にご協力いただきました第１回学校

評価アンケートの結果につきましてお知らせいたします。

今回はコロナ渦における評価となりましたが、保護者アンケートでは、ほとんどの項目で「大変良好」と

｢良好｣を合わせた数値が８０％を超え、特に『本校の教育活動全般について』においては、昨年度同様９６

％と大変高い評価をいただきました。保護者の皆様からの感想や要望等は全職員が目を通します。このアン

ケート結果は、１１月１９日に実施しました学校評議員会の委員の方々から「教職員が学校のため、生徒の

ために頑張っているのが分かった。より良い改善への努力を継続して欲しい」とのご意見をいただきました。

結果は、以下の通りです。この結果も、本校の学校運営に活かしていきたいと考えております。

【保護者アンケート結果（下段は生徒アンケート、数値は％）】
項 目 大変良好 良好 やや不満 不満

① 生活・学習・進路など、学校生活の在り方に関するご家庭での話 ２８ ５８ １３ 1

し合いの状況について

② ６年間の見通しのもと、高校での学習内容を踏まえたシラバスを ４３ ４８ ６ 1

作成し計画的に授業を行っていることについて （５６）（４１） （２） （1）

③ 宿泊ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ体験学習、関西伝統文化研修、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ ６０ ３４ ５ １

ｷｬﾝﾌﾟ、GL研修など、本校独自の特色ある教育活動を実施していることに （６２）（３２） （３） （３）

ついて (今年度は新型コロナ対策として、生徒の安全第一に計画を変更しています)

④ 熱意ある授業を心がけるとともに、授業に対する生徒アンケート ４９ ４３ ７ 1

を実施するなど、授業力の向上に努めていることについて

⑤ ３０人学級や英語・数学・物理における少人数指導を実施するな ６５ ３０ 4 1

ど、きめ細やかな学習指導を実施していることについて （６５）（３１） （３） （1）

⑥ 朝・放課後・土曜SUPの学習、定期テスト前後の学習等、生徒の ５７ ３８ ４ 1

基礎力向上策を取り入れていることについて （５２）（４２） （４） （２）

⑦ 各キャリア教育や将来の夢や希望を踏まえた進路相談の実施な ５８ ３９ ３ ０

ど、６年間を見通した計画的な進路指導の実践について （６０）（３６） （３） （１）

⑧ 日常の生徒観察をはじめ、二者面談の実施など、生徒理解に努め ５２ ４２ ５ 1

ていることについて

⑨ あいさつや返事､整理整頓､時間を守るなど基本的な生活習慣を身 ５４ ４１ ４ 1

に付けるための学校における生活指導について （５５）（４０） （4） （１）

⑩ 生活アンケートやいじめアンケート、二者面談・教育相談など、 ４５ ５０ ４ 1

いじめ防止に向けての対応について

⑪ 部活動活動方針に基づき、部活動の適正な運営について ４４ ４８ ６ ２

（６９）（２７） （３） （１）

⑫ 本校の登校時指導や下校指導について ４３ ５１ ５ １

※右の生徒の数値は、自身が交通ルールを守っているかどうかの割合 （６１）（３５） （３） （１）

⑬ 将来の夢や希望に関するご家庭での話合い状況について ２９ ５４ １６ １

※右の生徒の数値は、将来の夢や希望を持っている割合 （４６）（３５）（１６） （３）

⑭ 家庭での自主的な学習など、生徒の学習への取組や夢や希望を実 ２４ ４４ ２６ ６

現するための努力について （３８）（４７）（１４） （１）

⑮ 学年通信や学校通信の発行、Webﾍﾟｰｼﾞなどの情報発信について ４０ ５２ ７ 1

（６４）（３１） （４） （1）

⑯ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策における本校の取組について ３９ ５４ ６ 1

⑰ 本校の教育活動全般について ５２ ４４ ３ １

保護者の皆様のご意見（自由記述より）
保護者アンケートの自由記述欄には、本校への心温まるお言葉や改善案など多数のご意見をいただきました。

多かったご意見には、「新型コロナウイルスに対する不安や学校の対応について」「臨時休業中のスマートフォン

の利用について」「学習課題について」「授業進度と基礎学力の定着について」などでした。各分掌で協議し、学

校全体として今改善できるものは改善したり、今後の課題として検討したりするなど、精査してまいりたいと考

えております。貴重なご意見大変ありがとうございました。 ※裏面へ



生徒の活躍

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、残念ながら運動面や文化面の多くの大会等が中止となる

中、学校が再開し、夏から１１月上旬にかけて、代替大会を含め実施された大会等で四ツ葉生のたくさんの

活躍が見られました。ここでは、県大会や関東大会、全国大会等で、活躍した生徒について紹介しています。

≪運動面≫ ※県大会で優勝または準優勝及び、上位大会出場の入賞者について紹介

関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 男子４００ｍＨ 第２位 吉原 辰樹（５年）
群馬県高等学校新人陸上競技大会 男子４００ｍＨ 第２位 吉原 辰樹（５年） 関東大会出場
群馬県高等学校新人陸上競技大会 男子４００ｍ 第２位 吉原 辰樹（５年） 関東大会出場
群馬県高等学校新人陸上競技大会 男子５０００ｍＷ 第２位 富田 琉仁（５年） 関東大会出場
群馬県高等学校新人陸上競技大会 女子８００ｍ 第３位 久保田優花（５年） 関東大会出場
群馬県高等学校新人陸上競技大会 女子４００ｍ 第４位 久保田優花（５年） 関東大会出場
群馬県高等学校新人陸上競技大会 男子４００ｍ 第３位 西山 優志（５年） 関東大会出場
群馬県高等学校新人陸上競技大会 男子２００ｍ 第５位 西山 優志（５年） 関東大会出場
群馬県高等学校新人陸上競技大会 男子棒高跳 第５位 松原 功汰（４年） 関東大会出場
群馬県高等学校新人陸上競技大会 男子円盤投 第６位 中嶋 律空（４年） 関東大会出場
群馬県高等学校体育大会 新体操 個人総合 第２位 小暮 美憂（５年）

群馬県高等学校体育大会 新体操 フープ 第１位 小暮 美憂（５年）

群馬県高等学校体育大会 新体操 リボン 第２位 小暮 美憂（５年）

群馬県高等学校新人大会 新体操 個人総合 第１位 小暮 美憂（５年）
群馬県高等学校新人大会 新体操 フープ 第１位 小暮 美憂（５年）
群馬県高等学校新人大会 新体操 リボン 第１位 小暮 美憂（５年）
群馬県中学校新人大会 水泳男子２００ｍバタフライ 第１位 細沢 颯太（２年）

≪文化面≫ ※県大会や関東大会、全国大会で上位入賞者について紹介
全国高校生英語ディベート大会“Online”群馬県予選会 優勝

黒澤琉喜、菊池悠真、榛澤風香（５年）、木川留菜、細野由真、小林凜花（４年）
国際高校生選抜書展 秀作賞 荻原 果鈴（５年）
国際高校生選抜書展 秀作賞 片桐 実咲（５年）
関東地区高等学校囲碁選手権大会群馬県予選会 女子個人戦 優勝 藤井 絢音（５年）
関東地区高文連将棋大会 群馬県予選 女子個人戦 準優勝 遠坂 ふみ（５年）
群馬県高等学校将棋新人大会 女子個人戦 優勝 遠坂 ふみ（５年）
群馬県高校写真展 最優秀賞、優秀賞 小坂 明里（４年）
群馬県高校写真展 優秀賞 松本 紗英（６年）
群馬県高校写真展 入選 中島 萌絵（６年）
群馬県高校写真展 入選 廣川 柚季（４年）
全国高校生歴史フォーラム 佳作 菊池 悠真（５年）
明石杯高校生英語コンテスト プレゼンテーションの部 準優勝 菊池 悠真（５年）

明石杯高校生英語コンテスト レシテーションの部 第５位 竹内 花音（５年）

明石杯高校生英語コンテスト スピーチ第１部 特別賞 細野 由真（４年）

青少年読書感想文全国コンクール群馬県審査 中学校の部 課題読書 特選 狩野 喜晴（２年）

青少年読書感想文全国コンクール群馬県審査 中学校の部 課題読書 入選 平野 凌真（３年）

科学の甲子園群馬県大会 第２位 加藤 楓花(５年) 直井 青玄(５年) 菊池 悠真(５年) 吉原 瑞樹(５年)

日下このは(５年) 小渕 翔太(４年) 柏井 史哉(４年) 新井 成(４年)

地域をきれいに ～環境委員会の清掃活動～

１１月１０日に環境委員会の生徒が、学校周辺道路（主に殖蓮小学校や西グランド、学校南北にある田畑

や線路沿いの道路など）の清掃活動に取り組みました。自分たちで４つのコースを考え、グループ毎に学校

を出発。放課後の時間帯でし

たが、軍手をして小さなごみ

から大きなごみまで、紙ごみ

や空き缶、空き瓶など、熱心

に拾い集める姿が印象的でし

た。最後は、ごみの分別まで

丁寧に行いました。環境委員

の皆さんのおかげで、地域が

きれいになりました。ありが

とうございました。


