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平成２９年度 後期 西仙北小学校の教育についての

保護者意識調査「集計結果」

１ 趣 旨

本校の後期学校経営及び教育活動に対する保護者の意見や要望等を調査し、

今後の学校経営及び教育活動の改善に資する。

２ 調査対象

保護者全員（２３５世帯）

３ 調査時期

平成２９年１２月～平成３０年１月

４ 回収された調査用紙と回収率

保護者２１３名分（９０．６％）

５ 調査内容

学校経営及び教育活動等の実施状況について

大仙市立西仙北小学校大仙市立西仙北小学校大仙市立西仙北小学校大仙市立西仙北小学校



平成２９年度 後期学校教育についての保護者意識調査結果について

本校の後期学校経営や教育活動に対する保護者の意見や要望を調査し、今後の学校経営等の

改善に活用するため実施した「平成２９年度後期学校教育についての保護者意識調査」の結果

が出ましたのでお知らせします。お忙しい中、たくさんの皆様から回答をしていただきました。

本校教育に寄せる保護者の皆様の熱き思いを感じました。ありがとうございました。

後期は、「おもいやり からだ まなび」の各項目について、記述式で行いました。

今回の調査結果を参考に、本校のよい点については一層の充実を図り、ご指摘のあった点の

なかで、できることにつきましては具体的な改善策を講じて参りたいと考えております。

また、この意識調査を通して、他のお父さんお母さん方がどのように思っているか、同じような考えや

悩みを持っていて少し安心したなど、思いを共有できれば幸いです。

さらに、保護者意識調査の記述の文面をそのまま掲載する予定でありませんでしたので、思

いをまとめたことをご了承ください。

最後になりますが、この保護者意識調査の集計結果は、西仙北小学校のホームページでも公開

しますのでご理解ください。

（文責：校長）
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平成２９年度　学校教育に関する意識調査【１２月～１月】　大仙市立西仙北小学校

こころ（思いやり）　について

「相手を思いやる心や行動」
「命の大切さにつながる実践」
「あいさつの励行」
「優しい言葉遣い」　　など

【１年生】

・「言葉遣い」は，年々悪くなっているように感じるので，子どもだけでなく，手本となる
　大人（親）も見直していかないといけないと感じています。

・学童に行っていて上の学年の子供達と接することも多くなり，言葉づかいが悪くなった。
　本人の責任でもあるが「上の学年の子供達が言っているから…」ということが多い）
　○○ちゃんのせいでおくれたとか，ハゲとかデブとか…悪口は言ってはいけないと、言い
　聞かせています。

・「かけはし」やクローバーキッズ」で学校での取り組みがとても分かりやすいです。

・「あいさつ」「優しい言葉遣い」「相手を思いやる心、行動」先生方の熱心な指導に感謝
　しています。これからも，引き続きお願いします。

・帰って来るなり「○○さんに叩かれた」と半泣きで話し出すので驚きますが，翌日には
　「○○さん（同）と遊んだ～♪」と帰ってきます。叩くという行為は少し心配ですが，皆
　仲良く小学校生活を送れていると思います。また，「◇◇さんが褒めてくれた♪」という
　話も聞きます。とても喜ばしい事だと思っております。

・学校での取り組みは，すごくいいと思っています。あいさつでは，こだま運動をやってい
　て子どもと親のあいさつにもつながるのでいいと思います。ありがとう，すみませんなど
　あいさつに関しては，礼儀としてきちんとしてほしいと私は思います。

・「悪い事をした時はあやまる」という当然の事をしっかりと指導して頂いており助かりま
　す。

・あいさつや敬語など，言葉による思いやりのあらわれがある。
　学校に入ってから身につけたものだと思います。

・お友達が困っている時や悲しんでいる時は，元気づけたり声をかけた事をおうちでも教え
　てくれます。
・１年生で育てていた「あさがお」も優しい気持ちで毎日育てていたようです。

・子供達に会った時にあいさつをしてくれるので，とても気持ちが良いです。

・言葉遣いについては色々と覚えてくるようで，以前より少しだけ驚くような言葉がでてき
　たりしますが，相手を思いやり何をしたら悲しいのか、何が嬉しいのかはしっかり理解し
　ているようです。

・あいさつは自分から積極的にできるように，家族でもきちんとあいさつをするように心が
　けています。自分の事より他人の事を第一に考えられるように育ってくれてればと思って
　います。

・家庭での日頃の悪さが目立つ。思いやりの気持ちはあるが，素直に思いをだしたりする事
　が苦手。外では，恥ずかしい部分もあり，行動も積極的になる事もある。

・命の大切さを，もっと伝えていきただいて，「かけがえのない存在」だと子供の心にひび
　き命の大切さと向き合う力がついてくれれば嬉しいです。

・たくさんの人との出会いである「学校生活」で，自分自身の大きな成長になる１年の事と
　思います。縦割り班も，とても良い刺激になり，お互いに「おもいやり」の心が身に付い
　てくれるのではと思っています。
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・言葉や文章にして相手を認める取り組みをしているところは，自分の事だけでなく，相手
　の良さに気付く機会になるので，とても良いと思います。

・入学時に比べ自主的にあいさつができるようになってきたと思います。「ありがとうござ
　います」「お願いします」等の言葉に加え，道を譲ってくれた車に対してお辞儀をするな
　ど，先輩達の様子をまねでなのかもしれませんが，よくできていると思います。でも、言
　葉遣いは逆に悪くなったなと思います。「○○兄さんが言っていた」と言って，乱暴な言
　葉を使うことも増えたのは，とても残念です。そのような言葉遣いが減るよう家庭でも指
　導していきたいと思います。

・自分がされて嫌な事（行動や言動）は，しない様に伝えています。学校でも，みんなに分
　かりやすく指導してもらえればいいと思います。

・登下校時のあいさつや地域の方へのあいさつ等、自分から進んで出来るようになりまし
　た。学校では，お友達とのやり取りの中で，相手の事を考えて行動でるようになってきて
　ました。

・自宅での様子を見ていて，もう少し言葉遣いや妹に対しての優しさ等を家庭で教えていか
　なければいけないと思っています。

・こころの成長は，学校にだけお願いするべきことでないと思います。各家庭が自分の子を
　どう成長させたいかという思いが，親にも必要だと思っています。

・もう少し大きな声を出してほしいです。

・うちの子は，恥ずかしさから他の人へのあいさつができていません。一緒に居る時に知っ
　ている人に会うと，あいさつしないので，こっちが「あいさつ」と言ってしまっていま
　す。だめだなって，後で注意するのですが，なかなか先に進めていません。

・学校でのことは分かりませんが，自分の子供は「思いやり」の面では，まだまだ教えてい
　かないといけない部分があると感じています。

・授業でお友達同士でお互いのよい所をお手紙にして相手に渡す。というのがあり，子供が
　もらってきました。面と向かっては，なかなか言えない事を，手紙に書く。あらためてお
　友達を見直すきっかけになり，自分もお手紙をもらって嬉しい気分になるとてもいい事だ
　と思いました。

・言葉遣いなど，人としてなどに対して指導してほしいです。それが今後のベースになって
　行くと思います。

・人の嫌がる事や自分がされて嫌な事は，絶対にしてはいけない行為だと，日頃から教えて
　はいます。

・友達と仲良くやっているのか，思ったことをすぐ口に出してしまうので，それで友達を傷
　つけていないのか心配になる。

【２年生】

・相手を思いやる気持ちや，あいさつ，他人への気遣いなど学校の場で育ってきていると思
　います。ゲームをするようになってから，命が軽んじているように思う事もありました。

・児童の方から進んで，あいさつをしてくれることが多々あります。
  とても感心しました。

・あいさつに関しては，家でも「おはよう」「こんにちは」大きい声で言おうと話していま
　すが，一緒にいる時は，声が小さかったり，もじもじしている時もあったりと元気いっぱ
　いあいさつできていないと感じています。

・学校でのあいさつが身に付いているおかげで，学校外にいても自然とあいさつや言葉かけ
　ができていると思う。命の大切や思いやりの心を，もっと伸ばしていけるような取り組み
　はもっともっと増やしてもいいと思う。

・これからの学校生活は，将来の社会生活にとって，１番大切な事だと思うので人を思いや
　り，敬う姿勢や行動ができるように育ち，学んでほしいです。
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・言葉の数が限られてしまう年齢なので，家庭でも会話を大切にしたいのですが学校で友達
　との会話の中で、正しくない表現，言葉遣いをしている時は，正しい表現で豊かに，語彙
　を増やしてほしいです。

・家での言動を見ている限りでは、思いやりは全くと言って良い程ありません。その都度，
　注意をしますが直りません。思いやりのある優しい子になってほしいのですが，真逆なの
　ですごく心配です。

・相手の気持ちを考えた，言葉や言動を心がけてほしい。

・あいさつは学校ではちゃんと言っているようですが，自分から進んですることをたまに忘
　れてしまうことがあるようです。優しい言葉遣いは，できていると思います。

・相手の気持ちになって考える。

・人を傷つける言葉について　カッとなって言ってしまった自分の言葉で言われた相手がど
　んな気持ちになるかを考えてもらいたい。「死ね」や「死ぬ」など

・あいさつに関しては，個人差が大きいなという印象があります。我が子を含め元気なあい
　さつが習慣付ければと思います。学童の方で，少し子供同士のトラブルが目立った時期が
　あったようです。学校での人間関係が気になります。

・お休みが長いお友達のことなど心配している事があります。
　そのお友達が学校に来た時は，声かけができているようでうれしく思います。

・あいさつは，大きな声で元気良く，友達と協力し合って相手の気持ちを感じて考える。
　何事にも危険が伴うという事，スポ少などを通して少しずつ理解していると感じていま
　す。

・学校での「あいさつの励行」ですが，家庭ではなかなかあいさつができていません。家族
　でも声をかけしているのですが「忘れた」とか，言い訳したりしています。学校ではあい
　さつできているのでしょうか。

・親の目から見た子供の心は，大きく成長していると感じる事が，今年になってからとても
　多いです。クラス替えやスポ少への入部などで，家庭での会話の内容も今までとは変わっ
　てきました。友達の良い所をたくさん見つけ，話してくれることが親としても嬉しいで
　す。

・家でもニュースを見ながら，命に関わることや思いやりに関する話になりますが（質問を
　受けて），毎日の学校生活の中での友達や学級活動の関わりで成長を感じることが多いで
　す。

・学校行事等で行った際の，子供達からの元気なあいさつを受けると，こちらまで元気パ
　ワーをもらえます。

・あいさつをするように言い聞かせてますが，なかなかできません。だれに対してもできる
　ように，根気強く言っていきたいと思っております。

・優しい言葉遣いはできていないと思います。本人もですが，お友達のまねをしたがるので
　おどろく事を言ったりします。

・友達や，自分より小さな子が困っている様子を見たら声をかけてあげる。

・たまに玄関前まで迎えに出た時，大半の先生方は気持ちよくあいさつをしてくださいます
　が，学年がちがう親にはあいさつもしない先生がいて残念に思います。

・相手を思いやる心や行動について，ＳＳＴなどを活用して実際にロールプレイしながら学
　び合うのもよいかと思う。

【３年生】
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・思いやりのない子，いじめに近い行動がみられる場合があります。

・幼い頃から“どうぞの心”を教えてきました。まず，自分から他人へゆずる気持ちを常に
　持ってほしいことから始めてみました。

・レクレーション事業のミニ運動会で気付いたことですが，体力の弱い同級生に対して周り
　の児童の配慮に感動しました。

・人を傷つける言葉「殺す」等，簡単に言ってしまう子がいる。

・思いやりのある子に育ってほしいです。

【３年生】

・友達との関わりの中で，意見がぶつかってもめたりすることがあっても，先生方が注意し
　てくださったり，自分達で解決できるように導いてくださったりと大変，良く見ていただ
　いていると思います。

・家庭内でも朝のあいさつや「ただいま」「おかえり」「ありがとう」などを，大切にして
　います。特に姉妹間ではおろそかになってしまいがちなので，こちらがいつも気にかけ
　て，言い忘れた時は促し必ず言わせるようにしています。また毎朝家を出る前に，仏壇に
　手を合わせる事を習慣にしています。それにより，心の落ち着きや先祖を大切にする心を
　持ってもらえたらと思っています。

・相手を思いやる心や行動など，これから生活していく中で大切な事なので，引き続き子供
　達に教えてもらいたいです。家庭でもしっかりと教えていきたいです。

・小さなことも真摯に受け止めてもらってありがたいです。

・１１月に行われた，３年生のレクレーションで，皆勝ちたい気持ちで頑張って取り組んで
　いました。あるお子さんが気持ちがのらず，参加するかしないかと言って参加する事にし
　た時，男の子達が，快く「無理するな」「ダメだったらすぐかわるから」「頑張れ」と一
　生懸命その子を励ましていました。勝利がかかっていたのに皆でやろうという気持ち，そ
　の子の気持ちを尊重してくれる所本当に優しい心の子供達に感動しました。

・先生や友達へあいさつできるのは，当たり前のことだと思います。来客や知らない保護者
　へも自然にあいさつができる“にしっ子”を目指してほしいです。

・普段家ではあまり進んであいさつは出来ていないように思いますが，この間家の外で他の
　人にあいさつをしているのを見かけ，うれしく思うと同時に，自分も，しっかりやらな
　きゃなあと思わされました。

・日常生活の中，笑顔であいさつを一生懸命頑張っています。前よりも少し声が大きくなっ
　てうれしく思ってます。

・もっと元気な声であいさつしてほしい。

・体調悪いおじさんに対してのお見舞い，励ましの言葉，勇気づけてくれます。

・あいさつ運動などの活動を通して，子供達が進んであいさつができるのは，素晴らしい事
　だと思います。

・みんなに優しい心をもってほしい。

・学校生活で友達が困っている時に，助けてやったと話してくれました。家では何かやって
　あげた時は，ありがとうといつも言ってくれます。時々ですが，父さんに「いつも働いて
　くれてありがとう」「ご飯を作ってくれてありがとう」とか言ってくれます。

・あいさつを毎日，頑張ってしているようでいいと思います。

・言葉遣いについて，時々子供達から「死ね」「殺す」等の言葉が出ている事が残念です。
　学校と家庭の両面から，もっと教えていかなければいけないのかなと思います。
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・以前より，あいさつをするようになった。

・大きな声で誰にでも，あいさつが出来る西仙北小学校の子供達だと思います。

・「あいさつの励行」について，朝のあいさつはそれなりにできてると思いますが放課後，
　色々なスポ少とすれちがったりしますが，「こんにちは　こんばんは」「さようなら」
　は，あまり反応がありません。大きい声で出来る子は少ないかと感じます。学校の先生に
　はできるが，地域の方々には，できてないと思います。

・相手のことを考えて手伝いをしたり，声をかけていると思います。

・娘の心はとても優しい心の持ち主で，思いやりのある子なので，とてもいい子でありま
　す。

・人を思いやる気持ちを育むには「自分だったらどうか？」と一番に考えることが，人の気
　持ちを察する近道だと思います。「ルールだから」「他の誰かがそ　う言っていたから」
　「常識だから」と自分の行動を選択するよりも「自分がされたら嬉しいからやってあげ
　る」「自分がされたら嫌だから人にもやらない」「自分だったら・・・」という気持ちで
　動いてほしいです。自分で思いやり，相手を気遣う人間になってほしいと思い，子供達と
　接しております。

・少しの悪い言葉でも，すごく傷ついたり気にしたりする子もいるので，そこを気を付けて
　聞いてもらいたいです。

・死に対しての言葉で，身内など人の死の事を「死んだの？」「死んだんだ」の言葉で心に
　傷つく事があります。「亡くなった」と少しやわらかく言った方がいい時もあることを伝
　えてもらいたいと思います。

・高学年になって，少し言葉遣いが荒くなってきたような気がします。

・登校班では元気がない。あいさつが聞こえない。地域の人へあいさつができて
　いるか気になる。

・家族や近所でのあいさつは良くやっていますが，声が小さい時がある。

・自分の子供を含め，大人からあいさつをしないとあいさつをしない子が多い。せめて近所
　の方々や，友達の家族には自分から進んで元気にあいさつが出来るように心がけていって
　ほしいです。

・人間は，常に優しい言葉遣いで人に背得する事が大事だと思います。朝のあいさつも行動
　も，相手を思いやる事が大事だと思います。

・校長先生が全校の前で色々な話を教えてくれたことが，心に残っていると話しておりまし
　た。

・思いやりをもって行動・発言ができていると思います。

・自分の発言や行動に責任の持ってる人になってほしい。知らないうちに人を傷つけている
　かもしれません。その時は，素直に謝れる行動にうつせる人になれば，人に信用してもら
　える様になると思います。

・言葉づかいが悪いと思います。

・自らすすんで，あいさつができない。
　学年が上がるにつれて，言葉づかいが悪くなっている。

・朝，バス停に行く時、人とあったらもっと大きな声であいさつをしたらいいのになあと思
　う時があります。子供達がバス停に集まってきた時大人は「おはよう」と言うけど，子供
　からの声はないなあと思います。

・特にありません。今まで通りご指導よろしくお願いします。

・元気にあいさつをすることは，恥ずかしい事でなく，する人もされる人も気持ちの良い事
　だと思うのですが，消極的な子供の方が多いような気がします。
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【５年生】

・「相手思いやる心」は思っていても，友達との関係でちょっと気まずい雰囲気がある時
　や，自分が悪いと思っているのに，素直に謝ったりする言葉がかけれないでしまったとい
　うことがありました。自分からの言葉で，相手に伝える事の大切さをその都度、声かけて
　アドバイスしていけたらと思っています。

・前にやっていたあいさつ運動など，とてもいい事だと思います。

・思いやりの気持ち

・人から言われて初めて行動するのではなく。自分自身が思いやりに気付き行動へとつな
　がってほしいと思います。

・今，この世の中で人を殺してみたかったと，中学生が全く知らない人を傷つけたり，母親
　を刺したなど恐ろしいニュースが飛び交っています。そんな，子供を西仙北小学校から出
　さない為にも，命の大切さ尊さをしっかり身に付けてもらいたいです。

・家の人が体調不良の時は，すごく心配してくれてお手伝いも進んでしてくれます。ただ、
　たまにキツイ言葉で妹とケンカしています。

・自分の子供の周りなどいつも目にする光景は，言葉遣いにびっくりする事がある。（自分
　の子もだが…）　思いやる心はしっかり持っている子供達なのに。
　…ともったいなく感じる。

・「あいさつの励行」については，少しはずかしさがあり，声が小さいと感じています。
　もっと大きな声ではっきりとあいさつしてもらいたい。

・大人でも聞こえないぐらいのあいさつをする人がいます。やはり，あいさつは「明るく大
　きな声で，はっきりと」が基本ですよね。小学生の今だからこそ，これを習慣付けたいで
　す。

・相手と話す時，言葉遣いが家にいた時と外に出た時の対応がどうなっているか正直分から
　ない時があります。

・家ではしっかりあいさつは出来ています。時折，厳しい言葉遣いがある時は，話すように
　しています。学校に行った際，他の児童も良くあいさつしてくれると思っています。

・いじめがあった事により，心配をしています。

・高学年女子特有の小さなもめごとは，毎日起こっているように思います。家族に話した
　り，先生方に相談したりして，本人は日々消化できてるようですが，話す事で気持ちを切
　り替えることができるようなので，先生方にはお手数ですが「聞き役」をこれからもお願
　いしたいと思います。

・中学校であいさつ運動が経験できるので，年１回かも知れませんが，大変貴重な経験だと
　思います。バス通学なので，できることなのでしょうが…。

・あいさつこだま運動など，５，６年生が中学に行ったり中学生が小学校に来たりと，こつ
　こつと続けていく事が大事だと思います。

・あいさつは，自分からしますが適当なあいさつ気持ちのこもらないあいさつをする事が多
　いような気がします。一緒にいる時は，注意をしたりやり直しをするようにしています
　が，しっかりとしたあいさつを身に付けさせたいと思います。

・あいさつこだま運動は，中学生のあいさつを間近に感じ，大変刺激になっているようで
　す。

6



・高学年になって，お友達との関係も変わってきたように思います。争い事が嫌で周りに何
　でも合わせてしまう傾向があるので，相手を傷つけず自分の意見もちゃんと言えるように
　なってほしいと思います。その中で，相手を思いやる気持ちや行動，あいさつ，言葉遣い
　等を学んでいってほしいと思います。

・まだまだ相手を思いやる心は，育っていないのかな…と娘の様子や学校での出来事を聞く
　たびに思います。大人でも思いやりや相手のことを考えることは，難しい場合があるの
　で，様々な経験を通して，思いやりの心が育っていけばいいと思っています。

・西仙北小の子供達は，明るく優しく思いやりがあると思っています。

・５年部では，４月よりいじめ問題がありとても心配しています。クラスはちがいますが，
　様子をみたり，声かけをするようにしています。

・縦割り班活動は，異学年との交流ができ，とても素晴らしい事だと思います。親同士も会
　話をする機会があり，低学年にとっては色々覚える事ができ，高学年にとっては指導力が
　身に付くと思います。

・クラスで何かあると，すぐに対応してくれて，そしてみんなで考えるという事をしてくれ
　るので，とてもいいと思います。

・思いやりもっているけど気がきかない。集団生活の中で，あいさつや思いやる心をもって
　きたと思います。

・自分が言われて傷つく事，されて嫌な事は友達にもしてはいけない事を学んでほしい。
　不登校の子供がいるので心が痛みます。

・相手の気持ちを考えていない，キツイ言葉かけがあるようです。先生のいないところで行
　われているようです。家では話をたくさん聞くように心がけていますが，言いたくない事
　もあるようです。

・中学校と連携して行われているあいさつ運動により，良くあいさつができていると思いま
　す。

・弟がいるせいか，部活動のせいか？親が思っている以上にとても良く成長していると思い
　ます。

・心ない言葉，思いやりの行動は，今もまだ続いていますし，なくなることはないと思って
　います。言われるのが当たり前，嫌がらせが当たり前に思っている子供を見るのが切ない
　です。

・十分に育っていると感じています。（自分の子供に関して）

・毎朝スクールバスの停留所に子供達が集まっており，バスの乗車を待っています。あいさ
　つをすると皆さん元気にあいさつを返してくれます。少し残念なのが，子供から自然にあ
　いさつしてくれる事が以前に比べ少ない気がします。

・気持ちを察したり，声かけしたり，人を思いやる気持ちを持っていると思います。

・小中連携によるあいさつ運動が続けられることは，とても良いと思います。

【６年生】

・登下校時など地域の人に会ったら必ずあいさつをすること。困った事や悩んでいることが
　あれば，一人で抱え込まず，自分が話しやすい人に相談することなど，子供と良く話しを
　している。

・掃除などで縦割り活動する事は，大変良い事だと思います。活動中で自然に相手を思いや
　る心や行動が育っていくと感じています。優しい言葉遣いは，大人が見本にならなければ
　いけないと思います。

・バス通学のせいか上級生が下級生の面倒をみるという事も少ないように思うので，縦割り
　の活動をもっと増やして欲しい。
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・あいさつがきちんとできる。

・集団登校時，毎日集合場所付近で各児童の父兄が集まりますが，朝のあいさつをしても毎
　日あいさつをしない子は決まっています。２～３回しつこく言ってもあいさつしない子に
　は，どの様に対応したらいいのか悩みます。

・あいさつは，消極的な子供が多い様に思います。学校では先生方の中にも廊下ですれ違っ
　ても，あいさつしてくださらない方がいます。先生方が皆さん大きな声で元気にあいさつ
　する姿を見れば，子供達も真似するのではないかと思います。

・スポ少を通してのあいさつの積極性は良いと思うが，地域でのあいさつの励行はまだまだ
　と思う。中学年の子供達の言葉遣い（特に校外），発言や言葉遣いが気になる。

・思いやり行動や言葉遣いは，人と接することで身に付いていくものと考えています。いろ
　いろな情報が簡単に手に入れられる時代ですが，体験でしか身に付かないということを理
  解できる様になってほしいです。

・低学年や女子はたまにですが，高学年男子のあいさつは特に素晴らしいと思います。

・高学年という心も体も変化する時期ですが，うまく自分や周囲の状況と折り合いをつけな
　がら，思いやりの心も育っていると思います。

・些細な事でも何かやってあげると，すぐに「ありがとう」と言葉が返ってきます。とても
　優しい気遣いが出来ていると思います。通学中の横断歩道を渡り終わった後の，頭を下げ
　る姿がとても良いですね。

・友達との関わり方が難しい年頃だと思います。思いやりに欠ける些細なからかいでも，そ
　の都度注意してほしいと思います。

・今の子供達は，気持ちを表面に出さないので，嬉しいのか喜んでいるのか，わからない時
　があります。でも，うちの子がケガをして松葉杖だった時に，自然に手を差し伸べてくれ
　た姿には，まだまだ大丈夫だな，優しい心を持った子達だと思いました。

・町で会っても，知らない子（学年の違う子供）から元気なあいさつが聞けて，気持ちが良
　い。

・縦割り班というシステムは，低学年の手助けや高学年を手本にするなど，授業にはない楽
　しさや難しさがあって，いろいろ勉強になっていると思います。

・優しく育ちいいと思います。

・あいさつをきちんとする子はすると思うが，昔？に比べて減ったような気がする。

・中学校との「あいさつこだま運動」の連携は，他地区と比べてもあまり行われていない運
　動だと思うので，是非この先も続けて地域を盛り上げていってほしいです。

・友達を大事にする気持ちを持ち，何でも話せる事が出来ていると思う。自分の心を開くま
　で時間がかかってしまう所もあるけれど，仲の良い友達ではちゃんと心を開いてくれてい
　る様子が見れると安心できる。相手の事を考えて優しい言葉をかけてあげられる様に大事
　な人達を大切にしてほしい。

・家での教え方が悪いとは思いますが，「おはようございます」「こんにちは」「お願いし
　ます」などのあいさつの仕方にもっと力を入れてほしい。

・授業の中で，分からない部分を聞いたり教えたりと学び合う機会が多くあり，相手の姿や
　言葉に気付いて分かり合おうとする場面で，日々思いやりの心が膨らんでいるように思
　う。

・自分で発言する時は，考えがないまま相手を傷つけ，言われる言葉には，相手が思ってい
　るより深く傷つけられている。どんな時に傷ついた経験があるのかみんなで共有し，あら
　ためて相手を傷つけない言動，傷つかずに受け取る方法をみんなで考えられる場，機会を
　つくってもらいたい。
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・優しさ，思いやりも十分な指導が出来ている。

・友達を思いやる気持ちがあり，学校での出来事なども楽しく話をし教えてくれます。クラ
　スの中でも，時々はいやな事もあるようですが，人を嫌うなどいじめのような話は聞きま
　せん。男女仲がいいと感じています。クラスの雰囲気が良いと思い，先生には感謝しま
　す。

・６年生になったばかりの頃に比べると，“おはようございます”“ありがとうございま
　す”というようなあいさつが出来るようになってきました。“礼に始まり礼に終わる”事
　を常に頭に思い浮かべ，継続できるよう願います。

・ＰＴＡなどでしか子供達と接することがないのですが，あいさつ等はすごく出来ている気
　がします。『心』という言葉は，学校側の教育指導が行き渡っていると感じます。

・女の子の会話が，言葉遣いが乱暴だと思います。「ケンカしないの？」と聞くと「別にケ
　ンカしている訳じゃないよ」と遊んでいます。

・ＰＴＡ等で学校へ行くと，子供達が元気な声であいさつをしてくれます。あいさつは，一
　番大事なところだと思いますので，これからも指導していただければと思います。

・まだまだ自己中心的な所もあり，自分勝手な言動をしてしまう事もありますがすぐ出来る
　事から，たとえばあいさつなど，少しずつ相手を思いやる心を持っていってほしいと思い
　ます。

・６年生は友達の良い所，悪い所も受け入れて上手にみんなが関わりあっていると思う。言
　葉遣いについては，友達同士は決してきれいな言葉遣いではないが大人に対しては敬語を
　使い，その場にあった言葉遣いができていると思う。

・子供達が遊んでいる中で，言葉遣い悪いと感じています。ＴＶやＹouＴube の影響でしょ
　うか。自分の言葉で思いを伝えられる大人になれるのか不安です。以前に，メディアの授
　業がありましたが，すごく良かったです。

・なべっこ等，学年関係なく活動しているので，下級生との関わりを持つ事で，思いやりや
　優しい言葉遣いが良くできていると思う。

・今の時点で問題があるとは考えておりません。少々言葉遣いが，乱暴な時もありますが，
　その都度注意しております。妹の面倒も良くみており助かっております。

・行事等で来校する度にあいさつがしっかりしていて気持ち良いです。また縦割りの活動に
　よっても，思いやりや優しい言葉遣いなど育っていると思います。

・校外学習の時に，これまで同じグループになったことのないメンバーで活動したことがあ
　りました。その後，仲良くなりいろいろな関わりを通して新たな人間関係を築いていると
　思いました。お互いを思いやる気持ちや感謝の気持ちも深まっているように思います。
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からだ　について

「体力の向上」
「健康な身体づくり」
「早寝早起きの励行」
「食育への取組」
「健康の維持増進活動」　など

【１年生】

・なわとびやマラソンなど成長に合った身体づくりが出来るように工夫されていると思いま
　す。

・保育園時代は，昼寝は勿論，夜もなかなか寝ない事を危惧しましたが，小学校入学以降、
　夜は布団に入った途端に眠り，昼寝をする事もあります。朝は，少し苦手ですが，早く就
　寝出来るようになった事を嬉しく思っています。

・献立表などにいろいろと食についての事がわかりやすく書かれていて，毎月，見るたびに
　楽しみです。食事は，健康面でも重要なのでどんどんいろんな情報など取り上げてほしい
　と思います。

・先日のマラソン大会のおかげか，体力が向上したように感じます。これからも続けていっ
　てほしいです。

・マラソンはとても楽しかったようで，家に帰ってもよくその様子を教えてくれました。
　頑張った事でさらに体力もついた気がします。

・学校で行った体力テストも自分の得意な所，もう少し頑張る所が分かり良いと思います。
・マラソン大会では，練習の時より思うように力を出せず，来年は絶対１位になるぞ！と意
  気込んでいました！精神的にも体力的にもとても良いと思います。

・献立表にも，食（食材等）に関する事も書いてくださって，イラスト入りの為子供にも理
　解しやすいようで，食育につながっていると思います。

・体を動かすのは少し苦手なのかもしれませんが，嫌がらずみんなと一緒に体力つくりがで
　きています。

・春頃から始めたランニングで，走るのはグラウンドでもその距離で大曲駅をめざすという
　のは，とても面白く途中経過が楽しみでした。これからも続けて欲しいです。

・家では，体を動かす機会があまりないので，目標を持って取り組める環境があ　る事は，
　大変ありがたいと思います。

・早寝早起きができるよう春から働きかけていますが，やはり早起きがなかなかできませ
　ん。自主的におきれるよう相談していきたいと思います。学校でのランニングも頑張って
　くれているようなので，少しずつ体力も向上しているようです。

・早寝早起きや運動などは，家庭で出来ることなどで，特別，学校で励行する事でもないと
　思います。

・早寝早起きは，日頃から注意しております。健康に活動するためにもきちんと睡眠をとり
　決まった時間に就寝，起床できるように親としても日々心掛けています。

・バス通学のため，足腰が弱くならないか心配。

・授業の「体育」は，とても楽しく学んでいるようです。初めての学校生活なので楽しく受
  けられている事が，いろいろな良し意味で「からだ」にも良い事につながっている事と
　思っています。規則正しい生活（早寝早起き朝食）には，身に付けさせるよう，家でも頑
　張っている事です。

・グラウンドを周回した数でどこまで行けるかを目標設定する取り組みは，子供の意欲を高
　めると思いました。

・早寝早起きは，良くできている思います。21時30分には寝て，６時30分前に起きます。
　ご飯も好き嫌い無く，比較的なんでも食べてくれます。体を動かす事も好きなので，体育
　の授業も楽しいと言ってくれるので安心しています。
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・マラソン大会では，完走できるように最後までサポートしていただき，達成感を味わうこ
　とができました。体育の授業でも，本人の意思に沿って色々な事へ挑戦させてもらい，嬉
　しく思っています。

・体を動かす事は好きな様なので，なわとび等好きな事，興味のある事で体力をつけていっ
　て欲しいと思います。

・マラソンはすごく良い取り組みだったと思います。体力に自信がないタイプでしたが，毎
　日に「今日はこれだけ走れたよ！」と楽しんでいました。おかげで少しずつ本人も運動に
　積極的になり，給食も食べられる量が増えてきているように思います。

・マラソン大会に向けて，ただグラウンドを走るのではなく，カードを使ったりして目標を
　持ちつつ楽しんで走れるというのは，マラソンが苦手な子供も取り組みやすかったのでは
　ないかと思います。

・ルールとして，皆取り組む様なプログラムを設けてください。スローガンを明確に。以前
　土川小では「はだし運動」や「年長者を先頭に給食」を食べる等，ありました。

・今まで十分だと思います。

・体力はあまりないですが，運動は好きなので体を鍛えると共に，秋田県は食材が豊富で農
　業が盛んなので食を通した教育を学び，健康へとつなげてほしいなと思います。

・運動全般が苦手ですが，体育で行っていること（とび箱，なわとび等）は家でも練習しよ
　うとしていて，今までよりは興味は持てるようになったのかなと思う。朝，目覚めるまで
　にすごく時間がかかる。ギリギリの時間でご飯を食べて登校するが，すっきり目覚めて，
　てきぱき食べてという日はほとんどない。

・体が弱いので手洗い，うがいを基本としながら，毎日の軽い運動で体力つくりをさせてい
　ます。

・積極的に体力作り（マラソンなど）をしてくれていて，うれしく思います。

・朝ご飯（学校）へ行く時は毎日食べてほしいと思っています。

・あまりご飯を食べないので，毎日，口うるさく言ってしまいます。まず，何度も食べた方
　が良いと思い，好きな物（食べてくれる物）を，出していますが，体力があまりないなあ
　と感じているので，どうしたら良いか分かりません。

【２年生】

・早寝早起きはできている。
　朝食も毎日食べています。

・健康な身体つくり

・走ったりするのが，苦手かなと思っていましたが，グラウンド走で何周したよとか教えて
　くれました。一緒に動き回ることが少ないので，ありがたいです。

・休日も生活リズムを崩さないように心がけたい。寒くなっても、外での遊び，雪寄せ，ス
　キーなど。積極的に体を動かしてもらいたい。

・学校では，マラソンやなわとびなどがんばっているようです。家でも刺激されなわとびな
　ど頑張っています。早寝早起きは，毎日の課題となっています。なかなかできずにいます
　が，朝ごはんは必ず取らせるようにしています。

・走るばかりで，リズムや英語の歌に合わせてなど，音楽ももう少しはいると楽しくなれそ
　うです。給食の試食があれば参加してみたいです。雨の日は，なわとびを取り入れて，１
　分間前まわり３０秒休みとかアナウンスを流して，全員一斉にやり終える。

・だいぶ体力がついてきたように思います。早寝早起き，三食しっかり食べる事は習慣化し
　ています。

・バランスの良い食時，適度な運動を取り組んでほしい。
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・早寝早起きの励行は，家でも大切さを教えていますが，実感がないようなので学校でもど
　ういう事で大切か，教えていただけるとありがたいです。

【３年生】

・スポ少入部で，昨年と生活リズムがガラッと変わってしまったことは大きいです。平日は
　２日間の練習があるので，昨年までは２０時には就寝していたのが練習がある日は，２２
　時前頃になってしまいます。練習のない日は早めの就寝を心がけています。だんだんと，
　体力もつき体調を崩す事も少なくなり，体力がついてきたように思います。

・帰宅後のおやつによって，夕食がなかなか食べられなくなってしまうことがあり，現在は
　制限できています。体育で興味を待ったことは自宅でもやっていていい光景です。早寝の
　意識はありますがなかなか出来ていません。

・給食ペロリシールがもらえるよう，嫌いな食べ物も頑張って食べようとする意識になり，
　また好き嫌いも少なくなるのかな…と思います。健康な体つくりとして，一部ですが手洗
　い，うがいはもちろんのこと，予防マスクの着用はバス利用者に限らず，学校一丸となり
　取り組みができると良くなるのではないかと思います。

・マラソン大会に向けてのマラソンカードなど，１人１人のやる気を引き出す，工夫がされ
　ていたと思います。食育に関しては「早寝早起き朝ごはん」を今後も続けていきたいと思
　います。

・早寝早起きを心がけていますが，私達の仕事の関係もあり寝るのが少し遅くなりがちで
　す。好き嫌いは少ない方ですが，食べるのに時間がかかりすぎて困っています。また，な
　るべく外で遊んだりスポーツしたりするように言っていますので，走ったりなわとびをし
　たり，ローラーブレードをしたりと自由に体を動かしている事で体力つくりにつながって
　いると思います。

・家では食べようとしない苦手な野菜や料理でも，給食のメニューにあると残さず食べられ
　たということがあります。「美味しかった。家でも作って」と克服したものもあります。
　メニュー表を見て「このメニューは何？どんなもの？」と早くから食べる事を楽しみに
　し，楽しんでいただいているようです。

・早寝早起きは，健康の基本だと思う。食べ物の好き嫌いは無いことにこしたことはないが
　食欲がなくならないよう，たまには好きな物を満足するまで食べても良いかもしれない。

・１度，子供達が給食を食べている所を見てみたいと思います。
　できるのなら試食も。

・食が細くて悩んでいますが，「早寝早起き，朝ごはん」という生活習慣を第一に考え，体
　を動かす事で（スポ少など）食欲増進につながる事を信じて様々なケアに努めています。

・感染するような病気が出た時は，マスク着用など早くから対応していて良いと思います。

・朝ご飯をなかなか食べてくれないので大変です。宿題をご飯食べてからなので遅くなり，
　朝早起きが苦手です。

・休み時間に走ったりしているので，体力がつくと思います。

・休みの日でも，早寝早起きを必ずさせています。

・喜んで参加できる行事です（子どもが）いろいろな経験をさせてもらっている
　と思います。

・病気やケガのないように，毎日過ごしてもらいたいです。

・５分間走など体力つくりに頑張っていることは良い事だと思います。

・好き嫌いなく何でも食べる。

【４年生】
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・給食のおしぼりを毎日自分から準備してほしいと持って行ってるのですが，クラスや個々
　でもってきていない事を知りました。統一してほしいです。昔は，はだし運動週間とかあ
　りましたが，何か理由があってやれないとかですかね？とてもいい思い出でしたが。

・給食便りに毎月地元の食材が使われていたり，健康のためのことが詳しく書かれていてい
　いと思す。

・なるべく，お茶や水を飲むように心がけています。

・１日のリズムを良く過ごすこと。必ず朝食をとる事。運動不足なので，なるべく体を動か
　す事。体力をつけさせていきたいと思っています。

・体は、色々な食物で栄養を保っているので，何でも食べて体をつくっていくと思います。

・“だし”について書かれたたよりがあり，あらためてしっかりと出汁をとってみました。
　親子でおいしさの再確認ができて良かったです。グラウンド走を頑張らせようとした取り
　組みが良かったと思います。

・規則正しい生活を送り，健康維持に努めています。

・体力の方はとても弱く，力があまりありません。もっといっぱい食べて力をつけてほしい
　です。

・規則正しい生活が習慣づいている。
・朝昼夜の三食をきちんと食べている。

・体力の向上については，全校マラソン大会なども，だれ一人として，リタイヤする事なく
　全員完走する事は，とても素晴らしいと思います。

・少食だが，好き嫌いなくなんでも食べています。もう少し食べてくれると体力もついてく
　れると思います。なかなか早寝する事ができない。
　（親が仕事で帰宅が遅いため，親に合わせてしまっている。）

・体育が苦手な娘ですが，体力つくりは大変重要なことだと思います。
　楽しみながら出来ることをしていただけたらと思います。

・休み時間に体をたくさん使って思いっきり遊んでいて，とていいと思う。

・早く起きる努力をするようになった。

・マラソン大会に向けて，全校が毎日マラソン練習することで，昨年よりも走れる様になり
　体力が付いたと思います。

・「食育の取組」について，秋田県は学力はドップクラスだといわれていますが運動能力，
　身体づくりについては全国的には低い方だと思います。食べ物に好き嫌いをなくす，身体
　を動かす大切さも取り入れてもらいたい。

・スポ少のおかげで，体力をついてきいていると思う。風邪も引かず学校を休むこともなく
　健康を保ってほしいです。その反面，早寝早起きはできなくなってきている。

・スポーツは，バドミントンを始めました。

・「正しい体への知識」の子供への指導を望みます。体型や体質，体の発達の早い遅いで一
　喜一憂してしまう年齢だと思います。皆大人になるのだし，子供達は，その途中なのだか
　ら，何も気にせず早寝早起き朝ご飯、たくさん食べて，運動してほしい。もし成長するこ
　とに（心も体も）戸惑ったり，恥ずかしいと悩んでも，必ず先生や親に話して「そういう
　もんだよ。それでいいんだよ」と安心してもらいたいです。友達も大事ですが，まず正し
　い知識は大人が伝える事になるとは思います。

・健康な体や体力つくりにいい事だと思います。
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・なかなか一人で起きることができず，毎日困ってます。

・適度な体力つくりが出来ていると思う。食の大切さや生活習慣の大切さをこれからも指導
　してもらえればと思う。

・「食育への取組」については、給食をちゃんと食べているか心配です。好物ばかり食べて
　苦手なものは全く食べてない生活が続いているので，少しずつ改善していきたい。食時の
　時の姿勢が悪いので、その都度，注意しています。

・縦割り班の活動を多くしてみては・・・　大縄跳び大会など，体力の向上をしつつ思いや
　りの心，言葉かけなど考えさせるいい行事を行うと，一石二鳥になるのではないかと思い
　ます。

・家にいると，ずっとゲームをしているので，スポ少で体を動かす時間は，とても良いと思
　う。勉強との両立が難しいが・・・

・食べ物の好き嫌いが多く，家ではなかなか，野菜を食べてくれません。
　スポ少がない時は，睡眠時間はきちんととるように心がけています。

・感染症が発症しやすい時期は，マスクの徹底をお願いしたいです。

・体力の向上に向けて５月から開始したランニングは，それぞれのやる気と頑張りも見ら
　れ，体力も付くとても良いやり方だと思います。

・習い事等で寝る時間はまちまちですが，早起き朝ご飯，日中も活動的に過ごせ気力，体力
　はあるようです。

・野菜や米の栽培を通して，食育への関心が深まっていると思います。

・早寝早起きや朝食はしっかり出来ていますが，食べた以上の運動のせいか体重が増加…

・娘が自分で決めた学習スタイルが早朝の学習なので，早寝早起きが定着している。運動に
　ついては，最低取り組まなければならない距離又は周回数があると苦手な（動きたくな
　い）子も，体を動かす機会が確保されるのではないか。

【５年生】

・スポ少と学校での体力つくりをしていくうちに，以前よりも食欲は増えてきたと感じてい
　ます。夜遅くまで起きてしまったときなどは，早起きができないことが多く，親としても
　早寝早起きを声掛けし規則正しいリズムを崩さないように気を付けてたいです。

・早寝早起きはできているのでいいと思いますが，運動の方が苦手でもっと体力つくりをし
　てほしいと思います。

・少しずつ大人に近づく頃だと思いますので，スポ少等でも夜が遅かったりとなかなか生活
　のリズムが不安定ではありますが，親の目も外さないように健康管理をしっかりさせたい
　と思います。

・今年度のマラソン大会は，昨年より距離が長くなった分，見応えはありましたが，少し心
　配でもありました。他校では，急な体調不良で亡くなった児童もいましたので，応援する
　側も少し冷や冷やしていました。事前に十分，練習してきているとは思いますが…。

・周りのお友達に比べて体力がない事を気にしてか，時間があると走ったり跳び縄をしたり
　ストレッチをしたりしています。ただ義務的にやるのではなく楽しんで体を動かしてほし
　いと思います。スポ少や勉強の量が増えたからか，就寝時間が遅いのが心配です。体が細
　いので，もう少しいっぱい食べられるようになってほしいです。

・高学年になり，体力はついてきたと思います。

・５分間走とかをやった方がいいと思う。
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・マラソンカードは，子供達の体力向上にとても良いと思う。「今日○周走ったんだよ」と
　家庭でも話題となった。

・「元気でないと，学校には行かれない！」とすっぱく言っているせいか，早寝早起きは習
　慣になっています。知らず知らず健康な体づくりになっています。

・行事等で身体を動かすこともあり，良いと思います。
　マラソンは疲れる…と言っていますが。

・マラソン活動は，体力の向上，体づくりに大変いいと思っています。ぜひ，続けてほしい
　と思っています。家では少食で，給食はほとんど完食のようで本当にありがたいです。

・５年より背丈も伸び食欲が旺盛です。
　バランスの良い給食（量が足りないようです。）

・外で遊ぶ子供が少なくなっていると思います。自分が子供の時と比べて，体力運動能力の
　低下をとても感じます。

・給食は全部食べたいけれど，時間が足りなくて，完食できていないようです。

・６年生となり体重が増えるので，健康な身体づくりを推進して頂きたい。
　体育時間，思いっきり走らせてほしい。

・ランニングカードは，子供達をやる気にさせるとても良いアイデアだと思いま
　す。

・５分間走ですが，毎日続けてほしいと思います。

・毎日だらだら食事をしています。何か行事がある時や好きな物が食卓に出た時しか，早く
　食べ終わる事がありません。

・体力が向上しているかは分かりませんが，マラソンチャレンジには楽しんで取り組んでい
　ました。

・夜，寝る時間が遅いせいか，朝はちょっと起きられない日が度々です。

・スポーツをしていないため，体力については自信はありませんが，生活リズム食生活につ
　いては，家族でしっかり取り組んでいると思っています。手洗いやうがいの習慣もついて
　おります。学校で行われていた！？習慣は体力つくりに良いと思います。

・今年から始まった「マラソン」は，最初のうち走りすぎてしまったけど，走り
　方のペース，バランスを学ぶことができたと思います。

【６年生】

・女子の部活については，小学校から中学校に続ける事が出来るのがバドミントンだけなの
　で，西仙北としての活躍を向上させる為にも，小－中通して続けられるような流れには出
　来ないものでしょうか。

・スポ少に入っているわけでもなかったので，休み時間のマラソンは，とても良い時間だと
　思います。

・体育等で様々な事に挑戦しているようで「今日○○できた！」と嬉しそうに報告してくれ
　ます。体力だけではなく意欲向上にもつながっていてこちらも嬉しいです。

・マラソンや，体力つくりには，工夫をして楽しんで出来る様，先生方もいろいろ考えてく
　ださり，とてもいいと思います。

・体力の向上という点で考えると，校庭でのマラソンは「マラソン大会」の時期に合わせて
　ではなく，もう少し早い時期からの開始でも良いのではないかと思います。

・バス通学のため歩く習慣がなく，体力がないなと感じる事が多々あります。
　マラソンカード等運動したくなるような取り組みを続けてほしいと思います。
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・校内マラソンや体力テスト等で，全校で同じ目標に向かって行動する（学年によっては目
　標値は異なるが）事によって「心」と「体」のバランスづくりに，つながっていると思い
　ます。

・学力は県平均よりも上だが，体力，運動面は，もっと向上させる事が必要だと思う。

・睡眠がしっかりとれていることが基本と考えています。眠ることで体力も回復し，身体の
　成長も促されるので，毎日９時間以上の睡眠はとらせたいです。

・「健やか」に育っていると思います。

・年頃になるにつれ自分の身体を気にする様になり，食事についてどれだけカロリーがある
　のか，栄養とか考えて食べる様になった。取り過ぎたと思うと運動したり，沢山野菜を取
　り食べ物に興味を持つ様になり，一緒に料理する楽しみも増えてきた。

・早寝早起きや体力の向上など，自分が気がむいた時しかやらないので，毎日の習慣に出来
　るよう，私自身も一緒にやっていきたいと思います。

・５分間走の取り組みは，走るのが苦手で嫌々なところもあったが，続ける事で体力もつき
　自信につながった面も見受けられた。

・充実した運動プログラム，運動会に始まり，全校マラソン，スキーなどを取り入れ体力つ
　くりなど健康の維持増進に優れてる。

・体力は個人差があると思います。体力づくりは，個人的には，もう少し増やしても良い基
　がします。（もっと筋肉を付けて欲しくて）家庭の取り組みも大事ですけど。

・保健だよりで学校での食育への取り組みや家庭で参考にできる情報などを伝えてくださっ
　ているので，楽しみにしております。時には時間がなくて，給食がたべられなかったとい
　うことを耳にしておりますので，残食率，対策等も知りたいです。

・健康カードがあるので，長期休みも早寝早起き，歯みがきなど意識してできている。

・夜おそくても１１時までには寝かせております。運動も時間に余裕がある時はランニング
　等しております。好き嫌いはありますが，標準の範囲の範囲かと思います。

・帰宅後すぐに学習に取りかかり，課題を集中してやるようになりました。今までは，声か
　けしなければ行動できないことが多かったですが，時間の使い方が上手になったと思いま
　す。その流れで，就寝時間になると自分から寝るようになり，朝も定時に起床し，朝食も
　必ず食べる習慣が身に付いたと思います。

・マラソンの取り組みや給食だよりなど，健康な体づくりの為のなげかけや情報発信があり
　参考にしている。

・日常生活については概ね良好であるが，体力つくりの学校の取り組みへの参加については
　消極的なようだ。体を動かしたり基本的に運動は嫌いではないはずなのだが。

・給食が美味しくて毎日楽しみにしています。

・高学年になり，生理など体の変化があり，体のしくみなど少しずつ理解していると思いま
　す。色々な感染症があり，集団生活という事で心配ですが，予防の大切さ，健康な体のあ
　りがたさを学んでほしい。

・野球を通じ身体能力の向上，精神面での強化を図っております。食事に関してもバランス
　良く，毎食毎に全ての栄養素を取り入れるよう努力しております。好き嫌いはありませ
　ん。体づくりを継続して行ってまいります。
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まなび　について

「授業が分かる」
「学習用具類の準備」
「読書活動の実践」
「基礎・基本の定着」
「家庭学習の習慣化」　　　など

【１年生】

・とても力を入れていて，宿題の答え合わせなど私達も慣れるまで少し時間がかかりまし
　た。

・自分が小学生だった頃に比べて，宿題がとても多くびっくりしました。家庭学習の習慣は
　身に付き，自分から進んで取り組んでいます。

・基礎，基本の定着化に皆さん努力されていて，とても良いと思います。これからも指導よ
　ろしくお願い致します。

・宿題がなかなか終わりません。毎日急がしていますし，私（親）の立場だと，宿題のマル
　付けが少し大変です。１年生なので回答がない，なくても解けるのでしょうけど，１年生
  だからこそ，どの程度なのかわからずくろうしてしまいます。
　（大人だったらバツだけど，１年生はこの程度でもマルして良いのかな～等）

・私の小学生時とは違い，算数の計算の仕方が違っていてびっくりでした。親も勉強しなく
　てはいけない感じに思いました。そういった中で，これからもまなびの面では，いろいろ
　と取り組んでほしいと思います。

・授業のペースについていけないところがあるが，放課後も勉強に付き合っていただき，大
　変たすかっております。

・１年生にしては家庭学習の量が多く，自分が幼いころと比べられないくらい学習していま
　すが，慣れてしまえば当たり前のように課題に向き合い，学校での取り組みの効果だと
  思っています。

・「わかる」「できる」という事が本人の自信にもつながっているように思います。特に算
　数の計算については，さくらんぼ計算のように子供にも分かりやすいやり方で楽しんで取
　り組む事ができています。

・学校報で事前に学習で必要なもの等を書いてくださっているので助かります。
　授業の様子も分かりやすく書かれているので安心できます。

・宿題，ひとり勉強は，児童クラブに行ってやってくるので，家で宿題やったかを聞くこと
　は無いです。たし算ひき算の始まった時は，苦手と言っていましたが，今はコツをつかん
　だようで，すらすら解いています。漢字も「漢検やりたい」と自分から進んで挑戦する気
　持ちになってくれています。

・全ての科目に楽しんで取り組んでいます。特に算数は先生に教えてもらったことをいか
　し，頑張っています。１番好きな科目とあげています。嫌がらず取り組んでいるのは，こ
　ちらもとても嬉しいです。

・自分の考えや思いをしっかり伝えられるようになってくれればと考えていますが，なかな
　か間違うことを恐れてか，積極的に自分の考えや思いを伝えることができていないのでは
　ないかと少し不安に感じています。これから徐々に進歩してくれればと。

・家庭学習の量と本人のやる気が伴っていなく，見直し後のやり直しをさせるのがとても大
　変。ひとりで宿題をしてきた時も丁寧に書くことを身に付けさせたい。計算テスト，漢字
　テストの時は，勉強させているがその時だけで，身に付いていないこともあるのが課題で
　す。

・学校での授業，基礎等，家庭学習の定着が１学年の頃にしっかり身に付けさせていけるよ
　うに家でも頑張らせていきたいと思っています。
　（授業内容等は，とても丁寧なので，これからもお願いします。）

・基礎基本の定着が今後の学習につながると思います。この部分を丁寧に指導していただい
　ていると思います。
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・家庭学習の量は，私達大人が小さい頃よりも正直とても多く感じるし，丸付けも大変です
　が，今後の事を考えると，子供にとって必要な力や習慣が身に付いていくのだろうと思う
　ので，子供と一緒に頑張っていこうと思います。

・翌日の準備は最近ようやく自分でできるようになってきました。勉強は，気分次第なとこ
　ろがあり，自分から進んでやる日と，泣きながら嫌々やる日の差が激しいです。それでも
  金曜日に帰って来ると「後になればやりたくなるから先にやる。」と自分で決めて取り組
　んでいます。少しずつでもいいので，必ず毎日に家庭学習ができるよう習慣化できればと
　思います。読書は，全くしないので，本にも少しずつ慣れて言って欲しいです。

・今は，漢字の読み書きに必死です。みんなが順調に覚えられるわけではないと思うので，
　学校でも覚えて帰ってこれるくらいになってもらえれば，家でも嫌がらずにやってくれる
　と思うのですが…

・学習の理解度に合わせて，授業を進めてもらっています。ノート学習も始まって，少しず
　つですが家庭学習も定着しつつあるように感じています。

・宿題の時は，自分からテレビを消してやってくれています。

・先生方の熱心な指導には感謝しています。授業参観の時に見ていて，２年生でも自分の意
　見をしっかり発表できていたり，他の人と自分の意見を比べて違うところ，同じところに
　ついて話せていて，驚きました。他の人の話をしっかり聞いていないとできない事だし，
　毎日の授業の習慣として定着していて，素晴らしい事だなと思いました。

・授業参観でかけ算の授業でしたが，基礎の計算から考える問題までやっていてビンゴのか
　け算では，子供達が皆，楽しそうにしていて素晴らしいと思いました。

・２年生で勉強するかけ算。ただかけ算カードを使って思えるのではなく，家と学校の２段
　階でシールをもらう事を目指してがんばったので，スムーズに覚える事ができたかなとお
　もいます。

・つまずいている初期の段階で言ってもらえると，対応できると思います。面談など文章で
　言ってもらえれば対策します。

・自宅に帰ってくるとすぐに，宿題に取り組んでいるので助かっています。家庭学習も定着
　してきていると思います。

・勉強に対してはとても意欲的です。宿題も学童で終わらせてくるので，助かっています。

・家でも根気よく教えているつもりではありますが，自分が学校に通っていた頃とはだいぶ
　勉強の教え方が変化したようなので，度々苦戦する事もあります。

・毎日の宿題の他にも，家庭学習は習慣化しているので，学校での指導はすごいなと思って
　います。

・帰宅すると，家庭学習をしなくてはいけない！という習慣がいつの間にか身に付いていま
　す。非常に嬉しいです。

【２年生】

・家庭学習について少し宿題の量が多いと思う。また○つけなど，親の負担も少し考えても
　らいたい。

・授業は今のところついていってるようで，読書が好きなので，今まで色んな事を吸収して
　ほしいと思います。家庭学習はどうしても言わないとやってくれないので，徐々に習慣付
　いてくれればと。もう少し危機感が持てればいいんですけど。

・少しでも，本（教科書以外の）に触れる機会が増えると良いと思います。
　家庭での努力が必要と感じています。
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・学習用具は１ヶ月位前にわかる準備も助かります。放課後の勉強のある日は，宿題を頑
　張ってやってくれるので，本人も自信がもてるようです。

・徐々に分からない事やつまずく事が増えてきています。家でも教えてはいますが，本人が
　分かるように（出来るように）なるまで，数日間かかる事もあります。家庭学習は，やる
　のが当たり前になっているので，声をかけなくても進んでやっています。

・家での勉強、宿題は，とても時間がかかるのが気がかり。

・やっと慣れてきた勉強でしたが，１年生の時と担任がかわってしまい，新しい先生の指導
　に慣れるまで大変だったように思いました。

・基礎，基本を分かるまで勉強する。

・タイム計る等の高度な家庭学習は、１人でできないため，大人が必ず立ち会わなければな
　りません。家庭学習の丸付け等，親の仕事の都合で難しい場合があること，ご理解願いま
　す。

・毎日の宿題は，帰宅するとすぐにやれているようで安心しています。プリントなどの間違
　いも学校できちんと教えてくれていますので，理解もでき身に付いているようで安心して
　います。

・毎日の一人勉強のおかげもあり，勉強する習慣が身に付いた事をとてもうれしく思いま
　す。最初の頃は，とても細かい字の直しに驚きましたが，続けているうちにとてもキレイ
　な字になりました。本当にありがとうございます。

・学習用具類の準備について，本人任せにしてしまっているため，忘れ物があったことなど
　後から知ることが多く反省しています。確実に準備できるよう，見届けはもちろんです
　が，本人が確実にできる手立てを考えていきたいと思っています。

・小学校で学ぶ知識があれば生きていけるというのが，我が家の家訓です。
　そのためには，先生の話を良く聞き家庭学習の大切さを言い聞かせています。

・なかなか家庭学習に取り組んでくれずに，苦労しています。（弟のほう）

・家庭学習については１年生の時から，友達と遊ぶ前に宿題をやることが習慣化しており，
　時間配分を自分で決め取り組んでいます。

・家庭学習の習慣化ができませんでした。平日は学童でやりまして，親が見ながらするのは
　週末の土日でした。短い時間でも，毎日見られるように努力したいと思っています。

・間違えた漢字を何度もできるまでやり直せる事は，しっかり覚えるので良いと思います。
　親が言ってまちがいを正しても聞かない事があるので，先生からも一押ししていただける
　と，意欲がわき覚えると思います。

・上の子を見ていたので学習姿勢は早くに身に付いたと思っています。一人勉強と時間割を
　みながら，翌日の準備は進んで早めに済ませます。授業も楽しいようで，やり残しないよ
　うに頑張っているようです。分かりやすく教えて頂いているおかげと感じています。

・図書館に連れて行くと，結構まじめに本を選んでいたりするので，公民館などに行った時
　は，時間があれば図書コーナーに寄らせている。活字を見せて想像力を働かせることが大
　事だと思う。

【３年生】

・基本的に本人に声かけし任せています。確認して褒める時と，注意する時と，毎日親が
　やっている姿を見られないこともあるので，その分しっかり声をかけるように見ているこ
　とを伝えています。

19



・家庭学習の宿題がいつも同じような感じですが，あきないように，何か新しいのがあれば
　楽しくできるんじゃないかなと…

・テスト（特に全校テスト）の間違い直しは，できればみんなでやってほしい。採点ミスが
　あったので，すぐに先生に言えず，その後，連絡帳にも書いたが，ただ青丸で点数もその
　ままでした。何のテストでもいいのですが，テスト配布後答え合わせをしてもらえるよう
　お願いします。子供もまちがって，そのままになってしまうので。

・自分から進んで学習に取り組んでほしいです。

・家庭学習の取り組みは，毎日頑張っているのは良いと思います。

・授業でわからに所は，父さんに聞いたりしています。応用が全然できていなくて心配で
　す。

【４年生】

・本人の意思にまかせ，強制はさせません。しかし，勉強時間は勉強に集中するよう声をか
　けています。

・家庭学習では，テスト前には強化期間を設けるなど，低学年のうちからしっかりと学習の
　大切さというものを身につける事ができていると思います。また，それが子供達へも自然
　と習慣づいているので，とても良い取り組みだと思います。

・先日の授業参観の時，算数の授業でしたが１つの問題を解くのに，皆で意見交換をしたり
　１人１人がしっかり考えられるように工夫されていて素晴らしいなと思いました。家庭学
　習に関しては，まだ親が丸付けをしていますが，今後もしっかり見ていけたらと思ってい
　ます。

・基本的な計算や暗記，漢字の読み書きなどはできていますが，応用問題，文章問題が苦手
　で，納得するまでかなり時間がかかってしまいます。基本はできているので，もう少し柔
　軟に考えられるようになってもらいたいです。家庭ではしっかり机に向かってテレビも消
　して勉強しているので，それなりに集中力をもって取り組んでいます。読書は，図書館に
　は結構通っていますので，読書が大好きな妹にも感化されて，読むようになって大変に良
　かったと思います。

・家庭学習では，一人勉強のノートを丁寧に見てもらい，ありがたいです。

・予習復習をしっかりすること。自分で考え，小さな目標，大きな目標でも実現させるため
　にも目標に向かって進んでほしいと思っています。

・自分から進んでやらない。忘れ物をする。

・宿題，明日の準備をもう少しスムーズにやってもらいたいです。

・学校での授業，家での家庭学習頑張っているようでいいと思います。

・勉強で分からない所や聞きたい所があっても，なかなか聞きにくい雰囲気があるような話
　を聞いた事があります。

・一人勉強ノートの他に，感じ練習ノートで漢字の取り組みを行うようになってから，テス
　トでも結果がついてくるようになったと思います。子供達は大変そうですが，とても良い
　学習方法だと思います。

・全校テストに追われ，家庭学習の内容が乏しくなってしまいがちです。しまいには，解き
　方を理解しないまま答えを暗記しており，身に付いていないのではと思う事もしばしばで
　す。

・週末は，日曜日の夜にまとめてやってしまっていましたが，急いでやるため，時も汚くと
　りあえず出来ればいいという感じで，全く「学習」にはなっていませんでしたので，なる
　べく，その日の分はその日にと，やらせるようにしています。
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・興味がないと勉強はしません。「やれ」と言われた事はしますが，学力の定着に結びつい
　てないと我が子を見て思います。彼女は勉強が得意でないのです。しかし，先生との約束
　である宿題は必ずやること，テストに向けての勉強はすることといった「やるべきことを
　やり，約束を守る」は怠らず，家庭でも指導して参ります。

・病気などで学校を休んだりすると，授業が進んでいって勉強が分からない事があり，その
　場合は教えてほしいです。

・「家庭学習の習慣化」について，高学年になるにつれて，学校生活や先生の対応に慣れて
　きて，宿題や一人勉強等やってこなくて，注意されてる子供の話をちょくちょく聞きま
　す。小学校の基本は，本当に大事だと思います。もう少し厳しい対応をしてほしいです。

・授業のノートに白紙があるのが気になる。なぜ，あの使い方なのか？

・意欲的に勉強に取り組み，学習意欲は高いと思います。読書も好きで，進んで本を読んで
　います。学習用具の準備も入念です。

・授業の方は，もっとしっかりと勉強についていけるようにがんばってもらいたいです。

・だんだん授業が難しくなってきて，分からない所もあるようです。
・家庭学習，用具の準備は習慣づいている。
・学校図書館から借りた本をほぼ毎日読んでいる。

・家庭学習を見てやれない時，先生からコメントをいただいて，とても助かります。子供○
　印だけの「見ました」よりはＯＫ！とかイラストなどがあるとやる気もだします。

・読書というよりは，漫画に夢中になっている現状です。どうにか活字の楽しみを与えたい
　と考えているのですが。

・学習まつりについて・・・　下校時刻を過ぎても，授業をしていて，放課後の予定（習い
　事など）に支障がでるので，時間通りにおこなってほしい。

・家庭学習は，毎日やるようになりましたが，親か○付けする時、答えが分からない時があ
　り，困る時があります。

・楽しく授業を受けていると思います。授業が楽しくなければ勉強を好きになれないと思い
　ます．

・秋田県が全国テスト上位であるせいか，学校でも力が入っている。
　ある時、テストで子供が「１００点取らなくてごめんなさい」と涙ぐんで謝ってきまし
　た。家では「合格できるように頑張れ」と応援しているので，１００点，１００点と子供
　にプレッシャーを与えないでもらいたいです。

・宿題は，自ら進んでしてくれるので助かってます。学年があがるごとに難しくなってるよ
　うで本にも大変そうです。

・家庭学習の習慣化は見事に身に付いていると思う。もっと学校通信で，家庭学習の良い例
　を紹介してもらいたいと思う．

・「読書活動実践」について，自宅ではほとんど読書していないので，学校で沢山読書して
　ほしい。

・家庭学習の習慣化は，完全に身に付いてきていると思います。

・毎日一人勉強を頑張っているが，ノートの使い方を工夫してほしい。
　休日はなかなか音読しようとしない。

・毎日の一人勉強が大事だと思います。

・理科の先生がきてくれたことで，理科に興味をもてた。

・学校の準備は，一人できちんと出来ていると思います。
　土日のスポ少のスケジュールがハードな時は，勉強と両立が大変そうな時があります。
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・とてもきれいで見やすいノードだと思いますが、空白部分が多く感じます。
　できれば問題など出していただいて，有効に使ってほしいと思います。

・学習まつりなどで学ぶ機会があり，大変良い取り組みだと思います。先生方はお忙しいと
　思いますが…。全校テストもぜひ続けて頂きたいです。計算と漢字を分けて実施する方法
  になり，良かったと思います。

・授業内容が分からず困った事はないようですが，家庭学習の一人勉強の内容がワンパター
　ンで，プリント等の課題の方が内容も豊富で，授業で学んだ事の応用が含まれていて良い
　と思います。内容が豊富で工夫した一人勉強ができていないような気がします。

・「一人勉強」は，しっかりと習慣化につながっていて，大変良い取り組みだと思います。

・授業が分かりやすいと言ってます。図書室からもたくさん本を借りてきてるので，読書の
　楽しさを知る事ができたと思います。

・「学び合い」ということで，友達同士で話し合ったりする場面がありますが，あのガヤガ
　ヤした中で考えるのは，私が子供だったら嫌だなと，以前より思っていました。

【５年生】

・授業の復習の仕方ができないのか，分からないのかうまくできないでいる事がありまし
　た。基礎基本の定着として，復習していくことも一人勉強ノートの習慣化の中に取り入れ
　ていけるように，確認してあげるように務めていきたいと思います。

・授業が分かりやすいと言っているのでいいと思います。

・今年の春から学童に行かず家で一人勉強をすることになり，宿題をしなければいけない。
　自分で考えて一人勉強をしなければいけないなど、本人もいろいろ自分で考えているよう
　です。評価は，テストで出るので頑張ってほしいです。

・「授業についていけていない，みんなに遅れを取っている気がする」と時々，不安を口に
　することがあります。理解度を確認しながら，授業を進めていただけると助かります。

・家庭学習，だいぶ言わなくてもやる様になりましたが，時々まとめて行う時があります。

・例えば，今日やった授業の復習をするために，プリント等あれば良いと思いました。分か
　らないまま進んでも…と思います。

・授業が分かるかと聞くと「微妙」との事でした。テストやプリントなどの分からない所は
　「聞いてきなさい」と言ってますが，聞き方も分からず言えずにいるようです。分からな
　い時に一緒に考えたりしますが，その時に，教科書を見ても，使っていないから分からな
　いと…。もっとノートをしっかりまとめるように教えてもらいたいです。

・授業は，先生方のおかげで今のところついていっていると思います。家庭学習の習慣も付
　き，帰ってくればすぐやっています。読書がなかなか出来ていないです。
・低学年の学習用具（牛乳パックや小さい箱）の連絡を，もう少し早く教えてもらえると助
　かります。

・学校の学習や休み時間に，本に触れる機会が多いようなので，とても本好きな子に育って
　くれてうれしいです。

・５年生になって急に家庭学習の時間が増えました。ただ時間やページを稼ぐための勉強で
　なく，ちゃんと理解して楽しく勉強してほしいのですが，今は友達との約束を断って，勉
　強している時もあり，勉強する事は悪いこではないですが，もう少し上手に時間を使って
　勉強も遊びもできたらいいと思うのですが。
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・ほとんどの先生の授業は分かりやすいと言っていますが，一人だけ授業の進め方が分かり
　づらく，改善してほしい先生がいるそうです。その教科は嫌いではないけれど，先生が嫌
　いだと度々聞きます。他の児童も言っているようです。後々その教科が苦手にならなけれ
　ば良いのですが。（母も経験があるので）

・分かりやすい授業，考える力を身に付ける。

・算数などは難しくなってきてなかなかうまく教える事が出来なくなってきているので，先
　生方の話しをしっかり聞いて理解してきてほしいです。

・家庭学習は，やるべきものという意識で，進んでやっています。

・読書活動は，普段マンガを読む方が多いので，活字の良さを知ってもらいたい意味でとて
　も期待しています。家庭学習では，早めに取りかかるように声かけしていますが，後回し
　になっている現状で，何か打開策を！と思っています。

・先生が時々，忙しいこともあるようで，質問しづらいようですが，そこは友達に聞いた
　り，カバーしているようです。宿題でいっぱいで，前より読書しなくなりました。

・「学習まつり」がとても良いと思います。

・学び合いは，子供達にとって学力向上につながるとても良い事だと思います。

・分かりやすい授業で，宿題も基本基礎をしっかり学んでるので，スラスラとけるようで
　す。

・基礎基本を丁寧に時間をかけて，教えてくれているように感じます。

・学習状況調査のための学習期間と時間が長いと思います。徒歩のため帰宅時間が５時近く
　になります。今年は雪乃降り始めが早かったのもありますが，暗くなってから雪道の中，
　帰るのは心配です。

・１年生の通信（こだま）で，学習内容やノートの使い方が分かりやすく説明されている。
　初めての小学校生活で子供も親も不安だが，保護者へのお願いもあり，学校と一緒にがん
　ばっていこうという気持ちになっている。

・授業にはついていけていると思います。どんなに疲れていても，家庭学習はしなくてはい
　けないと思っているので，内容はどうであれがんばっていると私は評価しています。授業
　中の発表については，本人は満足しているとは思っています。

・家庭学習の習慣化は，毎日宿題や一人勉強をやっていますが，たぶんこれって「やらされ
　てる」感が強いと思います。きっと，これがなかったらやらないはず…。今度「やりたい
　人だけ，勉強してくる週」とかつくってみては？きっとやってこない子供もいるのでは。
　私の娘も…。

・少しずつ発言の機会も増えているようで，以前より少しずつではありますが，自信がつい
　てきてるようです。家庭学習の時間もしっかり取り組んでいますがもう少し増やしても良
　いと考えています。用具や持ち物の準備は，一人でしっかり行うことができております。

・５年生の「家庭学習」としては，時間も内容も不足気味ではあるが，「授業」に関しては
　理解していないことが多いように思っています。交流の時間ではサポートをさりげなくい
　ただいているようでありがたく思っています。

【６年生】

・家庭学習で，これまで習ったことをくり返し復習することは大事。ただ，時々先生の気分
　次第で宿題の量が増やされたりする事があるというのはどうかと思う。

・一人勉強ノートは，先生のコメントをいただくことにより，本人がやる気を出す時もある
　ので，続けてほしいです。
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・学習祭は，少し期間が長いような気がします。家庭でもできるように工夫してもらいた
　い。

・「学習祭」で放課後，直前２週間の指導は長すぎるかと思います。中学生との結果が離れ
　てしまい，正確な状況がつかめないと思います。卒業生のデーター（状況）は参考にして
　いるのでしょうか。中学校と共同で対応するべき課題かと思います。

・まっちゃんノートに書いてあるお友達の勉強を見てとても参考になりました。
　お互い学び合い良い影響を与え合っていると思います。

・家庭学習の習慣が身に付いている。時間割を毎日そろえて持って行く。
　なくなりそうなノートは，なくなると教えてくれる。

・宿題はしますが，集中してする事が少ないです。
　家で読書する所は，見る事がありません。

・点数の良い人からの順に答案を返します，などと宣言してからプリント、テストを返すの
　はやめてほしいと思います。

・家庭学習をいつも丁寧に見ていただいてありがたいです。

・一人勉強ノートは，大変良い学習方法だと思います。低学年の頃からやっているので，家
　庭学習の習慣がきちんと身に付いています。

・授業では，グループ別や友達間で自由に相談しながら学習させ，楽しみながら勉強の基礎
　を定着させている事は良いと思います。

・家庭学習の習慣化はとても良く実施されていて，その成果が学力の向上、全国トップレベ
　ルにつながっていると思う。

・家庭学習は，とても良いのですが，全校テストの週に入ると，それだけに集中してしまう
　所があります。

・他県に比べ家庭学習が，かなり身に付いていると思います。学び合いの気持ちで，分から
　ない所は，友達や先生に気軽に聞ける様な環境に，もう少し力を入れていただければと思
　います。

・わからないところがあると，先生に聞いたり友達同士で教え合ったりしていると聞き、環
　境の良い学校だと思います。

・秋田県が全校学力テストの上位に毎年登場できるのは，先生方の努力の結果だと思いま
　す。さらに，子供達の「がんばろう」という前向きな姿勢が，先輩から後輩へと続いてい
　ることが素晴らしいです。

・娘の学年は，１年生の頃から家庭学習のノートがありましたので，ほとんどの子供達が習
　慣化していると思います。その年度によって，１年生の時はない学年もあったようなの
　で，開始時期はどうであれやはり１年生のうちから少しずつでも続けさせる事が大事では
　ないかと思います。

・家庭学習をしっかり見届けてあげることが難しく，日々反省している。習慣化していける
　よう生活リズムを整えたいと思っているが，仕事や家事が忙しく，分かっていてもできず
　落ち込む毎日である。

・基礎ができていれば，小学生の勉強としては十分と考えます。身に付ける意味で家庭学習
　は有効ですが，子供はなかなか理解してくれず悩むところです。

・楽しんで授業を受けていることが伺われます。１年生の時からの家庭学習が，習慣化して
　います。

・授業や宿題で分からない所があるとそのままにせず，分かるまで調べたり考えたり，それ
　でも分からなければ友達に聞いて理解する姿勢が見られる。テスト前の勉強や毎日の家庭
　学習にも丁寧に時間をかけて，頑張っている姿がすごいと思う。それがきちんと結果に出
　ている。このまま続けてほしいと思う。

・校外授業は，子供に良い刺激になると思うので続けてほしい。

・全校テストが２回に分けられたことで，勉強もひとつの教科に集中することができている
　ようです。
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・授業の内容については，理解度も充分だと，授業への興味もあり，先生の授業運営が本人
　にあっているのだと思う。しかし，周りからの刺激で，知的好奇心が刺激される機会は
　減っているように思う。

・勉強が（学校の）楽しいと思っているようです。

・自分から進んで学ぶという気持ちが強い。（当たり前になっている）１年生からの一人勉
　強の積み重ねの結果だと思う。苦手な課題と得意な課題のやる気度に差がありますが…。
　分かった時の表情を見ると，学校での学び合いの授業スタイルが身に付いていると感じま
　す。

・勉強に関しては，自分が苦手な分野にあたると，イライラしたり，泣きが入る事がありま
　す。落ち着いてゆっくり考える事を提案すると，自分なりに理解し考えている姿が見える
　様になってきました。

・各テスト前には，その範囲を熱心に学習しています。先生から“今回頑張ったな”などの
　声かけがあり，そのことが学習意欲の向上につながっていると感じます。頑張るっていい
　ことだな！と思う気持ちが出てきたと思います。

・宿題を出されたから仕方なく勉強しているように感じるので，勉強の大切さや楽しく出来
　るよう家でも工夫していきたいと思います。

・宿題，自学は習慣化している。先生からの自学ノートコメントは励みになる。

・色々な学習用具を使い，授業が分かりやすく納得いくまで教えてくれる。

・今年に入り，良く頑張っていると感じます。分かりやすく教えていただいているのかなと
　思います。

・子供ですから，分からない所があって当然。先生方の授業の組み立て，工夫などの努力で
　理解できたり，子供達同士の学び合いなど学習の仕方が素晴らしいと感じております。

・目標を持って家庭学習が出来ている。（全校テスト等）

・学力については，心配しておりません。自発的に宿題等やっております。
　読書に関しては，積極的に働きかけておりますが，もっと興味を持って楽しんで読んでく
　れればと思っております。

・まなび通信を通して学習に対する目標，取り組んでいることが分かりやすい。
　家庭学習，全校テストによって基本的な習慣が身に付いていくよう，親としても頑張ろう
　と思う。
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・最近は，先生の態度や対応が非常にシビアな社会になっているので，色んな面でご迷惑やご負担を
　おかけすると思うんですが，子供が家に帰って「学校楽しかったよ」と言ってくれるのが１番だと
　感じてるので，子供の選択肢を広げられる教育をしてほしいです。今後も宜しくお願いします。

・外遊びをする時，おうちでも帽子をかぶる習慣が付いたので良かったです。
　地域の催し物に出演る時は，お知らせ（告知）があるとありがたいです。見て（参観・観覧）みた
　かったなど，かけはしを読んだ後思うことがあります。

★　その他（自由記述）

【２年生】

【１年生】

・安全に配慮していただき，ありがとうございます。

・毎日の学校生活が楽しいと言っています。勉強面でも先生の分かりやすい授業のおかげで，基礎か
　らしっかり学べていると思います。子供が楽しいと思いながら学習をすると，次のステップにつな
　がると思いますし，吸収も早いと思います。引き続きご指導の方宜しくお願いします。

・いつもお世話になっております。子供は，集中力があまりなく，人の事や周囲の事があまり見え
　ていない事が多く，先生にはご難儀をおかけしております。特に夏休みにはバス下校の際に，大
　変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。今後，ひとりで１年生がバスを降りる際は，上
　級生がつきそうなどして頂けると良いのかなとも思いました。もしくは，一度乗ったら降りない
　ようにするなど。今後も宜しくお願いします。

・とても快適な小学校生活を送れている様に思います。特に担任の先生にはお世話になっておりま
　す。どんな小さな事でも，相談，質問をすると，丁寧にお返事をくださり，本当に有り難く思って
　おります。素晴らしい先生に恵まれたなと。今後とも宜しくお願い致します。

「基本的な生活習慣の様子」「安全確保・安全教育・防災教育への取組」
「特色ある教育活動」「保護者や地域との連携」
「不登校・いじめ・問題行動等への対応」「校舎・校地・施設・設備の管理と活用」
　　　　　　　　　　　　　　　                                 などについて

・先生方のご指導や支援のおかげで最近は泣かずに自分で少しずつ出来るようになりました。今後と
　も宜しくお願いします。

・学校外の様々な方と関わる機会をたくさん設けてもらえていると思います。

・登校班の事です。一緒に行く兄弟の子ですが，雨が降っていても傘も持っていなくて，お母さんの
　方で声を掛けても無いと言ったりします。集合場所に保護者の方も来ないので，どう対応したらい
　いのか分からなくて困っています。

・出来れば，トイレを洋式にするか増やして欲しいです。

・いつも，お世話になっております。小学校に入学してからもうすぐ１年になろうとしていますが，
　毎日楽しく学校生活を送っている様子を見て，嬉しく思っております。先生達のご指導のおかげで
　勉強も一生懸命取り組んでいる様子でとても有り難く思っています。これからも，宜しくお願いし
　ます。

・ささいな言葉のいじめはやめた方が良い。

・正解はなく，難しい問題だと思います。何かを決めつけられ，判断されると，ずっとそれに振り回
　され悩む事になります。話し合いや，接する機会を持ち、理解する事が大事だともいます。人を育
　てる事を優先で，地域に根付いている教育をお願いします。
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【４年生】

・刈和野以外の地域との連携が弱いように感じます。大綱引きだけでなく，他の地域の行事にも，
　子供達が参加してくれるような機会をもう少し与えてくだされば幸いです。

・子供が大変お世話になっております。ありがとうございます。二人とも他のお友達とは違った環境
　になっていて，正直　親の私もどうしたら良いのか分かりませんでした。ですが，息子は毎朝、同
　じ時間に起きリズムを乱さず登校し遊び学び、楽しかったと帰ってくる毎日を自分で続けていま
　す。生活リズムがもう身に付き，責任をもって行動できる子に育っているようです。学校に行きた
　くないとも，一度も言いません。先生方はじめ，学校の皆様，お友達にとても支えて頂いていると
　日々思っています。言葉では，お伝え出来ないほど感謝しております。どうもありがとうございま
　す。

・まだまだ自己主張が強すぎる面があります。それも個性だとポジティブな思いもある反面，学校生
　活での協調性，協力性，マナー，ルールを，先生方や保護者の方々のお力を借りて，その成長を見
　守っていきたいと思います。

・「強首白菜を食べようの会」など，地元ならではの食育が出来る事が素晴らしい事だと思います。

・鳥井野のバスを降りる場所なんですが，道路をわたらないといけなくて，少し不安です。

・連絡をしても，うまく伝わっていないことが何回かありましたので，確認を徹底していただけると
　助かります。（連絡帳に印がないこともありました）
　　＊面談の時間　＊下校手段の変更２回

・指導ありがとうございます。毎日，宿題が多いような気はしますが，なかなかすぐに取り組む事が
　できない日もあり，親子共に夜の１１時過ぎになる事もあります。土日となると，毎日，何度も勉
　強してというのが続きます。丸付けも自信があれば丸できますが，自信のない丸もあるので，よく
　見て直していただければと思います。

・ある学年でいじめ問題があると聞きます。すべてが学校側の責任ではないと思います。きちんと保
　護者に説明すべきだと思います。勉強も大事ですが，親としては，一番心配するのはそういった問
　題だと思います。

・車で学校に迎えに行く時は，他の子供さんに気を付けてスピードを出さないようにしています。た
　まに，危険な運転をする方がいるようなので，全体で「気を付けるよう励行してくだされば幸いで
　す。

・トイレを全て洋式トイレにしてほしいです。学校行事等で使わせて頂く時も，汚れている事も多く
　とても衛生面で心配になります。洋式の方がお掃除もしやすいと思います。

・いじめをしていたり，不適切な行動をしている場合には，ちょっとした小さなことでも親に知らせ
　てほしいと思います。本人は，何とも思わず言葉にしたり行動したりしていることが，相手の人を
　傷つけてしまっているのでは…と思ったりします。（家庭において，弟への態度があまりに自己中
　心的すぎる場面が多いため，学校でもありそうだなあと心配しています。）

・子供が不調続いた時，先生が親身になって面談してくだり，連絡帳でも何度も情報交換し，おかげ
　さまで元気に登校できるようになりました。校長先生にもお声をかけて頂き，嬉しかったです。

・スキー場が近くにないので，雪山を滑られるように除雪してその高くなったところで練習できたら
　楽しそうだと思います。

・２年生のトイレが少し小さいようです。掃除はちゃんとやっているのにトイレ汚れが気になるよう
　です。

【３年生】
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【５年生】

・子供達が，色々な事に興味を持って取り組んでいるので，とてもいいと思う。

・同じクラスの男の子の事が気になります。子供も気にしてます。
　この前は，ノートを使い切ったようで使っていたページを消して使っていたと言っていました。
　心配しているようです。

・病気で休んだ子供に対して「休みすぎだ」と言う教師の心ない一言を，子供に対して言うのをやめ
　てもらいたいです。あくまでも様子を見ての判断であって子供が行きたくないと駄駄をこねて休ん
　でるわけじゃありません。何か思う事があるなら直接保護者にお願いします。子供が先生の機嫌を
　伺いながら学校に通わなきゃいけないのは，おかしいのではないでしょうか。

・いじめ問題について
　今は，傷つける側も傷つけられる側も，何をするか分からない時代となりました。親には言わない
　言えない子供が多いので，いじめにあっているのかさえ分からない。“いじめ”というのも，どこ
　からどの程度までがそう言えるのか。暴力は，もちろん言葉の暴力もあります。学校（先生方）で
　は解決したと思っていても，再度起こる事は，「解決した」とは言えないと思います。子供が話さ
　ない限り，学校で何が起きているのかは，親には分かりません。私の場合、子供の異変に気づき学
　校へ相談できました。しかし，今回が初めてではない。と聞かされた時は，ショックでした。今
　は，明るく元気に登校しているので，安心して贈り出しています。ただ，あの時気付くことができ
　なくて，その状態がまだ続いていたかもしれないと思うと，ぞっとします。どの時代もどの学校も
　“いじめ問題”はこれから先も課題となると思います。

・いつも学習，生活面での指導に対して，ありがたく思っています。難しくなる勉強へも諦めずに取
　り組む姿勢は、先生方の日頃の学校教育の方向性が，子供達の学ぶという頑張りにつながっている
　からだと思っています。分からない問題等があるのに，「先生へ聞く」ということがうまくきけな
　いでいました。子供達が先生に聞けるような時間の確保はあるかと思いますが，子供が言えるよう
　な（聞けるような）体制または質問コーナーのような気軽に話せることができる時間があったらと
　思います。

・緊急時（災害時）等の引き渡し訓練は実施しないのでしょうか？大雨，地震,熊の出没の際,どうな
　るのか心配です。

・最近，自己中心的な人が多く見られます。そんな中でも，ボランティア活動などにも積極的に取り
　組む人達も増えたようにも感じています。世の中，誰でも豊かに生活できる社会であれば，不登校
　やいじめもなくなるのではと思いました。一人一人が助け合い，励まし合いながら安心して生活で
　きる社会を作っていければと思います。

・食育について→うちでは基本ご飯を残すのは禁止です。担任の先生もそのように指導してくださり
　ありがたいです。肉などを調理したり食べたりする時「豚肉のどこの部分を使う」「この魚は腹か
　ら内臓を出す」等見せながらおこないます。キノコの名前を当てたり材料に何が使われているかク
　イズも出します。学校でも「命」食べて自分は生きているという食育を希望します。「命」ってと
　ても大事なのです。子供達にはそれをわかってほしいです。自分は誰かの大事な人なんだと思え
　ば，人を傷つけたり，悪い行いをしたりしない人間に育つと思います。家族に感謝をしながら自分
　を大事に，優しく素直な子供に育ってほしいです。
　いじめ問題が小学校であるのは，いつの時代も避けられないことかもしれません。親も教師も「い
　じめを許さない」という姿勢はとても大事です。しかし，「いじめなどせず，みんなで仲良くする
　毎日はすごく楽しい！！」という事を教えてほしいです。つまらないとか悲しいと思わず，毎日が
　楽しくなるような明るい学校運営を期待しております。親としてできることは何でもします。
　いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

・夏になると，．ＰＭ６：００頃に正面の通気口（２年生教室前）からコウモリがたくさん飛び出し
　てきて気持ち悪いし，不衛生に感じました。
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・意識調査の記述内容が分かりにくく，具体的に答えられる設問であると答えやすい。

・学年通信には，スクールバスの学校発の時間しか書いてありませんが，中学校に寄る寄らないでバ
　スの到着時間が変わるので，困った事が数回ありました。我が家は１０月後半から冬季時間バスに
　なるまでは１６時４０分初のバスの日は，毎日迎えに行きます。（人通りの少ない地域なので）夏

・学校報，学年通信で学校の様子を知る事ができていいです。
　学習発表会で，台から落ちたお子さんがいましたが，毎年怖そうだなと感じていました。人数が多
　く，見やすいようにという配慮でしょうが，安全面を第一にしてほしいです。

・このアンケート用紙を書くにあたって，具体的にこんな取り組みしているという例があればよいと
　感じた。ほけんだよりで，メディア，朝食など，生活習慣についての話題があり，子供達にとって
　も親にとっても生活習慣を見直すきっかけとなったと思う。
　５年部のいじめの説明会があった時は，心配していたが，元気に過ごしているようで…

・この回答事態「無記名」ではダメなのでしょうか。校長，担任、色々，要望はありますが，ここで
　言ってしまったら，子供への悪影響が絶対にあると思うので言えません。子供にも「先生も十人十
　色，嫌な子供もいれば好きな子供もいる」としつこく言っていますが，なのに先生達は“えこひい
　きするよ”と発言が多々あるということは，少なくともそう感じさせる大人に問題があると考えま
　す。

・先生方のご指導のおかげで，楽しく学校生活が送られているようで，安心しています。
　ありがとうございます。

・自然探検科学クラブで，須田先生に実験や授業を教えて頂きましたが，貴重な体験をすることがで
　き，西仙北小学校はすごいなあと思いました。２月の南極の昭和基地からの授業も楽しみにしてい
　ると思います。

・記名式では，書けない事もあります。封筒を封できないのも困る場合あると思います。

・集団登校の件で，いろいろと言われているようですが，どこの家庭もお互い様だと思います。○○
　君だけしか時間に出ていないとか言っても，その子がボールで遊んでいて遅くなったりする時もあ

・いじめ等を迅速に対応して頂いたと思います。子供がどの程度理解しているのか分からないので，
　何かあれば家でも話すことが出来るので，教えてもらえればと思います。（教えれる範囲で）

・夏休み前に保護者面談がありますが，冬休み前にも希望者のみ面談を実施するのは難しいでしょう
　か。他の複数の学校は実施していると聞きましたので，前期と後期の子供の学校内での様子は変わ
　る事が多い気がします。年度の後半にも，気軽に相談や，ちょっと気になる程度のお話など…　不
　安の解消や解決につながるような場があったらいいなと思います。

・宿題，一人勉強で分からない事があると聞いてくれます。でも私達が子供の時学んだものとかなり
　違う所が多々あり、答えられない時「担任の先生に聞いてみなさいと」と言うと，返事がありませ
　ん。聞けないというより聞きにくいそうです。なぜ？と聞くと得意の涙。どうしたら良いのかわか
　りませんが，親が口を出しても…と思っています。勇気がないだけ…かもしれませんし。
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・お世話になっております。夏休みの「クリーンアップ」についてですが，熊の出没が考えられる場
　所は，外してもよいのではと思います。（うちの地区でいうと“三本杉”など安全面を考えると不
　安があります。また，町内事に場所の指定をするのであれば，学年やその場所までの距離等も考慮
　するべきではないかと思います。親も一緒に参加できれば安全面の不安等も少しはなくなるかとは
　思いますが，平日の朝は時間的に難しいかと思いますので，改善していただければ助かります。宜
　しくお願い致します。

・先生方には，温かく丁寧にご指導いただきありがとうございます。

・ＰＴＡ授業参観してみて学級全体が明るく，お互い相談しあっている様子が見られて，とても安心
　しました。
・今年は大仙地区、特にこの西仙地区は自信や水害等に見舞われ，大変怖い思いをした年でした。改
　めて，防災に対しての意識を高めるとともに，子供達にも「もしものために自分の身を守ること」
　を家庭もしくは学校教育において，教えていかなければならいと思いました。

【６年生】

・問題行動では，学校から厳しい対応をしていただきたい。

・いつも色々とご難儀をかけております。様々な地域の特性が混ざった学校ですのでご迷惑をかけて
　いるかと思います。今後とも，宜しくお願いします。

・学校帰りが薄暗くなり，変質者など気を付けています。
　英語やパソコンは，必須になります。どの様な取り組みですか？家ではできないので，どの様なも
　のかと思っています。

・いつもお世話になっております。最高学年，そして身体も心も思春期になり，大人の階段をしっか
　り上っている今日この頃。その子供が思うことも，悩む事もしっかり言葉に出し，大人に伝える事

・まだ５年生のいじめって全面解決ではないのでしょうか？娘の話だと欠席することもあるとか…
　（いじめられていた子供）　まだ登校しにくい状態なのでしょうか。

・最近、西仙北小の活動がテレビで放送されるなど，地域の方たちの目にとまることはいいと思いま
　す。活気が伝わってきて，良かったです。

・朝は集団登校ですが，帰りは時間がばらばらの為，ほとんどが少人数，または一人で帰宅していま
　す。できるだけ集団で下校できる様な環境を作っていただきたいです。

・学校での一日の様子を聞くようにしています。自分の都合の良いようにしか話さない所もあるかと
　思います。今まで学校を嫌がらず通う事が出来た事に感謝します。

・学校内のトイレの老朽化が気になります。

・他の小学校と違って，いじめの話しを聞かない学校で，先生方の指導が良いのだと思っています。

・学習まつりについてですが，学校全体で意欲的に学習に取り組むというのは，とっても素晴らしい
　事だと思います。子供達もこの期間，いつも以上に意欲的に勉強を頑張っていました。しかし，終
　了時間が学年によって違ったようで，できるだけ車で迎えに行くようにはしていましたが，どうし
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・「いじめ」と「いじわる」の違いやとらえ方の違いで，加害者にも被害者にもなることを難しいと
　感じる。どこまでが悪ふざけで，どこまでがやり過ぎとなるのかのラインは人によって違うので，
　様々な人との関わりの中で，感じて学んでいかなくては思うが，親の目の行き届かないところでの
・統合してはじめての入学生として６年間を過ごして思うのは，年々開校時の思い保護者も児童も先
　生方もがうすれていっている様に感じる事です。特色のある教育活動「学び合い」も定着したとい
　うよりは，取り組みがステレオ化し希薄してきているイメージです。全てに於いて，開校時は全て
　の人が新しい学校が良い方にむかえるように興味関心をもっていたと思いますし，学校へ関わって
　いる中で，強く感じられていたことでしたが，この頃は安定してきたのか，学校規模も大きくなり
　（特に学区が広く），全てを把握できたという諦めなのか，自分の子供に直接関係ないところでは
　無関心でいることが多くなったように思います。中学も完全に持ち上がりで，いい意味での刺激が
　少なく感じています。

・小学校のうちはテストの点数は，あまり気にしなくても良いと思いますので，学テの前にたくさん
　過去問をさせたりする必要ないと思います。
・私が子供の頃と比べて宿題が多く，子供の自由な時間が少ないのが気になります。
・チョコレートは必要ないと思います。

・たまにではありますが，友達に嫌いな事を言われた等，耳にすることがありました。ひょんなきっ
　かけからイジメにつながったりはしないかと，心配になる事がありますが，親，先生に正直に話す
　ようにとは行っておりますので，何かありましたら，適切な指導で対応していただけら思っており
　ます。

・回答者氏名や児童名を書く欄があると回答しづらいと思います。
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