
弘前市立第四中学校 ◇教育目標＆スローガン

036-8228 ① 健康･･･心身を大切にし、活力を生む。 ② 自主･･･意欲を持ち、行動を起こす。

弘前市樹木5-2-6 ③ 創造･･･よく学び、生活を豊かにする。 ④ 誠実･･･思いやりの心を持ち、良心に生きる。

学校だより２月号 「ライバルは昨日の自分 みんなが互いを応援するチーム四中」

令和５年１月20日発行 電話（代表）３２－５２４４ (１年)32-5313 (２年)32-5317 (３年)32-5349

１１月２５日～１２月２日にかけて、ｗｅｂアンケートでお答

えいただいた学校評価アンケートの結果をお知らせいたします。

平均得点は、そう思う：４点、ややそう思う：３点、あまりそ

う思わない：２点、そう思わない：１点とし、結果を点数化した

ものです。平均3.0を超えているものは達成された項目、下回っ

たものは達成されなかった項目と判断しています。

学校評価アンケート（平均得点）

保護者 生徒 教職員

① 3.2 3.5 3.2

② 3.4 3.6 3.4

③ 2.9 3.4 2.2

④ 3.3 3.5 3.2

⑤ 3.3 3.7 3.3

⑥ 3.2 3.7 3.5

⑦ 3.2 3.5 2.2

⑧ 3.0 3.2 2.7

⑨ 3.5 3.8 3.5

⑩ 3.1 3.4 3.0

⑪ 3.2 3.6 3.2

⑫ 3.3 3.4 3.5

⑬ 3.2 3.3

⑭ 2.8 2.2

⑮ 2.9 3.4 2.6

⑯ 3.3 3.7 2.9

⑰ 3.3 3.7 3.1

⑱ 3.0 3.6 2.8

⑲

8.1 11.5

5.9 6.4

15.7 7.7

5.2 2.6

2.1 2.6

19.5 20.5

8.5 7.7

16.1 19.2

18.8 21.8

評価項目

学校では、生徒にとって楽しく分かりやすい授業が行われている。

学校は、学習に適した環境（施設・学級の雰囲気など）が整っている。

お子さんは、家庭学習の習慣を身に付けている。

お子さんの学級は、まとまりのある居心地の良い学級になっている。

学校は、保護者面談や行事、密な連絡等を通して、保護者との信頼関係を構築しようとしている。

四中学区の小・中学校が、同じ目標（目指す１５歳の姿）のもと、取組を進めていることを知っている。

お子さんは、自分のめあてに向けて進んで学習している。

お子さんは、マナーやルールを大切にし、皆が気持ちよく生活できるようにしている。

学校は、いじめの未然防止、早期発見・対応に努めており、安心して登校させることができる。

お子さんは、「早寝、早起き、朝ご飯」など望ましい生活習慣を身に付けている。

学校行事は、お子さんにとって有意義で充実している。

お子さんは、夢や目標の実現に向け、考えたり努力したりしている。

お子さんは、健康や安全について知識を身に付けている。

各種通信やホームページ等で学校の様子がよくわかる。

（１そう思う…４、２ややそう思う…３、３あまりそう思わない…２、４そう思わない…１）

問題発見・解決能力

健康・安全・食に関する能力

地域社会を理解し、地域活性化に生かす力

何事にも主体的に取り組もうとする意欲

多様性を尊重する態度

他者と協働する力

豊かな感性や優しさ、思いやり

お子さんは、人や社会のために働くことに、喜びを感じている。

お子さんに、身に付けてほしい資質・能力として、重視したいものを次から３つ選んでください。

言語能力

情報活用能力

お子さんは、安全に気を付け、運動に取り組んでいる。

学校は、相談しやすい環境を整えるなどして子供理解を深め、子供との信頼関係を構築できている。

お子さんは、進んで挨拶することができる。

③家庭学習の習慣を身に付けている

・保護者2.9、教師2.2と下回っていますが、生徒3.4と隔たり

が見られ、大人の目から見れば「もう少しやっても……」と

いうことだと思います。学校でも家庭学習については指導を

続けていきますが、家庭でのご協力もお願いいたします。な

お、次年度はタブレットの活用も含め、家庭学習の多様化に

ついても検討して参ります。

⑦お子さんは、進んで挨拶することができる。

・保護者3.2、生徒3.5に対して、教職員2.2という結果でした。

今年度あいさつの活性化を学校課題の一つとして捉え、月1

回の四中あいさつ運動の日も設定して取り組んできました。

その効果もあってか、保護者も生徒も高い結果となっていま

すが、教職員の目からは「もうひと頑張り」と見えているよ

うです。春先に比べ校内で交わされるあいさつの声も多くな

りました。さらにあいさつの飛び交う学校を目指し、今後も

取り組んで参ります。

⑭四中学区の小・中学校が、同じ目標（目指す15歳の姿）のも

と、取り組みを進めていることを知っている。

・保護者2.8、生徒2.2という結果でした。四中クインテットの

名称のもと、春は四中で、秋は小学校１校で参観授業と部会

ごとの会議を行っていますが、ここ3年ほどはコロナ禍で予

定通り行えていなかった経緯もあり、今ひとつその内容が伝

わっていなかったことを反省しております。来年度は、取り

組みの様子を学校だよりやＨＰを通して詳しくお伝えしてい

ければと考えています。また、目標の周知や生徒への意識付

けについても工夫したいと考えています。

⑮自分の目当てに向けて進んで学習している。

・保護者2.9、教職員2.6、生徒3.4と隔たりが見られましたが、

「自分なりの目標を持って取り組んでいる」意識を生徒は持

っているようです。一方保護者からは③の家庭学習も関連し

て、「進んで学習していないのでは」という評価になったも

のと考えています。学校でも、キャリア学習や学級活動を通

して個々の目標を見据える時間を大切にしながら、引き続き

指導して参ります。

⑯お子さんに、身に付けて欲しい資質・能力

・重視したいものを３つ選んでいただき、％で結果を表してい

ます。保護者、教職員ともに、「何事にも主体的に取り組も

うとする意欲」、「他者と協働する力」「豊かな感性や優しさ、

思いやり」が多かったようです。

なお、裏面に自由記述とそれに対する回答を掲載しております。

日 曜 行 事 日 曜 行 事

１ 水 スタディルーム 17 金 １，２年３学期期末

２ 木 テスト

３ 金 18 土

４ 土 小中美術展 19 日 英検２次試験

５ 日 小中美術展 20 月

６ 月 21 火 生徒朝会

７ 火 生徒朝会 学校運営協議会

８ 水 22 水

９ 木 私立高校学力検査 23 木 天皇誕生日

10 金 漢字検定 24 金 ２年球技大会

11 土 建国記念の日 25 土

12 日 26 日

13 月 27 月

14 火 全校朝会 28 火 全校朝会

15 水 １年球技大会

16 木 私立高校合格発表

３月の主な行事予定

３月７日(火)：県立高校入試 １，２年実力テスト

８日(水)：思い出の会

９日(木)：卒業式予行

10日(金)：卒業証書授与式

15日(水)：県立高校追検査実施日

17日(金)：県立高校合格発表

20日(月)：弘前東高校二次学力検査

21日(火)：春分の日

22日(水)：県立高校再募集

23日(木)：県立再募集合格発表

24日(金)：修了式 離任式



学校評価アンケート自由記述

○中学校へ入ってから何でも積極的に活動に参加しているようで

親から見てもポジティブだなと感じています。勉強は、だんだ

ん成績が落ちてきているのでついていけているのか心配です。

○いつも熱心にご指導下さりありがとうございます。お陰様で家

庭学習の習慣が身に付き、毎日頑張っているようです。ただ、

テスト期間になると、部活もあって疲れている中、睡眠時間を

削って勉強をしている姿を見ると、感心するとともに、体調を

崩すこともあり心配してしまいます。とにかく長く勉強をする

ことが目標になってしまっているところがあるようなので、も

しよろしければ、要領よく時間を使えるようなご指導をいただ

ければと思っております。(後略)

○四中祭や合唱コンクール等生徒達の様子を見れる機会が結構あ

って良い。

○細かいことにも目を向けてくれているので良いと思います。

○度々メールで連絡があるので、助かります。今後ともよろしく

お願いいたします。 "
○ホームページが更新されていていつでも予定を確認できるので

大変助かっています。ありがとうございます。

○日々ご尽力ありがとうございます。行事等も工夫を凝らし実現

して頂き、学校でしか得られない貴重な経験が成長に繋がって

いると思います。先生方と生徒達との信頼関係、サポート体制

の手厚さに感動しています。ただ不登校の問題が気がかりです。

地域の人間として何か出来ることはないでしょうか？

○クラスメイト、他組の友達、部活以外の友達と、いろんな場面

でその時に必要な交流を大事にして過ごしているようです。と

ても良い中学生活を送っているな…と微笑ましく思います。

●生徒に対し命令口調だったり、言葉が乱暴な先生が数名いるの

が残念です。保護者として聞いてショックな言葉を言われてる

子もいるようで、生徒のことを尊重してくれていないのでしょ

うか。指導者として疑問があります。自分のお子さんがそんな

指導者に指導されてるとしたらどう思いますか。

回答 ご指摘ありがとうございます。乱暴な言動によりショック

を与えたことについては、心よりお詫び申し上げます。教

職員にふさわしい言動を心がけるよう、全教職員で改めて

共通理解を図り、今後一層注意を払って参ります。

●教員の負担軽減の為部活動の外部委託等が進められている昨今

保護者もまた多忙な人達がほとんどだと思うので PTA の活動
を全体的に見直し縮小していく事も場合によっては今後必要な

のではないでしょうか。

●コロナの勢いが収まらない中例年通りバレーボール大会や野球

大会ボーリング大会を企画維持していく必要性があるのかと私

個人は疑問を抱いてしまいました。学年委員や広報委員、総務

委員には必要性を感じますが、スポーツ委員会は企画自体が大

変多く会議や準備も他の委員会より負担が大きい様に感じま

す。(後略)

回答 ご意見ありがとうございます。ＰＴＡ役員の方にもご意見

をお伝えし、来年度に向けて検討して参ります。

●自転車置き場をただの更地ではなく、屋根付きまたはある程度

の区切りの付いた置き場にしてほしい。今のままだと強風等で

どこまでもドミノ倒しになり、何度も壊れ、その都度の修理は

負担になる。設備面ですが学校の駐輪場に屋根がないのが残念

です。

回答 駐輪場の屋根設置に関し要望が寄せられたことについては

市の教育委員会にも伝えたいと思いますが、かなりの予算

が必要であり実現は難しいものと思われます。また、雪の重

みで倒壊するなどの危険もあり、高校等でも屋根のない駐輪

場が主流となってきています。ご理解のほどよろしくお願い

します。

●学校行事で給食がない連絡など遅いので困るときがある。月間

の日程表に書いてあると助かります。先生に聞きたいことがあ

っても小学校とちがい、連絡帳がないので（あっても子どもが

見てしまうかもしれないので、ノートはきびしいと思いますが

…）迷う。電話だと日中できないし、先生も忙しいと思うので、

気を使ってしまいかけそびれてしまう。メール（担任の先生と

つながる）伝言板みたいなのがネットであるといいのですかね。

部活の日程表についても当日のが月初にくるので大変困ってい

ます。定期的な病院の予約出来ず、本当に困っています。 HP
でみる術などあればいいのですかね。突発の時間変更も子ども

があいまいに覚えてくるのでメール配信など検討してほしい。

回答 午前授業等で給食のない日については、伝わりやすくなる

よう工夫して参ります。また、電話での対応も致しますので

気兼ねなくおかけください。部活動の日程表についても、も

う少し早く出せるよう校内で取り決めていきます。

●病気等で長期休みが続いた際、他より学習が遅れてしまうため、

本人親ともに不安がありました。今後まだコロナやインフルエ

ンザが流行する傾向にあるので、何らかの対応(リモート授業

等)を考えて頂ければ助かります。

回答 コロナウィルス感染による出停期間も短くなってきたこと

もあり、現在のところリモート授業の実施については考えて

いませんが、市の教育委員会に相談しながら対応して参りま

す。また、学習の遅れについては、学級担任等に気兼ねなく

相談いただきますようお願いします。

●定期テストの成績ファイルですが、偏差値も掲載されていると

助かります。また、定期テストの問題の多くがワークやプリン

トの復習問題が多いと聞いています。いずれ実力テストにも対

応できるように、基礎と応用をバランスよく組み合わせて出題

していただけたら、と思います。

回答 20年以上前になりますが、文部科学省から中学校において

偏差値を算出することを認めない通知が出されたと記憶して

おります。また、その後新たな動きがないため、現在でも中

学校では偏差値を出しておりません。テスト問題については

教科の特性もあり、全ての教科でご意見にあるような内容に

はできないものと考えますが、今後検討いたします。

●窓開放に制限があり、風が入らないと不満をもらします。

回答 エアコンも完備されたため、昨年度途中から安全面を考慮

し窓が全開にならないようにしましたが、同じような意見も

多いため来年度からは改善する予定です。

●手紙を見ていない状況で実施してしまったが、アンケートでど

れくらいの時間を要するのかを始める前に知りたかったです。

回答 次年度はメール配信時に明記いたします。

●アンケートの趣旨とは関係ないことで恐縮ですが、四中生の自

転車マナーがなかなかひどいので申し上げます。自由ヶ丘１丁

目町内にて朝の登校時、危険な運転に２回遭遇しました。交差

点での飛び出し、ノールックで小路から左折して来る、スピー

ドを出してる車もいるので想像すると怖いです。何より、飛び

出してきた３年女子生徒にすごい顔で睨まれたのが一番腹立た

しく、しばらく不愉快な思いでいました。娘から、自転車マナ

ーについて先生から注意があったと聞きました。正直、その程

度で改善するとは思えません。その日すでに薬王堂前辺りで道

路に広がって話しながら帰る生徒もいました。先生方も一度密

かに様子をご覧になってみてはいかがですか？事故になった時

どんな状況でも加害者は車の運転者なのでやりきれない気持ち

です。長文失礼しました。

回答 ご意見ありがとうございます。今年度登下校中の大きな自

転車事故が２件発生しており、折に触れて注意を呼びかけて

参りましたが、ご意見を参考にして次年度はさらに力を入れ

て指導して参ります。

●子供がプリントを親に出さないので、メールで連絡してくれる

と助かります。返事もメールでできるとなお良いです。

回答 今年度から、学校だよりや行事の案内、参観日の案内など

をメールでも見られるようにしてみました。また、アンケー

ト等も web 上で返答できるように改善を進めています。ただ、
どうしても紙媒体で回収し数年間保存しなければならないも

のもありますので、ご理解の上ご協力ください。

●コロナに関する情報が一切ないのが不安に感じています。

回答 そのお気持ちも十分理解しております。しかし、市の教育

委員会の指導もありコロナウイルス感染に関する情報発信に

ついては、感染防止を目的とした措置内容などに限られてい

るのが現状です。今後変更があるかもしれませんが、それま

では現在の対応を続けることとなります。ご理解のほどよろ

しくお願いします。

●生徒の言葉遣い

回答 生徒同士の言葉遣い、大人に対する言葉遣い、気になる点

があるということだと思いますが、学校としても注意を払い

指導して参ります。

●アンケートに個人を特定できるものの記入は要らないと思いま

す。(個人名やクラス等)

回答 ご意見ありがとうございます。自由記述の中に個別に対応

しなければならないご意見もあるため、記入をお願いしてお

ります。ご理解のほどお願いいたします。

※この他個別の事案につきましては、ご意見をもとに、誠意を持

って対応させていただきます。


