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「吾」の足者が聞こえてき孝した
4日 はいよいよ 「立春」です。

気候や気持ちの上では3～ 4月 が 「春」というイメージですが、
“
太陽の光 (下半分

の 「日」の部分)を 受けて車の芽が地面を突き破って伸び出す (上半分)"と いう 「春」

という漢字の成り立ち通り、新しい出発に向けて飛び出してください。

r畠施騒艇ゴr生控ルみか)の 露媒
昨年の 11月 に行いました学校評価 「生徒アンケー ト」の全校集計結果をお知らせし

ます。数字は、評価 ごとのパーセンテージで、それぞれの質問で一番多かった評価を太

字で示しています。学年や学級による多少の違いはありましたが、ほとんどの項目で、

4か 3の 肯定的な田答が多かったので一安心でした。今後は、 2や 1の評価が多かった

項目について、改善に向けた取組みを進めたいと考えています。
「よくあてはまる…4、 ややあてはまる…3、 あまりあてはまらない… 2、 まったく

あてはまらない… 1」 の4つ で回答を求めました。

(1)国 語の授業はわかりやすい   4… 26.4%3… 53.0%2… 15,2%1… 5.4%

(2)社 会の授業はわかりやすい   4… 48.2%3… 40,6%2… 9.5%1-1.7%

(3)数 学の授業はわかりやすい   4… 36.4%3… 41.4%2… 15.5%1… 6.8%

(4)理 科の授業はわかりやすい 4…・21.6%3… '34.4%2・ ・・29,9%1"・ 14.1%

(5)英 語の授業はわかりやすい   4… 22.2%3… 42.7%2… 25.9%1… 9,2%

(6)音 楽の授業はわかりやすい   4… 23.7%3… 4881%2… 23.1%1… 530%

(7)美 術の授業はわかりやすい   4… 24,7%3… 41.4%2… 26.2%1… 7.6%

(8)保 体の授業はわかりやすい   4・ ・・34.2%3… 53.5%2… 11.0%1… 1.3%

(9)技 家の授業はわかりやすい   4… 21.9%3… 4888%2… 25。4%1… 3.9%

(10)嚇数で学習する鰯があり、わかりやすく力がついてきた(2年のみ)4",32.1%3… ・39.5%2… ・21.0%1・ ・,7.4%

(11)選択の授業はわかりやすい (2・8年のみ)4… ・7,7%3… ・26.5%2… ・43.5%1・ ・・22.3%

(12)体育大会や文化発表会など学校行事を楽しみにしている 4・…42.5%3,… 34.3%2・ …15.6%1,… 7,6%

(13)齢鋼酵柵 トライやる・ウィP夕での隅は、紛にとってカスになる 4・ ・・52.8%3… ・37.2%2"。 6,7%1… ・3.2%

(14)教育相談の期間に、先生に相談ができた 4… ・29.4%3・ ・・45,1%2… '16.6%1・・・8,8%

(18)担任の先生以外にも相談できる先生がいる 4“ ・14.9%3… ・31.6%2“ ・30。2%1・ …23.3%

(16)卒業後の進踏や将来の職業について考えている 4・…31.6%3"・ 38.2%2・ …20.7%1・ …9,6%

(17)学校は進路についての情報を知らせてくれる 4… ・20.1%3… ・45.4%2・ …24.6%1"・ 10.0%

(18)学校の施設や設備はよく整備されている 4… ・13,7%3… ・52.8%2… ・28.5%1・ ・・5。1%

(19)校内や通学路に危険な箇所はない 4… 25,7%3… 47.6%2… 22.6%1… 4.2%

(20)断斡火災などが起こった雛どうしたらよい紳判らされている 4・・・27.2夕古3〔…44口1%2・ …21.8'占1・…6.9%

(21)学校目標 (教育目標)を知っている 4… ・10.8%3… 。29.2%2… ・34ES%1… ・25,4%



(22)学校の授業を大切にしている   4… 28,0%3… 48.3%2… 19.0%1… 4.6%

(23)予習や復習、宿題など家庭学習を積極的に行っている 4・…8,4%3・ ・・82,4%2・ …38.4%1・ …20.7%

(24)学校に行くのが楽しい     4… 31.1%3… 42日2%2… 16.2%1… 10,4%

(25)適切な言葉づかいや挨拶ができる 4… 23.8%3… 53.3%2… 18.9%1-4.0%

(26)服装や持ち物など学校のきまりを守っている 4… ・35,0%3・ ・・46.0%2・ ・・14.2%1・ ・・4.9%

(27)命の大切さや人権・社会のルーlレなどについて考えた行動ができる 4… 。19.1%3・ ・・52.2%2… 。24.9%1・ …3.8%

(28)先生は私達のがあばりを認めてくれたり、意見をよく開いてくれる 4… 。16.9%3… ・46.4%2… ・26.7%1… ・10.0%

(29)触は、いじめ轍内暴力な鞠達が困っている時、十舶応してくれる 4"。15.8%3・・・45.7%2,4126.3%1… ・12.2%

(30)図書量は整備されていて、いつでも本を読んだり借りたりできる 4・・・42.6象 S3・・・37.3夕合2・…10。7'61・…9,4%

(31)クラブ活動に積極的に参加している 4… 53.7%3"。 21.8%2"・5。6%1… Ⅲ18.9%
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(月)朝 礼

ノーチャイム週間

(火)専 門委員会

(水)⑤ 補充…月2

(本)立 花小4年 目 (異校種)研 修 (谷田教諭)

⑥補充…月3

(金)③ ③ l年福祉体験学習

⑤補充…月5

(土)新 入生制服採寸 (10時 ～技術室)

(日)新 入生制服採寸 (10時 ～技術室)

(月)市 尼高4年 目 (異機種)研 修 (高岸教諭)

(火)福 寿会早朝清掃活動 (8時 ～)

生徒会新入生説明会 (立花南小)

(水)私 学入試

1年 わくわくオサストラ教室 (県立芸術文化センター)

私学入試 (建国記念の日)

⑥補充…月4

生徒会新入生説明会 ・クラプ見学 (立花北小)

公立推薦 ・特色選抜入試

⑥補充…月6

公立推薦 ・特色選抜入試合格発表

2年 と
°
ッコロ劇団特別鑑賞会 「真田風雲録」

⑤補充…木2

(火)福 寿会早朝清掃活動 (8時 ～)

(水)学 年末考査 (社・理 ・技家)

(本)学 年末考査 (数。国 ・普)

(金)学 年末考査 (英・保体)

生徒会新入生説明会 (立花小)

今週の3日 (水)夕 方 5時～

5時半に、卒業生で吉本で活躍

している漫才師、失野勝也さん

(矢野兵動)が 母校を訪ねると

いうことで、立花中がテレビ放

映されることになりました。本

校生徒や当時の 『恩師』も登場

します。お時間のある方はご覧

ください。

2ch:2/3(″k)4:50-6:00

(県立芸術文化センター)

(編集責任者 :教頭 福 井 隆 夫)


