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令和２年度（2020年度）学校教育自己診断結果について 

Ⅰ はじめに 

１１月に、学校教育自己診断を保護者及び教職員を対象に実施いたしました。学校教育自

己診断はマークシート方式質問（３０項目）+自由記入欄で構成され、「A よくあてはまる・ 

B ややあてはまる・C あまりあてはまらない・D まったくあてはまらない・E わからない」の

５つを選択肢としました。その中で A と Bを肯定的評価ととらえ、ＡとＢの割合（％）を合

わせたものを示し、平成３０・令和元年度の結果も参考にして分析を行いました。今年度は、

コロナウイルスに関する質問事項が増えています。 

≪参考≫ 

調査対象 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

提出数 回収率（％） 提出数 回収率（％） 提出数 回収率（％） 

保護者 ５６７ 8５ ５５０ 8１ ５８９ 8８ 

 お忙しい中、アンケートのご協力をいただきましてありがとうございました。 

今年度は 9割近くの保護者に回答していただきました。ご意見を参考によりよい第四中学校に 

していきます。今後ともご支援とご協力をよろしくお願いします。 

Ⅱ 分析結果 

【１】教育方針、全般的なことに関して 

No 質 問 内 容 H30 R1 R２ 

１ 子どもは学校へ行くのを楽しみにしている。 83 80 79 

２ 子どもは自分の学級が楽しいと言っている。 75 80 81 

9 学校は教育方針をわかりやすく伝えている。（教育目標を含む） 72 74 68 

16 学校はオンラインを活用した取り組みを積極的に進めている。   80 

 「子どもは学校へ行くのを楽しみにしている。」と「子どもは自分の学級が楽しいと言ってい 

る。」はともに肯定的評価が８割前後に達しており、コロナ禍で制限が多い中でも子どもたちが 

学校やクラスで楽しく過ごしていることがわかります。 

 今年度は、中止や延期になる学校行事が多く、例年とは大きく異なる 1年となっています。 

このような中で、子どもたちも教職員もできることを考え、前向きに取り組んできました。今 

後も子どもたちの笑顔がさらに増えるように、教職員一丸となって頑張ってまいります。 

【２】保護者・地域・小中連携 

No 質 問 内 容 H30 R1 R2 

10 学校は、保護者・地域の願いに応えるよう努力している。 73 71 69 

（％） 

http://www.city.minoh.lg.jp/jfour/index.html


11 学校は、保護者の相談に応じてくれる。 74 73 73 

20 学校は、家庭への連絡や情報提供を行っている。 87 85 83 

23 
学習の内容や進度（行事）等を、懇談や学級（学年） 

通信などによって知ることができる。 
83 84 81 

 今年度は、授業参観や文化祭などが中止となり、直接お子さんの様子を見ていただく機会は

ほとんどありませんでした。学校の取り組みや日頃の様子を、四中だよりやホームページでお

伝えし、保護者のみなさまが学校に相談しやすい関係づくりを大切にし、家庭と学校が協力し

て子どもの成長を見守っていけるように努めてまいります。 

【３】授業・評価に関すること 

No 質 問 内 容 H30 R1 R2 

３ 子どもは、授業が楽しくわかりやすいと言っている。 56 61 62 

４ 子どもは家庭学習を自主的に行っている。 59 58 60 

7 先生は子どもの評価を適切・公平に行っている。 68 70 66 

24 
通知票（あゆみ）は子どもの学力や達成度をわかりやすく表

すように工夫されている。 
73 74 75 

5 子どもはオンライン授業が楽しくわかりやすいと言っている。   34 

本校では、授業の中で子どもの足りない部分を指摘するのではなく、良い部分をほめること 

で、「何が良かったのか」「何をすればよいか」を理解し応えようとする生徒を育てる「肯定的 

評価活動」をテーマに授業研究を進めています。今年度は分散登校時や、夏休みにオンライン

による授業配信を実施しました。教員も慣れない中での配信で、ご迷惑やご心配をおかけした

と思います。 

【４】生徒指導・生徒理解・先生に対する意識 

No 質 問 内 容 H30 R1 R2 

6 先生は、子どもを十分に理解している。 63 67 64 

8 先生は子どものまちがった行動を指導してくれる。 78 79 75 

12 学校は、いじめのない学校づくりに取り組んでいる。 68 66 62 

15 
学校は、すべての教育活動において、子どもの人権を尊重す

る姿勢で指導に当たっている。 
65 64 63 

21 学校では、子どもに関する個人情報が守られている。 80 78 77 

 教職員は授業づくりの研修のみならず、思春期特有の病気や、心の悩み、道徳教育など幅広

く研修に参加しています。 

 また、子どもの日頃の様子を、担任や副担任、教科担当者など複数の目で見ることで変容に

早く気づき、対応できるようにしています。日々の教育活動において、子どもの心情の理解に

努め、安心して相談できる関係を築いてまいります。 

【５】学校生活・人権教育 

No 質 問 内 容 H30 R1 R2 

13 部活動は活発である。 78 63 68 

14 学校は、子どもに生命を大切にする心や態度を育てようとしている。 70 66 64 



 部活動について、平成３０年３月に箕面市教育委員会から「部活動休養日の取り扱いについ

て」の通知（以下に掲載）があり、顧問の教員や保護者の方々が経験されてきた部活動とは在

り方が変わってきています。 

 また、近年の夏の暑さは命の危険を伴うほどであり、今年も夏の３か月ほどは「暑さ指数」

によって運動の制限がありました。今後も、生徒の健康・成長への配慮や教職員の働き方改革

などの観点から部活動の在り方が変わってくると考えられます。ご理解とご協力をお願い致し

ます。 

 

 

 

【６】施設・安全 

No 質 問 内 容 H30 R1 R2 

18 
地震や台風などの場合の対応については、子どもや保護者に

周知されている。 
92 93 94 

19 学校の施設・設備は学習環境において満足できる。 78 76 75 

30 学校は新型コロナウイルス感染予防対策をしっかりと行っている。   70 

１月１５日（金）、避難訓練の日に合わせて災害対応の訓練として「メール配信による安否確

認」を実施しました。ご協力ありがとうございました。避難訓練では、緊急事態宣言下という

こともあり、グラウンドに避難する代わりに、3人の先生に阪神淡路大震災や東日本大震災の体

験談をしてもらいました。身近な人が話す当時の生々しい被害の様子に、子どもたちは真剣に

耳を傾けていました。 

 9 月からスクール・サポート・スタッフとして山口正人さんが勤務され、新型コロナウイル 

ス感染症対策のための清掃・消毒等の補助をしてくださっています。毎日寒い中で手洗い場や 

トイレ、教室、階段の手すりなどの消毒作業を丁寧に行っていただいています。 

  

 

 

 

 

 

 

お知らせとお願い 

緊急事態宣言が発出されています。学校では引き続き感染症対策としてマスクの着用、授業

や給食前後の手洗い、換気等の徹底を行っていきます。部活動についても、感染リスクの高い

活動は実施せず、平日は１時間以内、土日は２時間以内の活動としています。 

ご家庭におかれましても手洗いや十分な食事や睡眠、登校前の検温をお願いします。風邪の

症状がみられましたら無理して登校せず、ご自宅で休養するようにしてください。オンライン

授業配信を希望される場合には欠席連絡の際にお申し出ください。 

「部活動休養日の取り扱いについて」の通知 

１週間のうち、土曜日及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。ただし、日曜日の公式 

試合に備えて、土曜日に練習を行うなど、両日活躍した場合は、原則、翌週の週末の両日を休養日とする。 

 

手洗い場の消毒作業中 給食時には飛沫ガードを使用 「換気でござる」で教室換気 



 

令和２年度（２０２０年度）　２月　行事予定　箕面市立第四中学校
日 曜 校時予定表

学年 短学活 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 放課後 給食 終礼 SC
１年 読書 朝礼 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 12:15 15:05

1 月 ２年 読書 朝礼 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 12:15 15:05

３年 英語 朝礼 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 12:15 15:05

１年 読書 Ｂ火１ Ｂ火２ Ｂ火３ Ｂ火４ Ｂ火５ 火６ 12:40 15:30

2 火 ２年 読書 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

３年 国語 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

１年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

3 水 ２年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

３年 社会 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

4 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

３年 数学 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

5 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

３年 理科 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

6 土
7 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金５ 12:40 15:30

8 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金５ 12:40 15:30

３年 英語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金５ 12:40 15:30

１年 読書 Ａ火１ Ａ火２ Ａ火３ Ａ火４ Ａ火５ 火６ 12:40 15:30

9 火 ２年 読書 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

３年 国語 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

１年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

10 水 ２年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

３年 短学活 道徳 総合 総合 なし 11:30

１年

11 木 ２年 【 建 国 記 念 の 日 】
３年

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 生徒総会 12:20 15:00

12 金 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 生徒総会 12:20 15:00

３年 社会 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 生徒総会 12:20 15:00

13 土
14 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 木６ 12:20 15:00

15 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 木６ 12:20 15:00

３年 数学 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 木６ 12:20 15:00

１年 読書 Ｂ火１ Ｂ火２ Ｂ火３ Ｂ火４ Ｂ火５ 火６ 12:20 15:00

16 火 ２年 読書 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:20 15:00

３年 理科 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:20 15:00

１年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

17 水 ２年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

３年 英語 道徳 水2 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 15:00

18 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 15:00

３年 国語 木１ 木２ 木３ 木４ なし 12:25

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:20 15:10

19 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:20 15:10

３年 社会 金１ 金２ 金３ 金４ 12:20 12:55

20 土
21 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金３ 12:20 15:10

22 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金３ 12:20 15:10

３年 数学 月１ 月２ 月３ 月４ 12:20 12:55

１年

23 火 ２年 【 天 皇 誕 生 日 】 【 天 皇 誕 生 日 】
３年

１年 短学活 理科テ 英語テ 美術テ なし 11:55

24 水 ２年 短学活 理科テ 社会テ 音楽テ なし 11:55

３年 理科 道徳 水２ 水３ なし 11:55

１年 短学活 数学テ 国語テ 保体テ なし 11:55

25 木 ２年 短学活 国語テ 数学テ 保体テ なし 11:55

３年 英語 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 11:50 14:45

１年 短学活 技家テ 社会テ 音楽テ 11:50 12:25

26 金 ２年 短学活 英語テ 技家テ 美術テ 11:50 12:25

３年 国語 金１ 金２ 金３ 金５ 11:50 13:40

27 土
28 日

〇

木1～5限+6限:生徒総会(45分*6)、生徒相談週間(２/19まで)

3年:道徳+水2･3限(50分*3/テスト校時)、1･2年:学年末テスト①(3
科)、
3年:進路懇談会③(午後)

月1～5+金5限

B火1～6限&総合

【 建 国 記 念 の 日 】

B火1～6限&総合(45分*6)

3年:木1～5限(50分*5/テスト校時)、1･2年:学年末テスト②、
小学校出前授業（豊川南小/午後）

3年:金1･2･3･5限(50分*4/テスト校時)、1･2年:学年末テスト③、小学
校出前授業（萱野東小/午後）、一斉退校日

金1～5限+学活(45分*4+50分*2/3年:4限まで)、3年:進路懇談会①(午
後)

〇

月1～5+金3限(45分*4+50分*2/3年:4限まで)、3年:進路懇談会②(午
後)

1･2年:道徳+水2～6限(45分*6)、1年:福祉ボランティア体験(6限)
3年:私立高校入試(道徳+総合*2)、部活動停止、一斉退校日

月1～5+木6限(45分*6)、3年:公立特別出願(2/16まで)

〇

〇
木1～6限(45分*6/3年:4限まで)、フッ素塗布（15:40/開放棟談話室）
3年:公立特別入試(2/19まで)、学年会議(15:40)

道徳+水2～6限(45分*6)、簡単清掃、部活動停止日、一斉退校日

木1～6限、歯科検診(8:45/13:15)、簡単清掃、生徒会専門委(16:10)

金1～5限+学活

1限:朝礼+月1～5限(50分*５/朝礼校時)、生徒議会(16:10/後期まと
め)、
下校時刻17:40

A火1～6限&総合、3年:入試事前指導(６限/体育館)、諸費口座振替日

道徳+水2～6限(45分*6)、3年:性教育聞き取り学習(1・2限)、
1･2年:学年末テスト１週間前、部活動停止(2/25まで)、一斉退校日

生徒
会専
門委

進路懇談会②

進路懇談会③

進路懇談会①

生徒
議会


