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市川市立第八中学校 学校評価 結果報告
６月実施「学校運営アンケート」の結果を報告いたします。今回の結果を踏まえ、教育活動および教育環境の充
実と質向上に役立ててまいりますので、家庭・学校・地域の連携のもと、ご理解ご協力くださるようお願いいたしま
す。なお、アンケートの回収率は、84.3％（回答数 503/生徒数 ５９７）です。ご協力に感謝申し上げます。
１ 「結果の見方」について
○表内の「評価項目」は、１「確かな学力」、２「豊かな心」、３「健やかな体」、４「信頼される学校」以上４つの
項目ごとにまとめています。
○「評価項目」は、市川市公立学校の共通項目に「学校で独自に設定した項目（項目１の４ 項目２の４ 項目４
の６と７）」を加えています。
○「評価結果（人）」は、評価項目の選択肢４，３，２，１を選んだ合計人数です。
（選択肢： ４そう思う

３どちらかというとそう思う

２どちらかというとそう思わない

１そう思わない）

○「評価の平均値」は、評価結果をポイント換算し平均値を示しました。平均値が、２．５より増えると４「そう思
う」 に近づき、２．５より減ると、１「そう思わない」に近づくことを示します。
○「４そう思う」と３「どちらかというとそう思う」を選択した人数を評価項目について肯定的な意見の割合とし、
前回結果（令和３年１２月）と今回結果の差を「前回差」としています。
２ 「学校運営についてのご意見」について
○４つの評価項目をさらに「内容」に分けています。具体的なご意見をいただき、ありがとうございます。
○お寄せいただいた個々のご意見は、原則そのまま掲載し、内容が重複するご意見は、「同（ ）件」と紹介して
います。
○個人・団体が特定できるような記載等、内容により、一部を割愛して公開しておりますが、お寄せいただいた
全てのご意見の趣旨を精査し対応について検討してまいります。
３ 「学校運営協議会の意見」について
○令和４年７月開催の第３回学校運営協議会において「評価結果」について、ご協議いただいた内容を記載し
ています。
４ 「現状の分析および学校運営改善の方向性」について
○３「学校運営協議会の意見」を参考に教職員で協議したものを示しています。
○個別案件については、しっかりと受け止め、学校全体で情報共有を図ります。そのうえで、「学校の役割」と
「学校ができること、できないこと」を総合的に分析・検討し、教育活動の中で改善してまいります。

１

「確かな学力」について
評価項目

確
か
な
学
力

№

評価結果（人）
4

3

2

1

計

評価の
平均値

前回と比較
12月

６月

前回差

1

お子さんは、授業がわかりやすいと言っている。

82 326 85

10 503 2.95

80%

81%

1%

2

お子さんは、わからないことを自分から調べるな
ど、いろいろなことに興味を持って学習に取り組ん
でいる。

84 217 173 29 503 2.71

65%

60%

-5%

3

お子さんは、家庭学習の習慣が身についている。

129 176 145 53 503 2.76

63%

61%

-2%

4

お子さんは、学校で個に応じた丁寧な学習指導を
60
受けている。

66%

65%

-1%

267 150 26 503 2.72

内容

学校運営についてのご意見

学習指導等

〇いつも楽しく通っていて、感謝しています！たまに、授業で聞いて写すだけの時間が
多すぎると眠くなると言うことがあります。先生の専門性を活かした授業で、学習の楽
しさが分かるといいなと思います。よろしくお願いいたします！ 〇もっと宿題を出し
て欲しい 〇宿題は増やして欲しいなと思います 〇今年度の中 1 は定期テストの 3 教
科の順位や点数の分布図などが通知されなくなったようですが、その理由を教えてくだ
さい。よろしくお願い致します。（同１件） 〇勉強面でもっと聞きやすい環境になっ
てもらいたいです。 〇学習への取り込みが上手くいっていない生徒への指導や助言を
もっと積極的にしてほしい

1

GIGA
スクール

〇コロナで欠席の場合、せっかくタブレットが配布されたので、オンライン対応してい
ただきたいです。市内の公立小、中では、欠席中、オンライン授業を受けられた学校も
あります。勉強面でも、精神面でも、オンライン授業で学校と繋がれることは、欠席中
の心の支えになります。ご検討お願い致します
〇家庭でのタブレットの使用時間や
制限について、もしあれば再度お知らせください。子供が家で学校の課題に取り組もう
としてもサーバーにつながらない状況が続いています(家庭内の Wi-Fi に接続済)。イン
ターネットも ifilter にブロックされています。 タブレット配布の意味がよくわかり
ません。重いタブレットを持ち運ぶより、紙で宿題を配っていただければと思います。

＜ 現状の分析及び学校運営改善の方向性 ＞
【全体分析】評価項目１「授業がわかりやすい」：前回から高止まり傾向にあります。より充実させる手立
てとして、八中では、教員の授業力向上のための研究を行っております。例年、教育委員会指導主事等に講
師を依頼し、指導案検討会および授業研究会を実施して研修を深めています。評価項目２，３，４につきま
しても生徒の学力向上に有効な要素であり、今後も改善の余地があると受け止め、新学習指導要領が目指す
「主体的・対話的・深い学び」の一層の具現化を図り、確かな学力を育んでまいります。
【部分説明】 〇定期テスト３教科順位と点数の分布図についてですが、生徒に５教科を総合的にみて自分
の学習状況を知ることを重視させたいこと、私学入試が３教科から５教科にシフトしてきていることをふま
え、５教科のみとしております。 〇授業以外の学習機会として、放課後まなびくらぶを開設し、希望生徒
に大学生などの「まなびサポーター」が個別に学習相談と補習のサポートをしていますので、積極的にご利
用ください。また、１学年では「夏休み学習会」を三日間企画し、ご家庭に案内したところです。 〇GIGA
スクール構想の一環として、コロナ関連等でお休みする生徒には、様々な手立てを講じております。学年・
教科等によりますが、一例として授業の板書やワークシートを学習アプリで共有できるようにする、学級閉
鎖のときに朝のホームルームをオンラインで行う、各教科の課題を配信するなど、昨年度からタブレットを
活用してまいりました。また、教員が自宅待機を余儀なくされた際には、リモート授業および課題配信を実
施した事例もありました。また、急な早退や欠席の生徒の家庭に、学校に置いてある教科書類を担任が届け
るなど、欠席生徒の家庭学習の手助けをしております。オンライン授業配信についても、一部取り組んでお
りますが、校内 Wi-Fi 環境の容量不足と思われる不具合や、配信用に使用する教師用タブレットの絶対数が
不足しているため、日常的に行うまでに至らずに苦慮しているところです。これら、ハード面の課題につい
ては、市川市教育委員会に改善要望をしておりますが、八中として、できる手立てを引き続き工夫・研究し
てまいります。 〇タブレット使用時間帯について、「夜間帯におけるインターネット利用制限」が市内小
中学校統一で決められています。（令和４年２月１日から市教委通知）午後１０時から翌日午前６時までは
インターネットが利用停止となります。（Teams 上やデスクトップ上にあるものについては、制限時間中で
も編集したり課題に取り組んだりすることが可能です）

＜

学校運営協議会の意見

＞

◇すごく親切だと思ったのは、コロナ等で、急に欠席になった生徒の家に、先生方が教科書を届けているこ
とを知り、感動した。生徒も保護者も喜んだことと思う。タブレットの利用もあるだろうが、温かみある対
応に感謝したい。 ◇宿題の量など、小学校でも学校、学年によってバラツキがある。宿題についての統一
見解を八中に入学してから考えるよりも、小学校に考えてもらってから検討してはどうか。 ◇デジタル教
科書が一部教科で使えるようになり、英語で単語のフラシュカードが不要になったり、理科では実験動画が
繰り返し見られたりするようになっている。タブレットが加わり学用品・荷物が増えているが、デジタル教
科書が、各教科・個人で使えるようになれば荷物の軽減につながると思う。デジタル教科書の生徒使用時期
等については、明確に示されていない。

２

「豊かな心」について
評価結果（人）

評価項目

豊
か
な
心

3

1

お子さんは、友だちや近所の人などに、自分から
進んであいさつをしている。

2

お子さんは、自分の役割に責任を持って取り組ん
241 225
でいる。

3 お子さんは、誰とでも優しく関わっている。

お子さんは、いじめもなく友達と仲良く生活してい
る。

4
№

4

内容
教育相
談

1
生徒指
導

2

192 225 81

1

計

評価の
平均値

前回と比較
12月

６月

前回差

5

503 3.20

85%

83%

-2%

30

7

503 3.39

91%

93%

2%

245 231 24

3

503 3.43

96%

95%

-1%

288 194 17

4

503 3.52

96%

96%

0%

学校運営についてのご意見
〇先生→生徒、生徒同士でも気にし合えるような環境を望みます。〇息子が部活でお世話にな
っております。一生懸命、打ち込めているのは部活指導に関わっていただいている先生方のお
かげです。学校の休みが続いたときも担任の先生を始め、顧問の先生にも声をかけていただき
ました。ありがとうございました。 〇担任の先生がとても明るくフレンドリーな方で子供は
安心して通っています。とてもありがたいです。
〇感染予防や熱中症対策などこの時期大変なことが多い中、子どもたちを常に見守り指導して
いただき感謝しています。子どももとても充実した生活が送れていると感じます。〇八中に行
くと思春期の難しい年代の子供達が、すれ違う度に自ら挨拶をしてくれる。毎回感心する。と
ても良いことだと思う。 〇下着の色柄指定、髪型の指定、早急に解除して欲しい。時代錯誤
だと思う。 〇時代にあった校則の見直しが必要だと思います
〇部活の顧問の先生です
が、もう少し指導者として適切な態度や教え方を子供達目線で親も子供から聞いて納得できる
ようにやってもらいたいです
〇一部の先生方の指導方法に戸惑うことがあります。怒鳴
る、脅し付けるような伝え方が本当に指導でしょうか？第三者の目の届かない学校という閉鎖
的な空間に子どもを託すためには、保護者にとって先生方への信頼関係が重要だと感じていま
す。子どもたちの多感な時期、大人と信頼関係の中で育つことを期待します。どうぞよろしく
お願いいたします。（同３件）

＜ 現状の分析及び学校運営改善の方向性 ＞
【全体分析】すべての項目が、高い水準で推移しており、評価結果では４「そう思う」の割合が高く、評価の
平均値を押し上げています。日常の生徒の様子は、全体として、おだやかで落ち着いています。生徒会活動、
部活動では、リーダーを中心に生徒たちが主体的に取り組んでいる様子が目立ちます。八中教育目標「自主」
「協力」「継続」のもとに生徒の主体性を育む指導体制の成果ととらえています。加えて、家庭・地域のご理
解、ご支援の賜物と感謝申し上げます。一部で SNS のトラブルなど問題行動が起きることがありますが、その
都度、教員が組織的かつ、ていねいに指導するとともに保護者と連携して対処することで生徒に反省と成長を
促してまいりました。昨年度「いじめゼロキャンペーン」を実施し、オーディションで選ばれた生徒俳優によ
るいじめを題材にした演劇発表会及び班別・学級討議を行いました、今年度もキャンペーンを実施することと
し、先月オーディションを終えたところです。
【部分説明】 〇生徒指導の際、教師が生徒を大声で恫喝するような接し方は不適切であり、そのような指導
で生徒に不安な気持ちを抱かせないように配慮してまいります。また、先日の雹被害の際、体育館に緊急避難
で集めた生徒が騒がしかったところ、教師が大きな声で一喝して落ち着かせたケースがありました。そのよう
場面においても、毅然とした言葉使いと態度で生徒を掌握することが肝要と考えています。 〇今年２月に市
川市教育委員会から「校則・制服の在り方についてのガイドライン」が示されました。八中では、これまでも

生徒総会等の機会に校則の随所の見直しをしてまいりましたが、このことを契機に、これからの時代にふさわ
しい校則・制服・持ち物等についての検討を積極的に進めております。検討の際には、学級会での議論、生徒
アンケート、生徒会本部、中央委員会生徒と職員のミーティングを行うなど、生徒の考えをくみ取るとともに
生徒の意識を高め、心を育てる実践を継続しています。今年度は、八中指定バッグの見直しを決定しました。
また、校則の一部見直しおよび、学ラン・セーラー服の見直し検討に着手しております。なお、服装、髪型な
ど、身だしなみを整える指導内容については、高校入試や将来の就職面接など、「自分の印象を評価される場
面で通用すること」を念頭に平素から指導しております。今後も社会通念の推移や八中生が進学している高校
の生徒指導の状況を踏まえてアップデートし、生徒の豊かな心を育てることにつなげてまいります。
＜ 学校運営協議会の意見 ＞
◇保護者の部活動への関心の高さが伺える。 ◇地域学校協働活動推進員としては、スポーツ庁から出された
「部活動地域移行」の動きもふまえ、地域住民から部活指導者を募ることを始めている。先生たちの負担を減
らすお手伝いをしていきたい。 ◇部活動を増やすことは学校の活性化につながる。男子ソフトテニス同好会
ができたことは、好ましいこと。 ◇八中では地域活動の力で「放課後カルチャー」を行っている。例として
将棋教室、書道教室を実施しているが、他にもイラスト教室、手芸教室の希望があった。今後も生徒の希望に
応えていきたい。職員室前の地域ルームに生徒の希望を寄せてほしい。 ◇クツの色、靴下の色をはじめ、校
則の見直しでは、生徒会にがんばってもらって生徒の意見を入れて進めてほしい。

３

「健やかな体」について
評価結果（人）

評価項目
1

4

ど）が身についている。

内容

健康
1

2

2

1

計

安全

給食

前回と比較
12月

６月

前回差

52%

58%

6%

503 3.43

96%

95%

-1%

127 236 116 24 503 2.93

71%

72%

1%

お子さんは、すすんで（外で遊ぶなど）体を動かし
158 136 148 61 503 2.78
ている。

健
や
お子さんは、自らの安全（交通事故・けがなど）に
か 2
気をつけて生活している。
な
体
お子さんは、規則正しい生活習慣（睡眠・食習慣な
3

№

3

評価の
平均値

240 240 20

3

学校運営についてのご意見
〇熱中症対策とインフラ整備・サーキュレーター増設、涼しい校舎や空き教室の積極的な利
用、可能ならば人数を分けて授業など（多人数×体温での室温上昇を防ぐ） 〇教室が暑くて
このままだと体調を崩しかねません。換気の為窓を開けていることを考えると、冷房の設定温
度を今より下げて、教室を涼しく保っていただきたいです。冷房やサーキュレーターの近くの
席で寒いと感じる生徒にはジャージを着て調節するように指導してもらうと助かります。 〇1
年 5 組、6 組の冷房がまったくきかないと聞いています。この猛暑で体調が心配ですので、早急
に対応していただきたいです。 〇暑いので水飲み場を復活させても良いと思います。 〇暑
くなってきたので、日傘や帽子を許可してほしいです。宜しくお願い致します。〇6/28 部活の
再登校の件ですが、この炎天下のなか、再度、再登校させる方が危険だと思います。家が近隣
の子達ばかりではありません。日陰、校内で待機させる方が子供達の身体の負担が少ないと思
います。ご検討お願い致します。（同５件） 〇コロナ感染者が出たときについてメールで流れ
ますが、学校側が平時の対応と決定し、特に何もなければ送信しないほうが良いと思います。
〇コロナ対策に加え、熱中症予防においても、大変だと思いますが、より一層、生徒たちへの
働きかけを切に願います。熱中症も命に関わります。 〇マスクを体育の授業や部活動、登下
校で外していい時は先生のほうから外すように促して欲しいです。どちらでもいいです、とい
う言い方だと周りの目を気にして外さない為です。 〇今の通学カバンは、学年あがるに連れ
て、傷みやすいのが気になります。また思ったより入らず、大洲中などのようにリュック型へ
の変更を希望します。成長期なので、背負ってバランス良く分散できる方が良いと思います。
〇ブログを楽しく拝見しています。給食の写真を見て、食べ盛りの中学生なのに量が足りてい
るのかなと心配になります。子供達に給食アンケートをとってみてはいかがでしょうか。
〇給食が美味しくないので、改善してほしい。

＜ 現状の分析及び学校運営改善の方向性 ＞
【全体分析】生徒の健康増進と体力向上について、評価項目１の改善傾向が見られました。学校で、自由に
遊んだりスポーツ活動をしたりする機会は、昼休みが主になりますが、体育委員会で昼休みの外遊びの啓発

を続けていることも改善要因のひとつと考えます。また、評価項目３に関連することとして、望ましい生活
リズムの習慣化について、例年、保健給食委員会の活動で啓発活動をしております。
【部分説明】〇暑さが厳しい日には、教室エアコンをフル稼働しておりますが、室温が設定近くまで下がら
ない教室が見られます。室外機周辺に水をまいて気化熱で冷やすとともに室内機のフィルター清掃、一部、
業者にメンテナンスを依頼し対策を講じています。
〇６月２７日（月）以降、暑さ指数が上昇し「危
険：原則運動中止」の時間帯予報（１２：００～１５：００）の日が続きました。そこに三者面談日程（午
後短縮日課）により、部活動の時間帯が「危険：原則運動中止」の時間帯と重なりました。教室（面談）お
よび特別教室（面談待合室）を使用していたため、暑さ指数予報と授業終了時刻の関係を考慮して次の対応
としたところです。【 ２７日（月）・午後授業カット：運動部活動中止、２８日（火）・午後授業カッ
ト：運動部１５：００以降再登校（参加生徒を総体メンバーなどに絞る）、２９日（水）：ノー部活デー、
３０（木）・６校時授業カット：運動部は、日陰および体育館で待機し暑さ指数が下がった後に激しい運動
を避け、休息・水分補給に配慮した活動 】これまでも部活動の再登校につきましては、暑い日に限らず、
通年としてできるだけ行わないようにしておりますが、日課、行事、当日の教職員体制、気象条件等に配慮
して、生徒の活動機会確保のため、やむを得ず再登校とする場合があることをご理解願います。 〇マスク
着脱のコントロールについて、学校だより６月８日号で改めてお知らせし、生徒に指導を継続しているとこ
ろです。とくに運動中はマスクをはずすように教員から声掛けをしています。７月に入り、暑さが増すにつ
れ部活を中心にマスクをはずして練習する生徒が増えてきました。しかし、マスク着用が習慣となり、外し
て顔を見られることに抵抗感がある生徒もみられます。マスクをして運動している生徒に強制的にマスクを
外させることは、しておりませんが、熱中症対策の観点から、マスク着脱のコントロールが適切にできるよ
うに指導・声掛けを継続してまいります。ご家庭に置かれましてもご理解ご協力願います。 〇八中指定バ
ッグは、９月１日以降、指定バッグとともに市販の既製品の使用を認めることといたしました。詳しくは学
校だより７月１４日号をご確認ください。 〇給食の量のご心配ですが、給食献立表の「栄養価：エネルギ
ー」のとおり、一食８００カロリー前後を提供しております。また、各クラスで、もっと食べたい生徒がお
かわりをする姿が日常的にみられています。
＜ 学校運営協議会の意見 ＞
◇「給食がおいしくないので改善してほしい」とある。１名の意見であり、貴重かつ尊重すべきこととは思
うが「おいしい」と感じている子供さん達も多くいると思う。他にも学校評価にある一部のネガティブな意
見に錯覚して、先生方がオロオロしたり、振り回されたりしないように願う。何か行おうとすれば、支持も
あり反論もあるのが当然。若い先生が、保護者のキツイ物言いで萎縮するようなことは望ましくない。 ◇
暑さ対策として、登下校の際に防止、日傘、首周りの冷却グッズなどを使ってよいことにしている。ベルマ
ーク活動で購入した冷水器の水飲み場は、感染拡大につながる不安もあり再開の目途は立っていない。

４

「信頼される学校」について
評価結果（人）

評価項目

信
頼
さ
れ
る
学
校

4

1

学校は目指す子どもの姿や学校経営方針につい
て保護者に理解されるよう努めている。

2

学校は、保護者や地域の方とともに，子供を育てる
84
取組をすすめている。

3

学校は、 保護者の思いや願いに対して適切に対
応している。

4 学校は特色ある取組や教育をすすめている。

3

2

99 348 50

1

計

評価の
平均値

前回と比較
12月

６月

前回差

6

503 3.07

87%

89%

2%

350 61

8

503 3.01

83%

86%

3%

111 337 46

9

503 3.09

88%

89%

1%

58 292 135 18 503 2.78

71%

70%

-1%

5

学校は，子ども一人一人に適切な指導や支援を
行っている。

80 327 83

13 503 2.94

78%

81%

3%

6

学校は、便りやホームページ等で、学校の様子を
十分に保護者に伝えている。

174 294 29

6

503 3.26

93%

93%

0%

7

学校は、新型コロナウィルス感染防止対応を適切
183 303
に行っている。

5

503 3.32

96%

97%

1%

12

№

内容

学校運営についてのご意見

1

行事

〇お世話になっています。面談時などで学校に行く際、クラスや学年をわかりやすく表示
してほしいです。 〇修学旅行の新幹線で 1 組〜3 組がグリーン車に対して 4 組〜6 組が普

情報発信
2
情報共有

3

教職員

4

家庭・
地域連携

5

その他

通車だった事についてはいかがなものかと思います。 〇体育祭について、入れ替え制の
場合でも子供の参加するところはすべて見られるようにして頂けるとありがたいです。
特に来年は中学最後の年になるので、保護者としても感慨深く子供の頑張る姿を惜しみな
く見たいと思っておりますので、ぜひ前向きにご検討をお願い申し上げます。 〇体育祭
の時、子供たちにテントを用意する事はできないのでしょうか。また、音楽や放送が小さ
くてよく聞こえず、少し残念に思いました。貴重なイベントなので、もっと盛り上げてほ
しいと思いました。 〇今年度は、体育祭等でひとみ学級としての活動が増えて、子供に
も保護者にもとても良いと思いました。
〇いつもありがとうございます。いつもお世話になっております。ブログで子どもたちの
様子がわかり、楽しく拝見しております。更新等ありがとうございます。 〇学校ブログ
いつも楽しみにしています。校長先生の情報発信の提供に感謝しています。写真を載せる
のは、学校の中を常に歩いている現れかと、パトロールを兼ねているようで安心出来ます
ありがとうございます。 〇実際に行くことが少なくなり友達との関わり方など様子が分
からない。その中、ブログでどんな事をしているか見れることはとてもありがたい。
すごく大変だと思いますが、ありがとうございます（同様意見４）
〇手紙類は全てホ
ームページなどのモバイルから確認できるようにして欲しいです。紙の削減にも繋がりま
す。 〇欠席連絡をメール（スキットメールシステム）で受付してほしい 〇下校時間が
まちまち過ぎて、何時に帰ってくるのか把握出来ない時があります。下校時間がいつもと
違うなどがあれば、事前にわかるとたすかります。（同様意見２） 〇部活動での連絡がい
つも不十分で困ってます。子供のみの伝達だけでは不十分な場合も多々あります
〇八中の先生方は皆さん親身になって対応してくれ大変感謝しています。コロナ禍の中で
も出来る限りのことをしようと模索してくださっている様子も伝わってきます。信頼して
子供を通わせています。 〇特別支援教育について知識のない先生が多すぎる。研修を進
んで受けて勉強するべきだと思う。世間では多様化が認められるような時代に変わってき
ているのに、学校は昔から何も変わらず個性を尊重することはせず個性を潰し子供達を同
じ型にはめようとしている。だから型から外れてしまう生徒は救われない。子供達に寄り
添える教員が絶対的に少ない。学校も時代と共に変えるべきだと思う。 〇教職員の喫煙
に対して規律を守って欲しい。
〇小学校より予算が少ないように思いますが、日々生活の中で子供達が過ごしやすい環境
を整える事や、制服改善にいてもスピードが遅いように感じます。小学校と違い半分の年
数しか在籍しません。先生側の負担が毎年嵩む中、保護者との距離感など昨今の事情で厳
しい中だとは思いますが、こういうアンケートを通じて発信してくださると私たち保護者
側も話しやすい事もあるのではないでしょうか。アンケートでも無記名だと回収率が悪い
デメリットもありますが、保護者会参加率より高い気がします。
〇アプリの URL がクリックできず手打ちとなっている。多くの声(アンケート)を得るため
にも、できることならクリックできるように改善したほうが良いと思う。（同２件）
〇小学校が導入しているような、生徒の校門通過時に通知がくるシステム導入を希望
します。不審者情報で注意喚起をしていても、委員会や部活動でいつ帰宅するか明確にわ
からないので、困ります。また、我が家は校区の外れで同じ方向に帰宅する生徒さんもお
らず人通りの少ない道を通るので、特に暗くなってからの時間帯など心配することが多い
です。PTA との相談も必要なのかもしれませんが、ご検討の程よろしくお願いいたしま
す。

＜ 現状の分析及び学校運営改善の方向性について ＞
【全体分析】〇評価項目１～７について、昨年度から継続して高い水準で推移しています。学校教育活動へ
のご理解ご協力について改めて感謝申し上げます。この状況がさらに充実するように「チーム八中」として
努力してまいります。
【部分説明】〇「校舎案内図」を７月９日の八中ブログにアップしています。画像を保存し、ご来校の際、
ご利用ください。 〇新幹線の座席につきましては、修学旅行列車の申し込みを全国一斉に受付し、JR と関
係団体が日程と配車計画を決定しています。学校には、日程のみ１学年時に通知され、配車については３学
年時の旅行直前に通知されるものです。今回は、偶然グリーン車と普通車が混在するパターンとなりました
が、学校に選択する余地がないものですのでご理解願います。 〇体育祭のご参観、ご協力ありがとうござ
いました。参観方式について、感染拡大状況により、可能な範囲で入場制限を解除したいと考えておりま
す。生徒応援席の配置について、コロナ対策として生徒の前後左右間隔を広くとり、応援席エリアを拡大し
ています。応援席すべてをテントで覆うことは、学校保有のテント数が不足していること、必要数テントが
あるとした場合、設置および解体の労力が大きいこと、保管場所が不足することなど困難な条件が見込まれ
ます。暑さ対策として、プログラムの間に「中休み」をとり、いったん涼しい教室に戻って休憩する対応と
しています。 〇八中ブログでは、学校の日常の様子やお役立ち情報を家庭・地域等に広くお知らせするこ
とで、八中の魅力発信とともに、ご家庭での親子間の話題提供になることを願っております。「学校の様子
がわかるので楽しみにしている」「他の中学校の保護者に八中ブログを見せたら、うらやましがられた」
等、八中のブランド力向上に一役買っている部分もあるようです。八中 HP にアクセスカウンターをつけたの
が昨年の７月１５日で１年間が過ぎました。令和４年７月１５日現在ではアクセス数が４８万５千を超え、

一日平均１，３３０アクセスという状況です。ブログ１件ごとに「いいね」カウンターが付いていますが、
アクセス数の割に「いいね」カウントの伸び悩みが少々残念です。ブログを見て「いいね」マークをタップ
するその瞬間は、離れていても「チーム八中」メンバー・スタッフの気持ちがつながる一瞬となることを願
っています。授業風景、行事や部活の様子などの「いいね」カウントアップが、生徒・保護者・教職員の自
己肯定感やモチベーションアップにつながれば素晴らしいと考えています。 〇学校配布の手紙類のデジタ
ル化について、これまで学校だより、学年だより、生徒指導だより等を八中 HP にアップしております。学校
だよりについてはスキットメールに添付して配信する方式を６月から始め、紙ベースは希望者のみに配布す
ることといたしました。今後も配布文書で、メール添付または HP 周知が望ましい内容のものを中心に、文書
のデジタル化を推進してまいります。 〇スキットメールによる欠席連絡を７月１１日から開始いたしまし
た。７月中は試行運用し、９月から本格的に導入する予定です。朝の忙しい時間帯の家庭からの電話連絡お
よび学校の電話対応の負担軽減につながりました。 〇部活動の連絡方法につきましては、文書、メール、
保護者ＬＩＮＥ等、各部活の顧問・保護者で適宜行っています。お困りの際は、部活顧問までご相談願いま
す。 〇特別支援教育についてですが、八中はひとみ学級（自閉症・情緒）、のぞみ学級（知的）の特別支
援学級があり、通常学級と交流学習や行事を行うことから、特別支援教育の重要性が高いと認識しておりま
す。また、教職員のＯＪＴが日常的に行われる環境にあります。教職員研修の状況ですが、市川市教育委員
会が派遣する特別支援教育巡回指導職員による指導・研修を例年３～４日程度実施しています。加えて本年
５月には、市川市教育委員会特別支援教育スーパーバイザーを招聘した実地研修を行いました。この８月に
も校内全体研修会を特別支援教育をテーマに行う予定です。 〇教職員の喫煙についてですが、「健康増進
法」の規定により校内は全て禁煙となっています。そのため校外の目立たない箇所に喫煙場所を一か所定め
ている状況です。喫煙マナーについては周囲への受動喫煙が生じないようにするなど配慮しまいります。
〇学校運営アンケートなど、スキットメールアプリ掲示板に貼り付けた URL がクリックできない場合の対処
方法を７月５日にお知らせいたしました。 〇市内小学校で導入している「児童見守り安心システム：ツイ
たもん」は、児童が登下校で校門を通過する際に IC タグを読み取り、保護者に知らせるシステムです。市川
市教育委員会が、管轄する小学校に一括導入しておりますが、今のところ中学校に導入する計画は届いてお
りません。
＜

学校運営協議会の意見について

＞

〇八中ブログを毎日チェックしています。修学旅行のときのブログは特に楽しく拝見した。
「いいね」を増やすことで、子供たちの自己肯定感が高まる効果を期待する。

◇ブログで

◇八中の「信頼する学校」

としての学校評価は高いが、まだ伸びしろもあると思うので今後に期待したい。

学校運営協議会は、公開している会議であり、傍聴が可能です。傍聴者が増え、学校運営についてご理解を深め
ていただくことが、学校教育活動の質向上に有益と考えておりますので、今後も積極的な傍聴参加をお願い申
し上げます。会議日程および傍聴については、学校（担当：教頭）までお問い合わせください。

