
★学校教育アンケート「保護者意見」「学校評議員」への回答★ 

 

【1年生】 ＜保護者＞ 

コロナ禍、オンライン授業があり一年生のスタートとしては大変だったと思います。二学期

からスタートした自主学習では、毎日、担任の先生がチェックをして下さるのと、校長先生の

一冊のノートが終わった時の忙しい中であろう長文のコメントを楽しみに取り組んでいます。

本当に先生方には、お礼申し上げます。今後とも宜しくお願い致します。 

「ありがとうございます。今後も継続します」 

 

子供たちのトラブルに対し、それぞれの意見を尊重し、早急に対処していただけ大変感

謝しています。コロナ禍での学校教育は想像以上のご苦労があると思いますが先生方が

日々子供たちのために努力し対応して下さって頂いている事を深く感謝いたします。 

「ありがとうございます。今後も継続します。」 

 

PTA 活動などの取り組みをこのままコロナの流行が完全におさまるまで今の体制で継続

して頂けると親としては安心です。 

「新型コロナウイルス感染症の対応は、安心・安全の面から、大前提となります。ＰＴＡ活

動も大切ですので、そのバランスを考慮しながら、判断してまいります。」 

 

コロナのなかでのはじめての小学校でいろいろと大変だったと思いますが落ち着いてきて

本当に良かったです。最近は不審者の情報が多いので怖いですがメールとかでの情報で

対応がわかりやすいので助かります。 

「今後も継続します。」 

あとはクラスでの子供たちのみんなが落いて学べる環境だといいですね。 

「学校全体で、環境を整えて参ります。」 

 

娘にはいろいろと大変な事が多く試練と言っても過言ではなかったです。今も落ち着いて

きたというよりは、頑張ってお約束を守っていると言う感じに思われます。この先もまだまだ何

があるかもしれませんが少しずつ穏やかな時間を持てるようにできたら良いなと思います。 

「学校とご家庭で連携して、取り組んで参りましょう。」 

 

自己中心的なところがあり周りの子に嫌な思いをさせたりしていましたら家でも様子を見た

いのでご連絡頂ければ嬉しいです。何卒宜しくお願いします 

「学校でも気を付けて、見ていきます。」 

 

最近、怪我をして帰宅する事が増えました。自分で転んでと言うよりは誰かに押されて転

んでしまったと言う事が多くなってきた気がします。本人はあまり気にしてない様子ですが親

としては心配です。 

個人に回答「学校でのけがは、必ず連絡するようにします。誰かに押されたという場合は、

その都度、両者の話をよく聞いて対応していきますので、ただちに、ご連絡をお願いしま

す。」 
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どの先生に担任を持たれても安心と言えません。先生一人当たりの負担が多い。分担、

分散するのは先生の仕事の方。余裕のある教育現場造りにもっと力を入れて我が子にゆと

りをもって接してほしい。 

「教師が余裕をもって、児童と対応できるよう、学校全体で改善していきます。」 

 

給食の時間が短すぎて毎回食べ終わらないと言っている。給食が始まる時間も遅く食べ

る時間も余りないのはかわいそう。 

「限られた時間ではありますが、できるだけ、ゆっくりと食べることができるように工夫して

いきます。」 

 

授業中クラスを抜け出したり、授業妨害などしたりする児童がいた場合、指導員の方は付

けないのでしょうか？担任の先生の負担が大きいように見えます。 

個人に回答「常に、そのような行動が見られる場合は、職員を配置するなどして対応しま

す。突発的な場合が多いですが、職員室の職員などで対応しています。」 

 

３学期に面談をできたらと考えています。 

「個人面談を全員対象に行うのは、夏休みに行いました。その後は、個人の対応として、

教育相談等を実施しております。なお、心配な時は、時期を選びませんので、担任へご連

絡ください」 

 

自主学習も毎回同じ内容を書いたりしていたのですが、タブレットのミライシードをやりた

いらしくタブレット学習は行って頂けないのでしょうか。 

「市教委の方針で、現在は、持ち帰りは認めておりません。ただし、新型コロナの対応で、

長期の自宅でのお休み等の場合は、持ち帰ることができます。」  

 

算数の授業など理解ができない生徒にはクラスを別にして特別な授業などをして頂けた

ら助かります。算数の授業など先生を二人にして頂けたら助かります。 

「ＴＴや少人数指導などを実施したいところですが、現在は、難しい状況です。職員の体

制がとれるように検討し、実施してまいります。個別の対応については、別に相談を進めて

参ります。」 

 

先日、日本シリーズ（ヤクルトスワローズ対オリックス戦）で若月捕手が活躍していました。

子供たちに大桑小の先輩だよ。と伝えると驚いて、よくテレビを見て応援していました。大桑

小出身の方がテレビで活躍していたことを、もっと生徒さんにお伝えしても良かったかと思い

ます。質問⑭～⑯を見て思いつき書かせて頂きました。花咲徳栄高校の購買で働いていて

高校内ですごく盛り上がっていたので同じ出身校なのにと、温度差を感じてしまいました。

他の業務があり先生方も大変なのにこんな事を書いてしまい申し訳ないですが良い話題な

ので他の児童さんもテレビをみて喜ぶと思います。次回機会があればぜひ宜しくお願い致

します。 

「ご連絡ありがとうございます。大桑小学校や加須市出身で、ご活躍されている方をお知

らせすることはとても大切です。ご指摘の通り、もっと、児童や保護者に周知したほうがよ
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かったと感じております。今後は、よい話題をできるだけ、速やかにお知らせできるようにし

ます。」 

 

ある子が「○○学級のくせに意見するな！」と言っていたのを目にした事があります。きっ

と保護者の方がそのようなお考えなのだと思うのですが・・・。子供たちにそのような偏見や

差別が無くなることを願います。 

「学級の在籍によって、子供たちが差別や偏見にあうことがないように、今後も児童への

指導を行ってまいります。保護者の皆様にも、人権尊重と偏見や差別を許さない言動をお

願いします。」 

 

【２年生】＜保護者＞ 

日頃の様子をよく見て頂き有り難うございます。良いところをほめていただけるので自信に

つながっているのだと思います。自分のよさを認められると言うのはとても嬉しい事です。楽

しい学校生活が送れているようで安心しています。 

「今後も、よさをほめ、伸ばすことを学校全体で継続していきます。」 

 

楽しく学校生活を送っていると思います。引き続きご指導宜しくお願い致します。 

「ありがとうございます。継続してまいります。」 

 

下校時、地域の方々の見守りなど、とても手厚く感じます。 

「交通指導員や地域の見守りボランティアの皆さんに、大変感謝しております。中には、

保護者の方にも、ご協力いただいており、ありがたいと感じています。教職員も、できるだけ、

下校時の見守りを行っていきます。」 

 

担任の先生は子供の良いところを褒めて下さるので親子共にとても励みになっています。

ノートに書いてある先生の一言や給食の完食シールなど「頑張ろう」という気持ちになってい

ます。連絡帳には毎日その日の出来事を書き、ご指導して下さるのでこの取組は文章力の

向上につながると思います。有り難うございます。安心してお任せしています。学校への希

望は各学年に合わせた性教育をやって頂きたいと思っています。男女を分けず今の時代に

あった性教育は相手を思いやる心を育み、人権尊重にもつながるのではないでしょうか。自

宅でも絵本を活用して性教育をしています。 

今後も、よさを認め伸ばす教育を継続してまいります。また、性教育につきましては、学

校では、指導計画に沿って、保健体育での学習などを実施しています。それ以外でも、機

会を見つけて、発達の段階に応じて、指導してまいります。」 

 

教師の意識差を感じる。どの方に担任をもたれても安心するとは、とても言えない。「全教

職員が知恵と創意を結集」とはとても感じない。やる事や求められる事が多く大変なのは承

知しているが、もっと分担分散の役割にして先生一人一人が生徒一人一人に向き合えるよ

うになって欲しい。 

「貴重なご意見をありがとうございます。ご意見を真摯に受け止め、教職員の体制を築い

てまいります。」 
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【3年生】＜保護者＞ 

不審者と聞くだけで恐怖心があるので集団下校になった１１月２５日（木）は、ものすごく不

安そうに帰ってきました。情報を速やかに知らせて守ろうとしてくれるのはわかるのですが、

もうすこし恐怖心を抱かせないような対応が出来ないかなあ・・・と。途中まで迎えに行きまし

たが、歩いている私にも危険がせまっているような事を言って走って帰ろうって言ってきまし

た。 

   「ご意見のことは、よく分かります。メールの内容は、警察や市教委からの指示で、保護

者にお知らせしています。学校で、児童に知らせる際は、本当に必要なことを発達の段階

に応じて、心情に考慮して伝えています。確かに、恐怖を感じるときもありますが、保護者

の皆様には、実際に、緊急を要する場合などもありますので、そのままお知らせすることが

多くなります。安全第一で実施してまいります。」 

 

新井校長先生が本当に素晴らしいと思います。旗当番の場所のゴミ拾いや、一緒に旗当

番をしてもらえて毎回すごいなと思っています。 

   「ありがとうございます。今後も継続してまいります。」 

 

朝の登校時など挨拶ができる子供が少ないと思います。 

   「あいさつについては、学校評価結果から、課題であるととらえております。しかしながら、

反対に、とてもよくあいさつができていると評価していただいている保護者の方もおります。

学校としては、３学期に、学校全体であいさつ運動を行うなど、新たな対応を実践していき

ます。今後も、あいさつは、「思いやりのある子」の重要な取組であるととらえ、実践してい

きます。」 

 

走る事が好きな子ですが昨年持久走大会が中止になり、今年度もまだ行っていないので

残念に思っています。市のマラソン大会等も中止になっているため、体を動かす機会が減っ

ています。体力維持のためにも小規模にしてでも持久走大会が行われるとよいのかなと思

います。 

   「元気でたくましい子」を目指し、「持久走大会」は、その練習も踏まえて、大変重要であ

るととらえております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、現在は、

朝マラソン（例年は、朝の時間に、全校児童が実施しています）も行っておりません。激しい

運動の際は、マスクをとる指導を行うため、現在の状況では、毎日の朝マラソンができず、

従って、学校行事である「持久走大会」も中止しました。体力向上、「元気でたくましい子」を

目指し、状況を見ながら、判断・実施してまいります。走ることが好きなお子さんにとっては、

物足りないかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症への対応を最優先させていただ

いておりますので、ご理解くださいますよう、お願いします。」 

 

去年のアンケートにも記入しましたが旗当番の場所が変更になりません。来年度は下の

子が小学校入学になります。最初は付き添い等があり、せめて自分の子供が通る道での見

守りがしたいです。どうにかなりませんか？ 

  「旗当番の場所につきましては、これまでもＰＴＡの役員会でも話題にしております。旗当



- 4 - 

 

番のねらいが学校全体の児童を見守るということであることと、旗当番の場所に自分の子

供が通る保護者をすべて割り振ることは、物理的に不可能であるということから、ご理解を

いただくことになっております。どうしても、難しいという場合は、個人的に、地区役員さんと

相談していただくことになります。このことにつきましては、メール等で、すでにお知らせして

おります。」 

 

コロナウイルスが流行の中いろいろな対策を行って頂いていますが、子供は給食や、休

み時間など友達と自由に話せないなど学校唯一の楽しみがないから学校が嫌と言っていま

す。勉強が苦手な子供は、それ以外で学校での楽しみを見つけて生活しています。友達と

自由に生活ができる場を作ってあげて欲しいです。 

「新型コロナウイルス感染症の対応は、子供たちの自由な交流や楽しみを阻害している

ことは、確かです。しかしながら、今の時期は、そうすることで、命や健康を守ることになる

ので、子供たちにもがまんするように指導しています。子供たちだけでなく、すべての人々

の協力と共通行動で、感染症に対応することが求められていることをご理解ください。学校

では、この視点に立ち、できる範囲で、子供たちの活動を考えてまいります。」 

 

【4年生】 

＜保護者＞ 

娘が「来年の担任も先生が良い」と言っています。無理なのは重々承知なのですが、そう

思える先生と出会えたのは本当に良かったと思っております。素晴らしい学校生活をありが

とうございます。 

「ありがとうございます。担任にとって、励みになります。」 

 

担任の先生は子供の好きなことや得意な教科に目を向けて認めてくださるので、親子

共々とても励みになっています。先生と話をするのは恥ずかしいそうですが、家では先生と

話したことを嬉しそうに話してくれます。ありがとうございます。 

「ありがとうございます。担任にとって、励みになります。」 

 

児童の下校時、地域の方々の見守りをとても手厚く感じます。学校からのメール連絡など、

とてもスピーディーにかんじます。 

「下校時の見守りにつきましては、スクールガードリーダーや地域の皆様が本当によくや

っていただき、感謝します。学校からのメールについても、正確さと迅速さで対応していきま

す。」 

 

コロナ禍でオンライン授業をやって下さり、授業の様子を見ていて、物凄く先生方が準備

をして授業して下さったのだろうなと感じ、ホワイトボードを児童に用意しての回答や朝の会

でのクイズなど工夫が沢山あって、オンライン授業も毎日楽しいと子供も喜んでいました。本

当にありがとうございました。今後もよろしくお願い致します。 

「オンライン学習については、急な対応でしたが、各教員もできる限り、研究し、工夫し、

対応しました。現在も、今後の対応時に備えて、研修を進めているところです。」 
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保健室の先生、担任の先生で体調を気遣って下さり大変有難く思っております。 

「ありがとうございます。養護教諭にも励みになります。今後も、健康第一で対応してまい

ります。」 

 

旗持ち当番をしていて思う事は、親があいさつをしても返事が返ってこない子が本当に多

いと毎回思います。 

「あいさつについては、学校評価結果から、課題であるととらえております。しかしながら、

反対に、とてもよくあいさつができていると評価していただいている保護者の方もおります。

学校としては、３学期に、学校全体であいさつ運動を行うなど、新たな対応を実践していき

ます。今後も、あいさつは、「思いやりのある子」の重要な取組であるととらえ、実践してい

きます。ぜひ、保護者の皆様にもご協力をお願いします。」 

 

漢字テスト前の先生の取組み方に差があるかなと感じています。前もって知らせてくる先

生（日程）と抜きうちの先生、プリントを配る先生など統一していただけると助かります。 

「ご意見ありがとうございます。学習の進め方と同様に、テストの扱いについても、きまり

はなく、教師により対応が異なっていることは承知しております。今後、ご意見を参考に、学

年内では、統一するなど、できるところから検討してまいります。」 

 

学校を欠席した時、調子次第では、オンライン授業をしてもらいたいです。 

「市教委の方針で、現在は、新型コロナウイルス感染症の状況や感染不安のために、長

期（２週間以上）の欠席（出席停止も）の場合に、オンライン授業として、カメラを通して、授

業を提供できます。個別に認められるケースもありますので、その都度、ご相談ください。」 

 

学習参観・運動会等の行事は、仕事を休まないといけないので、早めに教えてほしいで 

す。 

「なかなか、新型コロナウイルス感染症の状況が分からないことが多く、対応が遅れてし

まって申し訳ございません。できるだけ、１か月前をおよその事前の期間としてお知らせで

きるようにしてまいります。」 

 

人権尊重の取り組みとして、性教育に力を入れてほしいと思っています。男女を分けずに、

今の時代に合う内容で、６年間で各学年・年齢に沿ったものが良いです。自宅でも、子供向

けの性教育の絵本を利用して少しずつ進めています。 

「人権尊重、健康教育の観点で、年間指導計画に沿って、実施しています。主に、４年生

の保健体育の学習で扱いますが、そのほかでも、それぞれの学年の発達の段階や個人の

状況に応じて、機会をつくって、計画的・継続的に進めてまいります。担任だけでなく、必要

に応じて、養護教諭の専門的な内容にも触れることができるようにしています。今後も、指

導計画の見直しを含めて、実践できるようにしていきます。」 

 

【5年生】＜保護者＞ 

学年が上がっていくにつれ「学校を休みたくない！」という思いが強くなった気がします。

休日より平日の方が楽しいと言う程、学校生活が充実しているのだと感じます。そして、毎日
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登下校の際、新井校長先生の見守りや先生方の見守りがとてもありがたく、安心して学校へ

行かせる事ができます。自主勉ノートの提出も花丸をたくさんもらい、コメントをみて、いつも

嬉しそうにしています。最後までいくと校長先生に提出しに行ける事も嬉しいようです。あり

がとうございます。来年もその先も安心して送り出せる大桑小であってほしいです。 

「登下校の見守りや自主学習など、今後も継続してまいります。」 

 

先生方が熱心に取りくんで下さっているので安心して通学させることができております。あ

りがとうございます。 

「今後も継続してまいります。」 

 

１人１人を大切に育てていただいていると感じています。いたらない点が多々ある中、い

つもあたたかな見守りを続けて下さることに感謝しております。 

「今後も継続してまいります。」 

 

高学年になったせいか、学校に行くことが楽しくなさそうな日が多いです。今日の出来事

等、会話をしている際もあまり反応がありません。反抗期なのか、ただ学校が楽しくないのか、

わからないため不安です。 

「原因が分かれば、対応もしやすくなりますが、どちらにしても、学校とご家庭とで協力し

て進めてまいりましょう。」 

 

あいさつの、 笑顔で 心をこめて ができるといいなと、旗当番の時に感じます。 

「あいさつについては、学校評価結果から、課題であるととらえております。しかしながら、

反対に、とてもよくあいさつができていると評価していただいている保護者の方もおります。

学校としては、３学期に、学校全体であいさつ運動を行うなど、新たな対応を実践していき

ます。今後も、あいさつは、「思いやりのある子」の重要な取組であるととらえ、実践してい

きます。ぜひ、保護者の皆様にもご協力をお願いします。」 

 

不審者が出た際、川口のセブンより遠い子供達へのケアが不十分だと思いませんか。 

「ご指摘の通りです。通学路の末端までは、なかなかケアが十分でないことをお詫び申し

上げます。地域の見守りボランティアの皆様のお力を借りて、対応しているところです。学

校としても検討しますが、保護者の皆様のご協力もよろしくお願いします。」 

 

自主勉は最近できていませんが、自宅学習（タブレット等の通信教育）はよくやっていま

す。こういうのも評価していただけるような機会があると子供もやる気が出ると思います。 

「自宅での学習を進めているとのこと、素晴らしいことです。ご連絡いただき、学校と家庭

とで称賛していきましょう。また、自主学習ノートの取組もぜひ、継続してください。」 

 

【6年生】＜保護者＞ 

普段から、子供とのコミュニケーションの場を大切にして、悩み事の相談や子供の気持ち

を受け止め、信頼出来る環境作りをして頂いている担任の先生に感謝致します。ありがとう

ございます。 
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「ありがとうございます。今後も継続してまいります。」 

 

コロナ休校時（自宅学習）にタブレットの支給でリモート授業を行ったのは、よかったです。 

「今後も、状況によっては、オンライン学習を実施します。」 

 

鼓笛の衣装に関して、配慮していただきありがとうございました。そうなる前の経緯などは

さておき、校長先生をはじめ、他の先生方には感謝いたします。ただ、運動会での写真撮

影は、残念な姿が卒業アルバムに記載されると思うと正直な所、残念ではあります。次の学

年のお子さんが悲しい思いをしないように、お願いします。 

「鼓笛衣装につきましては、配慮が足りず、大変申し訳ございませんでした。次の学年に

生かしてまいります。」 

 

修学旅行では、校長先生にお風呂で体を拭いてもらえて、本当にびっくりしました。他の

親御さんとも話をしましたが、新井校長先生のすばらしさが良くわかりました。息子も一生の

思い出になると言っております。残り少ない小学校生活ですが、今後共宜しくお願い申し上

げます。 

「６年生は、修学旅行が実施できて本当によかったです。昨年度の林間学校での宿泊が

できませんでしたので、特に感じます。」 

 

子供について、日々何かしらの子ども同士のトラブルはあるようですが、切り替えが以前よ

りも上手になりました。 

「お子さんの成長や、ご家庭でのご理解・ご協力に感謝申し上げます。学校でも、引き続

き、ていねいに対応してまいります。」 

 

『子どもの家』の取組はとても心強いです。 

「子ども１１０番の家は、大桑小学校の学区内に、現在、５５箇所あります。ご協力いただ

いているお宅には、看板が掲げられています。学校では、下校時に、通学班で場所を確認

したり、お礼に行ったり、子ども１１０番の家避難訓練をしたりしています。最近では、逃げ

込んで助かったという例はありませんが、トイレを借りたり、お世話になっているという例は

たくさんあります。ありがたいと感じています。」 

 

自分から積極的に行事等取り組んでいる様子が見られてよかったと思います。 

「お子さんの成長を感じます。今後も、学校と家庭で連携してまいりましょう。」 

 

いつも細やかな対応をしていただきありがとうございます。中学にむけて心配ではありま

すが、今後ともよろしくお願いします。 

「中学校に向けての心配は、十分に配慮しなくてはなりません。必要であれば、教育相

談等で対応してまいります。」 

 

修学旅行の時など、その日の様子を配信メールや学校ＨＰに写真を載せるなどして子供

達のリアルな様子を伝えてもらえて安心しました。 

「少しでも、子供たちの様子をお届けできればと考えて行っております。今後も、継続して
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まいります。」 

 

旗当番の時、みんなが元気に大きな声であいさつできる所すばらしいと思いました。元気

をもらう事ができました。 

「あいさつについては、学校全体で取り組んでおりますが、なかなか成果が上がっていな

いのか、このアンケートでも課題となっています。このような、ご意見は、児童や教職員の

励みになります。あいさつがとても上手なお子さんや班があります。少しでも、学校全体に

広がるように努力を続けてまいります。」 

 

６年間、色々な先生方にお世話になり、ありがとうございました。特に担任の先生には子ど

もに寄り添った環境づくりをしていただき、楽しく学校生活を送る事ができました。 

「ありがとうございます。担任のよい励みになります。よい卒業式を迎えることができるよ

う、継続してまいります。」 

 

コロナ禍で大変な中 安全対策をした上での学校行事、学習参観、個人面談などの実施

ありがとうございます。子供達の成長を見る事ができてよかったです。本人は、毎日楽しく学

校生活を送っています。 

「なかなか、十分な実施ができませんが、ご理解いただきましてありがとうございます。」 

 

大桑小の生徒さんは、気持ち良くあいさつをしてくれるのですばらしいです。 

「ありがとうございます。児童の励みになります。今後とも、あいさつの習慣について、

「自分から 目を見て 笑顔で 心をこめて」を実践できるようにします。」 

 

６年生になり毎日言われた宿題をやるのではなく、提出日に向けて自分なりに計画し取り

組んでいるようです。中学に向けて自分で計画して考えてやることを小学生の時からできて

いると少しは戸惑うことが少ないかなと思っています。コロナ禍でオンライン授業が自宅でも

できたのは今後に向けて少し安心しました。 

「６年生として、成長が見られますね。ご家族の励ましもあると感じています。家庭学習の

習慣は、中学校でも必ず役に立つはずです。今後も、継続してまいりましょう。」 

 

クラスでは子ども主体の話合いが多いと聞いています。受け身ではなく、自分の考えを表

にどんどん出していくのはとてもいいことだと思うので、今後もどんどん行ってほしいと思いま

す。 

「学校では、児童の主体的な学びを大切にしています。学級での取組をご家庭でも話題

にされていると思うと嬉しくなります。今後も、継続してまいります。」 

 

旗当番と時などあいさつがあまりできていないと感じます。（朝でみんなまだ眠いのかもし

れませんが･･･）会釈は多いのですが声であいさつができるととてもいいと思います！ 

あいさつを大きな声で相手の目を見てできるようになると良いと思っています。 

私が関わった学校の活動で気になった事は、旗当番において、あいさつをしても一部の

児童しか返してくれない事です。あいさつはコミュニケーションの基本ですので、我々保護

者側も含めて、当たり前の事が当たり前にできる様に、改善される事を希望します。 
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「ご指摘ありがとうございます。あいさつについては、学校評価結果から、課題であるとと

らえております。しかしながら、反対に、とてもよくあいさつができていると評価していただい

ている保護者の方もおります。学校としては、３学期に、学校全体であいさつ運動を行うな

ど、新たな対応を実践していきます。今後も、あいさつは、「思いやりのある子」の重要な取

組であるととらえ、実践していきます。ぜひ、保護者の皆様にもご協力をお願いします。」 

 

運動会は保護者の参加は２名にしてほしかった。２学年ごとになっているのならば、数少

ない学校での様子を見られる機会を減らしてほしくはなかったと思います。 

「新型コロナウイルス感染症の状況を見て判断させていただきました。今後も、安心・安

全と公開のよさのバランスを踏まえて、判断させていただきます。」 

 

授業参観、特に分散なのであれば、時間帯をもっと早めに連絡をして欲しい。（仕事を半

休するか、時間で抜けるか職場に伝えるため） 

「ご連絡が遅くなり、ご迷惑をおかけしております。１か月前を目安に判断し、お知らせで

きるようにしてまいります。なお、その後の、急な変更はご了承ください。」 

 

近所のタイヤ公園（花彦西公園）に公衆電話が設置されたのですが、そこを遊び場にして

いる子供たちが意外に無料で１１０番、１１９番に掛けられることを知らないので、もっと周知

できたらいいと思います。トラブルや事故の時などに役立つと思います。 

「学校でも、分かる範囲で周知しますが、ご家庭や地域での取組も進めていただけたら

よいかと存じます。地域のことは地域が一番分かっていると思われますので、よろしくお願

いします。学校は、ご連絡をいただければ、協力してまいります。メールや学校だよりに取

り上げることもできます。」 

 

先生と親が話をする機会が少なくなってしまったので増やしてほしいです。子供と先生が

一対一で話ができる時間も増やしてほしい。 

「ご指摘の通り、なかなか、一対一の時間が取れないのが現状です。そこで、本校では、

１２月に、個人面談として、担任と児童の一対一の時間をつくりました。貴重な時間となりま

した。」 

 

ノーゲームデー、ノースマホデーは各家庭で曜日を決めたい。習い事との兼ね合いがあ

るので。 

「ご意見としていただきます。中学校とも連携した取組であり、全校統一したほうが分かり

やすいかと考えております。各ご家庭で、曜日を変えることができるようにすることも検討し

てまいります。」 

 

【桑の実学級】＜保護者＞ 

いつもとても丁寧に対応して頂きありがとうございます。親も子どもに優しく対応できる心の

ゆとりがうまれる気がします。 

「ありがとうございます。今後も継続してまいります。」 

 

今年度は特別支援の必要な子供たちの思いなど（親の思いも）受けてとめてもらえている

と感じます。 
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「ありがとうございます。今後も継続してまいります。」 

 

タブレットをもっと活用すべきだと思います。勉強だけではもったいない気がします。 

「貴重なご意見です。学校としても、十分に検討してまいります。具体的な活用方法な

ど、ご意見がありましたら、ご連絡ください。」 

 

 

 

【学校評議員】 

先日はおいしい給食ありがとうございました。地域交流会での鼓笛演奏ありがとうございま

した。 

「なかなか、学校給食を召し上がっていただく機会がありませんので、味や量などのご意

見をいただけて、ありがたいです。」 

「地域交流会については、新型コロナ対策として、学校としてできる「感謝」を伝える機会

でした。鼓笛については、児童もご披露できて、喜んでおります。」 

 

学校教育は学科の勉強の他、個々の人間の尊重、団体での自分の位置などを教える場

であると思います。先生方の教育に感謝します。 

「ありがとうございます。今後も、学校教育目標『思いやりのある子 進んで学ぶ子 元気

でたくましい子』を目指し、『一人一人のよさをみんなで認め、伸ばす学校』を実現していき

ます。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


