
                

                   

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kagawa

連絡・お知らせ用 http://www.kagawa

公開授業のアンケート集計結果公開授業のアンケート集計結果公開授業のアンケート集計結果公開授業のアンケート集計結果
 5月7～11日の5日間、今年度１回目の公開授業週間とし

活動を公開しました。11日（土）はＰＴＡ総会で、

１１３名の保護者の参加を得ることができました。その際

いてのｱﾝｹｰﾄにご協力をいただきありがとうございました。集計結果は以下のとお

りです。今後の本校の教育活動や学校運営

 

１ 授業を参観しての感想をお答えくだ

（１） 生徒は授業に真剣に取り組んでいた。

（２） 生徒は授業の内容が分かっていた。

（３） 
先生方は、分かり易い授業を行うために教材の工

夫や学習方法の工夫をしていた。

（４） 
先生方は、生徒一人ひとりに気を配った授業を行っ

ていた。 

（５） 教室や校舎内外の環境はきれいであった。

（６） 授業参観は子どものことが分かってよかった。

  

２ 本校の教育活動についてお答えくだ

（１） 子どもは楽しく学校生活を送っていますか。

（２） 
学習活動、学校行事等で特色ある教育活動が行われて

いると思いますか。 

（３） 
進路指導や生活指導等で、保護者との連携が図られて

いると思いますか。 

（４） 部活動は、活発に行われていると思いますか。

（５） 
本校の教育活動（内容）が十分に周知されていると思い

ますか。  
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日間、今年度１回目の公開授業週間として、午後からの授業と部

日（土）はＰＴＡ総会で、1・2限目に参観授業を行い、

の保護者の参加を得ることができました。その際お願いした

にご協力をいただきありがとうございました。集計結果は以下のとお

。今後の本校の教育活動や学校運営の参考にしていきたいと思います。

えください。 
よくあて

はまる 

ややあ

てはま

る 

あまりあ

てはまら

生徒は授業に真剣に取り組んでいた。  30.2  62.8  

生徒は授業の内容が分かっていた。 16.7  69.4  

先生方は、分かり易い授業を行うために教材の工

夫や学習方法の工夫をしていた。 
27.8  66.7  

先生方は、生徒一人ひとりに気を配った授業を行っ
43.6  51.3  

教室や校舎内外の環境はきれいであった。 31.0  52.4  

授業参観は子どものことが分かってよかった。 42.9  54.8  

   

えください。 
よくあて

はまる 

ややあ

てはま

る 

あまりあ

てはまら

子どもは楽しく学校生活を送っていますか。 41.5  53.7  

学習活動、学校行事等で特色ある教育活動が行われて
35.9  53.8  

進路指導や生活指導等で、保護者との連携が図られて
16.1  61.3  

部活動は、活発に行われていると思いますか。 52.5  37.5  

本校の教育活動（内容）が十分に周知されていると思い
22.9  60.0  
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、午後からの授業と部

限目に参観授業を行い、

お願いした授業等につ

にご協力をいただきありがとうございました。集計結果は以下のとお

していきたいと思います。 

あまりあ

てはまら

ない 

まったく

あては

まらない 

診断でき

ない（分か

らない） 

7.0  0.0  0.0  

13.9  0.0  0.0  

5.6  0.0  0.0  

5.1  0.0  0.0  

16.7  0.0  0.0  

2.4  0.0  0.0  

  
あまりあ

てはまら

ない 

まったく

あては

まらない 

診断でき

ない（分か

らない） 

4.9  0.0  0.0  

10.3  0.0  0.0  

22.6  0.0  0.0  

10.0  0.0  0.0  

17.1  0.0  0.0  

平成２５年５月３１日 

    No.No.No.No.１０７１０７１０７１０７    

◇回答者；保護者４４ ◇表中の数字は％ 
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５/２３(木) 芸術鑑賞会

 今年度の芸術鑑賞は三豊工の体育館にて、東京演劇集団風による「ヘレンケラー

き合うものたち」を鑑賞しました。劇団員の方々が個性豊かな登場人物を演じてくださり、

生徒のみならず、参加された保護者の方々や、我々教員一同もヘレンケラーの世界に魅了さ

れたひと時でした。 

５/２(木) 生徒総会

新 1 年生を迎えて最初の大きな行事を無事

終えることができました。これから

徒会が中心となって様々な行事を進めていく

ことになります。保護者の皆様におかれまし

ては、生徒会活動へのご支援とご協力をお願

いします。 
 

生徒会長 垣見君

副会長 白川君

総務 三谷君

文化部長 長田君

体育部長 大福君

奉仕部長 大西君

芸術鑑賞会 

今年度の芸術鑑賞は三豊工の体育館にて、東京演劇集団風による「ヘレンケラー

」を鑑賞しました。劇団員の方々が個性豊かな登場人物を演じてくださり、

生徒のみならず、参加された保護者の方々や、我々教員一同もヘレンケラーの世界に魅了さ

生徒総会 

年生を迎えて最初の大きな行事を無事

終えることができました。これから 1 年間生

徒会が中心となって様々な行事を進めていく

ことになります。保護者の皆様におかれまし

ては、生徒会活動へのご支援とご協力をお願

垣見君 S3 

白川君 S3 

三谷君 E3 

長田君 M2 

大福君 E2 

大西君 O2 

今年度の芸術鑑賞は三豊工の体育館にて、東京演劇集団風による「ヘレンケラー ～ひび

」を鑑賞しました。劇団員の方々が個性豊かな登場人物を演じてくださり、

生徒のみならず、参加された保護者の方々や、我々教員一同もヘレンケラーの世界に魅了さ



燃えろ！輝け！三豊工健児（第53回県高校総体） 
 

 5/25(土 )   

サッカーサッカーサッカーサッカー    

(山地、野保) 

鉢伏サッカー場（善通寺市与北町）  

1回戦 (香川高専高松 ) 0-2 敗退  

  

 
 6/1(土 ) 6/2(日 ) 6/3(月 ) 

陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技    

(山本卓、三宅早) 

県立丸亀競技場 (丸亀市金倉町 ) 

10：30～   棒高跳 (決 ) 

走幅跳 (決 ) 

10：55～   400ｍ走 (予 ) 

12：10～  1500ｍ走 (予 ) 

12：55～  4×100ｍR(予 ) 

15：00～   円盤投 (決 ) 

同左 

11：15～   800ｍ (予 ) 

12：45～   100ｍ (予 ) 

13：50～  400ｍH(予 ) 

16：30～  5000ｍ (予 ) 

17：30～4×400ｍR(予 ) 

同左  

10:00～三段跳 (決 ) 

10:50～200ｍ (予 ) 

13:00～砲丸投 (決 ) 

バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール    

(今井、木下、大西俊) 

善通寺第一高校（善通寺市文京町）  

9：30～1回戦 (藤井高校 ) 

12：30～2回戦 (善通寺第一高校 ) 

高松高校（高松市番町） 

11：40～3回戦  

15：00～準々決勝  

善通寺市民体育館 

(善通寺市金蔵寺町） 

10:00～準決勝  

13：20～決勝  

卓球卓球卓球卓球    

(野口、大宮、大矢) 

丸亀市民体育館 (丸亀市金倉町 ) 

9：30～団体戦 1回戦 (琴平高校 ) 

同左 

9：30～ダブルス  

12：00～シングル  

同左 

9：30～シングル  

ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス    

(黒川、髙木) 

県営テニスコート (高松市生島町 ) 

9：00～団体戦 1回戦 (英明高校 ) 

同左 

個人戦 

同左 

個人戦 

ラグビーラグビーラグビーラグビー    

(濱口、山本勝) 

県営第2ラグビー場 (高松市生島町 ) 

13：45～対  坂出第一  

14：45～対  高松北  

 県営第2ラグビー場  

(高松市生島町 ) 

11：00～対  坂出工

業  

剣道剣道剣道剣道    

(和田、宮武) 

丸亀高校武道場 (丸亀市城南町) 

9:00～団体戦（尽誠高校） 

同左  

9：20～個人戦  

 

弓道弓道弓道弓道    

(三宅孝、北野) 

琴平高校 (仲多度郡琴平町 ) 

10：00～団体予選  

14：30～団体決勝トーナメント  

同左  

9：30～個人競技予選  

15：30～個人競技決勝  

 

登山登山登山登山    

(細川､稲岡 ) 

上西小学校（高松市塩江町） 

14:00～開会式 

    インスペクト 

       設営、炊飯、装備審査 

      (幕営 ) 

6:30 上西小学校出発 

7:00 県民いこいの森キ

ャンプ場出発～相栗峠 

～鷹山公園～阿波竜王

山～塩江奥の湯キャン

プ場（幕営）  

7:30 塩江奥の湯キ

ャンプ場出発～天

満ヶ原～県民いこ

いの森キャンプ場 

12:15閉会式  

少林寺拳法少林寺拳法少林寺拳法少林寺拳法    

(大西博、本行、伊丹) 

多度津高校 (仲多度津郡多度津町 ) 

10：30～単独演武  

11：00～規定演武  

11：30～自由組演武  

13：00～団体演武  

  

 


