
いじめアンケートは、全国的に実施が求められているところですが、本校では、2学期
の終わりに、全校生を対象にアンケートを実施しましたので、結果をお知らせします。

※ 「はい」と応えた人の人数 (割合)

(1)携 帯電話を持っていますか。

三年 ど78人 て4σ .7%)2年 rσ 9人 `5σ.4%)3年 ヱθヱ人 てσ9.8%)

(2)あ なたは、いじめを見たり話を聞いたりしたことはありますか。

I牢 r42人 (25,I%)2年 r2ヱ 人 て15.θ %)3年 f4人 (2.5%)

(3)あ なたは、いじめられたり友達から無視されたり仲間はずれにされたことはありますか。
ヱ牢 fヱ 5人 て9. θ%)2年 fヱ 9人 てヱ3. σ%)3年 f tt θ人 てσ, 3%)

(4)暴 力をふるわれたり金品を要求されたことはありますか。

ヱ年 f2人 てヱ.2%)2年 f5人 (3.σ %)3年 f3人 (I.9%)

(5)携 帯メール・インターネットなどで悪口を書かれたり、 ト ラブルになったことはありますか。

ヱ年 f2人 `ヱ.2%)2年 ,7人 て5.θ %)3年 :3人 てI.9%)

(6)あ なたは門限を守っていますか。塾の帰り道などに寄り道をしていませんか。

三年 ど王7人 `王θ。2%)2年 r2θ 人 `王4.3%)3年 f王 3人 て8.2%)

(7)見知らぬ人に声をかけられたり、露出狂にあったり、痴漢被害にあったことはありませんか。

I牢 r23人 て1398%)2年 f王 8人 `ヱ2.9%)3年 fヱ 9人 `ヱヱ.9%)

本校では、このようなアンケートや毎学期の教育相談週間などを通じて、いじめ等の実

態把握に努め、未然防止の指導を行っていますが、ご家庭におかれましても、お子さまの

様子の変化や何らかの情報をつかまれた場合は、学校にお知らせくださいますようお願い

します。

〒ャイと言麻都 年々定着
最近4年 間の 「チャイム席徹底週間」の 1週 間 (5日 間)で 、チャイム着席ができな

かった人数の全校合計です。年々人数が減って、よい習慣が身につきつつあることがわか

ります。今回 (1月 )は 、1週 間を通じて 0人 という素晴らしいクラスが 3ク ラスもあり

ました (1年 4組 、 3年 1組 と3年 2組 )。

ア9年 度

第 1回 (6月)1285人   第 2回 (9月)489人

第 3回 (10月 )261人   ノ ーチャイム週間 (11月 )277人

2θ 年度

第 1回 (6月)280人   第 2回 (11月 )195人

ノーチャイム週間 (11月 )231人



27年 度

第 1回 (6月 )260人   第 2回 (9月 )217人

第 3回 (11月 )87人 (休校のクラスあり)

ノーチヤイム週間 (7月 )218人  ノ ーチヤイム週間 (2月 )173人

22年 度

第 1回 (6月 )158人   第 2回 (11月 )85人   第 3回 (1月 )79人

体掛時間のBC出の的黒も…

2学 期から導入している休み時間のBGM(授 業終了2分 後から次の授業の 1分前まで

流れています)の効果もあるかもしれませんが、全クラスが 0に なることがこれからの目

標ですね。
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(火)専 門委員会

(水)3年 デートDV防 止講演会

(本)2年 校外学習 (ポートアイランドスケート場)、⑥補充…火5

(金)⑤ 補充…火6

(土)新 入生制服採寸 (～6・ 日)

(月)朝 礼、放課後学習

(火)木 曜授業、福寿会早朝清掃活動

(水)金 1234道

(木)私 学入試 (～11・ 金)、 1・ 2年実カテスト、⑥補充…総合

(月)公 立推薦・特色選抜入試 (一部～15・ 火)、放課後学習

ノーチヤイム週間

補充…総合

公立推薦 ・特色選抜入試合格発表

数学科研究授業、金 124水 12金 3の 授業

朝礼、放課後学習

福寿会早朝清掃活動

期末考査 (国・理 ・体)

期末考査 (社・数 ・技家)

期末考査 (英・音)

卒業証書授与式

新入生体操服等販売 (交換日19・ 土)

公立一般入試

修学旅行 ・進路説明会、 1年 校外学習 (人と未来防災センター)

公立一般合格発表 (春分の日)

修了式 (編集責任者 :教頭 福 井 隆 夫)


