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平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度 後 期後 期後 期後 期

太田南小学校の教育についての太田南小学校の教育についての太田南小学校の教育についての太田南小学校の教育についての
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平成２８年度 後期 太田南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

３ 調査時期

平成２８年１２月～平成２９年１月

４ 回収された調査用紙と回収率

保護者７３名（７３．０％）

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

大仙市立太田南小学校大仙市立太田南小学校大仙市立太田南小学校大仙市立太田南小学校



平成２８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児童と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２８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。

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。

今回のアンケート結果を参考に、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、このアンケート集計結果は、太田南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）

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度 学校教育に関する意識調査【１２月】【１２月】【１２月】【１２月】 大仙市立太田南小学校

回答者氏名回答者氏名回答者氏名回答者氏名 （（（（ 児童名児童名児童名児童名 ，，，， 年年年年 ））））

◇ この調査は、今年度本校の１２月までの学校運営や教育活動に対する保護者の皆様の意識を調◇ この調査は、今年度本校の１２月までの学校運営や教育活動に対する保護者の皆様の意識を調◇ この調査は、今年度本校の１２月までの学校運営や教育活動に対する保護者の皆様の意識を調◇ この調査は、今年度本校の１２月までの学校運営や教育活動に対する保護者の皆様の意識を調
査し、学校運営等の改善に生かすために行います。査し、学校運営等の改善に生かすために行います。査し、学校運営等の改善に生かすために行います。査し、学校運営等の改善に生かすために行います。

◇ 後期は◇ 後期は◇ 後期は◇ 後期は、、、、「こころ「こころ「こころ「こころ」」」」「からだ「からだ「からだ「からだ」」」」「まなび「まなび「まなび「まなび」」」」「その他」について、記述式で回答をお願いしたいと思「その他」について、記述式で回答をお願いしたいと思「その他」について、記述式で回答をお願いしたいと思「その他」について、記述式で回答をお願いしたいと思
います。空欄があってもかまいません。います。空欄があってもかまいません。います。空欄があってもかまいません。います。空欄があってもかまいません。

◇ データは統計的に処理され、個人名が公表されることはありません。◇ データは統計的に処理され、個人名が公表されることはありません。◇ データは統計的に処理され、個人名が公表されることはありません。◇ データは統計的に処理され、個人名が公表されることはありません。
◇ １２月２２日（木）まで、返信用封筒に入れて学校にお届けください。◇ １２月２２日（木）まで、返信用封筒に入れて学校にお届けください。◇ １２月２２日（木）まで、返信用封筒に入れて学校にお届けください。◇ １２月２２日（木）まで、返信用封筒に入れて学校にお届けください。
◇ お子さんが二人以上在籍の場合は、一番上のお子さんを念頭に１部の回答で結構です。◇ お子さんが二人以上在籍の場合は、一番上のお子さんを念頭に１部の回答で結構です。◇ お子さんが二人以上在籍の場合は、一番上のお子さんを念頭に１部の回答で結構です。◇ お子さんが二人以上在籍の場合は、一番上のお子さんを念頭に１部の回答で結構です。

こころ（思いやり）こころ（思いやり）こころ（思いやり）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

からだからだからだからだ 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

まなびまなびまなびまなび 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

★★★★その他（自由記述）その他（自由記述）その他（自由記述）その他（自由記述） ご意見要望等がありましたら、簡潔にお願いいたします。ご意見要望等がありましたら、簡潔にお願いいたします。ご意見要望等がありましたら、簡潔にお願いいたします。ご意見要望等がありましたら、簡潔にお願いいたします。

「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
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平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度 学校教育に関する意識調査【12月～1月】【12月～1月】【12月～1月】【12月～1月】大仙市立太田南小学校

こころ（思いやり）こころ（思いやり）こころ（思いやり）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

◎登下校時、いつも皆さん元気良くあいさつをしてくれるので、こちらが元気をもらっている。（１年母）

◎家庭でも思いやりある行動や発言が垣間見え、非常に嬉しく思う。１年から６年の縦割りで活動する時間の中で、

子どもなりに年齢の上下にあった発言や行動が身についてきているのだと思う。（１年父）

◎常に「相手を思いやる事」と言っているが、相手を思いやる事をしているのか分からないところもあるが、児童

クラブで友達のケンカを仲裁したという話を聞いた時は、本人よりも親の方が驚いた。自分から目上の人にあい

さつをしている姿を見た時は成長を感じた。（１年母）

◎学校で「ふわふわ言葉」「ちくちく言葉」の事を学び、相手を思いやる気持ちが小学校に行くようになって少しず

つ身についてきたように思う。（１年母）

◎あいさつなどはとてもよく指導されていると思う。優しい言葉遣いは家庭環境で個人差があると思う。それに伴

い、親、先生の目の届かない所では、相手を思いやる言動ができていない子どもがやや多いかもしれない。（１年

母）

◎親しみをもってのことであれば良いのですが、話し方によって受ける側で嫌な思い（怖い思い）をすることもあ

るのかなと感じた事がある。同級生より言われた言葉が気になっていたこともあったようだったが、担任の先生

がその場ですぐ対応してくれたようで安心した。（２年母）

◎あいさつは大きな声でできるようになった。（２年母）

◎この頃とても良い返事をする。あいさつはあまり良くないけれど、命の大切さ、思いやりはあると思う。（３年母）

◎あいさつがきちんとできるようになったように思う。優しい言葉遣いはできている時とできていない時の差が大

きいが、この部分は家庭環境も大きいと思っている。気をつけたいと思っている。（３年父）

◎家でもあいさつはとても良くできていると思う。学校でもできている事で家庭でも自然にできているのだと感じ

る。言葉遣いについては、時々暴力的な言葉を発することがあり、注意している。弟もマネして使ってしまった

りするので注意していきたい。（３年母）

◎学校でのチクチク言葉を便りで知ってから、家でもキツイ言葉を使ったときに注意して「それ、チクチクだよ」

と言うようになり、子どもも気にして言葉遣いを直すようになった。（５年母）

◎相手を思いやる気持ちはとても良い。言葉遣いは「あれ？」と思う事もある。（５年母）

◎思いやりの心は十分にあるが、時々、テレビ等の影響か、優しくない言葉が出てビックリする。（５年母）

◎新しい１年生をお世話する機会があった。教えながら優しく支える事を、もう一度改めて実感できた日となった

ようだ。これから最高学年となるにあたり、相手の事を考え、その心を声（言葉）にする時、ふわふわ言葉を忘

れないように接してほしいと思う。（５年母）

◎他の学年の子と仲良くしている様子が見えて嬉しく思った。（５年母）

◎学校からのお便りも”思いやり””あいさつの励行””優しい言葉遣い”など記されているので、家での教育もしっ

かりしていきたいと思った。これからもよろしくお願いしたい。（５年母）

◎どの学年も自分より下の学年に優しいと思う。休み時間なども下の学年の子と遊んだり、ふれあいがあって良い

と思う。（５年母）

◎あいさつをするとちゃんと返してくれるところがすごく良いと思う。（６年母）

◎良くやっていると思う。（６年父）

◎困っている友だちに「自分ができる事を手伝ったよ」と話したり、１年生のお世話等を通じて、思いやりの心が

育ってきていると感じた。はずかしがらず、自分からあいさつしてもらいたい。（６年母）

○あいさつの大切さを毎日伝えているが、はずかしくて、なかなか自分から言えないようなので、気持ちのいいあ

いさつができるように、声かけをしていきたい。（１年母）

○たまにチクチク言葉が出てくる時があり、そのたびに注意している。まだ、言葉をオブラートに包んで話すのは

難しい年ではあるが、少しずつ思いやりのある言葉で友達と接していけたらいいなと思っている。（１年父）

○１年生については、お友だちが困っていたりできないことを男女問わず手伝ってあげていると聞いている。また、

クラス参観などを見ていても、荷物の準備・片付け等を手伝ってあげる姿が見られ嬉しく思う。自分の子には言

葉遣いが気になる事が多い。（１年母）

○家の中でも乱暴な言葉(ちくちく言葉)は使わないよう、心がけた。できるだけふわふわ言葉を選び、使って、相

手を思いやる気持ちを大切にさせた。あいさつ面では先のアンケートでも書いた通り、集団登校へ集まった子ど

もからの進んだあいさつがみられなく残念である。（１年母）

○「あいさつ」はどのような場面でも、元気に大きな声でできることを願っている。（２年父）

○心の優しい子どもたちなのだが、言葉一つでキズついたりすることがあり大人たちも気をつけなければと思う。（３

年父）

○あいさつについては、相手からされると元気に返せるようになったが、まだ、自分から声をかける勇気がないよ

うである。（３年母）

○これから先、相手の立場に立って行動できるようになってもらえればと思う。（３年母）
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こころ（思いやり）こころ（思いやり）こころ（思いやり）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

○（○○くん、○○ちゃん）に○○されたとは話してくれても、自分がしたことは話さないんだとつくづく思った。

思いやりの心と、優しい言葉を身につけてほしい。（４年母）

○学校が楽しいと思える環境づくりを、今後も継続していってほしいと思う。（５年母）

○クラスで名前に「さん」をつけて呼ぶ取り組みがなされていて、とても良いと思う。自分の子を見ると言葉遣い

が気になる。家庭での注意は聞き入れてもらえないような感じである。（５年母）

○相手を思いやる心や行動については個人差もあると思うが、是非力を入れてほしいと思う。（５年母）

○最近親も含め自己中心的な考えばかりを主張する人が多くなってきているのではないかと感じている。相手の立

場になって物事を考える大人になってもらいたいし、そのように育ってほしい。（６年母）

○学校の中だけではなく、外でも大きな声であいさつできるようにがんばらせたい。（６年父）

○６年生になり、家でも姉二人に対して一歩引いているのがとても分かる。そのままだとストレスになるので、仕

事が休みの時は、男同士ケンカしたり、遊んだり、子どもの話は聞くように努力している。（６年父）

△朝玄関まで子どもと一緒に行く事が多いが、子どもの口から「おはようございます。」のあいさつが聞こえない。

特に男の子である。こちらからあいさつしても返事がないときがある。（１年母）

△あいさつがはきはきと明るく相手を見てできていないと思うことが多い。消しゴムやえんぴつなど友達から借り

ても無くしたりする人がいたり、雑にあつかわれたりする事がある。（２年母）

△時々言葉遣いが悪いので注意しますが、なかなか直らない。相手を思いやる気持ち、友だちも家族にも、同じよ

うに優しくできるようになれば嬉しい。うちの子は少し言い過ぎてしまう所があると思うので、言葉を考えなが

ら優しい言葉でみんなと仲良く過ごしていけたらいいと思う。（３年母）

△他学年は分かりませんが、４年生はあまり良い状態とはいえないかと思う。男女問わず思いやりのないような状

況を娘から聞いている。先生もその点関心が無いのかと思ってしまう。（４年母）

△児童同士の会話を聞いていると言葉遣いがとても気になる。私は他県から来たので方言かな？と思うところもあ

るが、明らかに思いやりのない言葉を話している場面を見かける（聞く）。大人や年上を敬う気持ちが足りないか

な？とも思う。（４年母）

△言葉遣い・あいさつに関して家でも心掛けているが、なかなかあいさつの習慣が身につかず、また、最近言葉遣

いが悪くなってきたように感じている。（４年母）

△なかなか行動をうまくコントロールできない時があるように思う。（４年母）

△「あいさつ」については、やる子、やらない子がはっきりしており、近くにいても知らないふりをする子もいる。

学校で様々なことをしていていい印象を持っているのにとても残念に思う。時折学校に行く機会があるが、言葉

遣いについても、言い方についても「えっ！」と思う事がよくある。友だちを罵倒し落ち込んでいても更にたた

きのめす言葉が見られる事もあった。とても残念である。（４年母）

△先生方の生徒に対する思いやりが少し足りないと感じる時がある。子どもの立場になって考えてほしい時もある。

子どもたちのあいさつを指摘する前に、先生達（大人）ができていないと思うことがある。（４年父）

△言葉遣いが少々乱暴な時がある。家でもその都度注意をするようにしてはいるが、クラスでの流行や口癖になっ

てしまっている所もあるようだ。（５年母）

△言葉が強い(きつい)のが気になる。家でも相手の事を考えて話しているが、なかなか直せないでいる。以前より

あいさつが元気ないように思う。（５年母）

△学校が上になるにつれて、友達への思いやりはできてきていると思う。ただ、あいさつは学年によってなのか、

自分から進んでやれる子どもたちがすごく少ないと感じている。言葉遣いは女子でも汚い言葉を使っていたり（一

部ではあるが１・４年で）すると、聞いてビックリするしガッカリもする。（６年母）

△内心は思っていたり、分かっていても、その時々の場面により乱暴な言葉を発する事が多いように思う。（６年母）
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からだからだからだからだ 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

◎学校に行くようになってから、早寝早起きができるようになった。学校生活でのマラソンにも意欲的に取り組ん

でいるようで、体力向上にもつながって、いい体験をさせていただいていると思う。（１年母）

◎ノーメディアデーはなかなか難しく、全てノーディアというのを実行するのは大変だったが、おかげで本を読む

事、目を休める事、早く眠る事ができ、良かったと思う。（１年母）

◎マラソンやランニングなど体力の向上への取り組みはすばらしいと思う。少子化で子どもが少なくなっているが、

グループやチームで行うスポーツといった、協調性を養う運動もがんばってほしいと思う。（１年母）

◎グランド周回数の目標を決め、自主的に走る取り組みはよいと思う。体力向上につながるのはもちろんのこと、
自主的に取り組む中で向上心や競争心も芽生え、マイナスになる事は一つもない取り組みだと思う。今後も続け

ていただきたい。（１年父）

◎「グランド何周走ったよ！」と楽しく校内マラソンに取り組んでいるようで嬉しく思う。来年も続けてもらいた
い。（１年母）

◎なべっこなどを通じて、野菜を食べられるようになったことを喜んでいる。（２年母）

◎昨年より体力がついてきて、体調を崩す事が少なくなった。学校での体力づくりが健康な身体をつくっているの

だと感謝している。（２年母）

◎グランドランニングは目標を持ちながら、楽しんで体力が向上できる取り組みだと思った。体力がつき、あまり

身体をこわさなくなった。早寝早起きも以前よりは良くなったように思う。（３年父）

◎体を動かすことは得意なようで、学校・スポ少でも積極的に取り組んでいるようだ、前までは朝ご飯は『ごはん

にふりかけ』『おにぎり』とごはんものだけだったが、本人から「みそ汁、おかずも」と言われ、それからは毎日

バランスよく食べるようになった。学校で調査みたいなのがあったようで、良いきっかけとなった。（３年母）

◎去年もあったが、グランドを走る取り組みがすばらしいと思う。娘は苦手なのか、今年は終わり頃名前が載って

きたが、他の子どもたちの活動も見られるので「あかまつ」を楽しんで拝見している。（４年母）

◎うちはおかげ様で好き嫌いがあまりないため、風邪もほとんどひくことなく過ごせている。食育も大切な教育の

一つなので、学校で調理実習や栄養指導など続けていただきたいと思う（現在も行ってくださっているようなの

で）。遠方の児童は送り迎えも仕方ないと思うが、なるべく歩いた方が体に良いと思う。（４年母）

◎クラス全員が給食を完食できたら記念日(?)やどんな物を残したなど細かくチェックしてくれるおかげで、嫌いな
食べ物も食べられるようになった。（４年母）

◎走るのが苦手でもグランドランニングはみんなで走るので、楽しく取り組めたようだ。体力向上につながってく
れればと思う。（４年父）

◎苦手な料理も少しは食べるようになった。（４年母）
◎体力の向上等については、様々な取り組みがなされていて、いつも感心すると同時にありがたく思っている。沢
山のいい面があり、家でも取り入れようと思う事がある。今後もぜひ続けていただきたい。（４年母）

◎”食育への取り組み”として授業で実際に田んぼへ行ったり、家庭科でも充実した勉強をしたりしてとても良い

事だと思った。（５年母）

◎休み時間にマラソンをして頑張っていると思う。（５年母）

◎家庭科で、ごはんを炊いたりお味噌汁を作った事で、食に関しての意識に少しずつ変化が見えてきた。体力向上

のためのグランド走も、なかなか体を動かしたくない子なので、こういった取り組みは大変有り難いと思ってい

る。今後も是非継続していただきたい。（５年母）

◎休み時間など教室にいる時がないほど元気に遊べてるようで良いと思う。（５年母）

◎食育への取り組みは実践も交えて勉強しているのでとても楽しく身についていると思う。引き続きよろしくお願

いしたい。（５年母）

◎ＪＡあぐりスクールを通して楽しみながら様々な体験ができ、自分で手をかける事によって「愛おしさ」を覚え

たようで、食への関心がぐんと高まったようだ。何事も愛情は大切である。（５年母）

◎学校で作ってきた料理等を楽しそうに教えてくれて、良い経験ができていると思う。（５年母）

◎グランドのランニング、楽しんでやっているようだ。続けてほしいと思う。早寝早起きは家庭で頑張らなければ

いけないところだと思う。気をつけたいと思う。（５年母）
◎地域で取れた食材を使ったり、地域の方達から教えていただいたりする食についての学習はすばらしいと思う。（６
年母）

◎体力づくりは、子どもたちは頑張ってやっていると思う。これからも無理をしない程度にやってほしい。（６年母）
◎校内でのマラソン運動、すごくいいと思う。感謝している。（６年母）
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からだからだからだからだ 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

○マラソンや行事、ランニングカードなど、体力作りはとても良いと思うが、個人差があると思うので、運動が苦

手な子があまり劣等感を感じないような配慮があればなお良いと思う。（１年母）

○家では食が細い方なので、学校の給食を残さず全部食べたという事を本人から聞くと、いつも驚いてばかりいる。
今は「魚の骨」が苦手みたいで、少しずつ苦手な食べ物も食べるようになってもらいたい。（１年母）

○「体力の向上」「健康な身体づくり」のためだけではないが、是非ともスポ少などで取り組む事も話の一つとして
していただきたい。（２年父）

○基礎体力づくり（マット、鉄棒、うんていや学校にある物）など、マラソンのみならず、色々な事に挑戦しても

らいたい。体育でも。（２年母）
○早寝早起き朝ご飯を毎日できている。外で遊ぶことがほとんどなく、家の中にいる事がほとんどである。（画面を

見るのがほとんどである）（４年母）

○家庭科で五大栄養素を勉強したようなので、毎日の食事も好き嫌い無く食べてほしい。（５年母）

○早寝早起きはとても良いと思うが、食育への取り組みでは朝ご飯はほとんど食べません。（５年母）
○まあまあ良くやっていると思う。（６年父）
○野菜嫌いなので学校の給食はほとんど残していると思う。家でも何とか食べられるように色々とやっているので
すが、多分給食は食べていないと思う。見えない部分の情報がほしい。（６年父）

△なるべく子どもの好きな物で栄養を取らせたいと思うが、偏食が激しく食べさせたいと思う物は食べず困ってい
る。日が長い時、帰るとすぐ家中を探して菓子の食べ過ぎが原因だと思う。（３年母）

△声掛けしているが、自分から進んで気をつけようとしてくれない。（４年母）
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まなびまなびまなびまなび 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

◎とても良く実践していると思う。（１年母）
◎忘れ物をしないように前の日に準備することが定着してきていると思う。一人勉強も、苦手なところや、工夫を
して頑張らせたい。（１年母）

◎一人勉強を自分なりに考えて楽しくやっているように思う。先生や校長先生からのコメントをみて、「もっとこう
しよう。」と工夫している。（１年父）

◎基礎基本の定着や習慣化は非常に重要なことだ。引き続き重視ししてご指導いただければ助かる。また、毎日の
音読の成果を発表会で全校生徒の群読として披露することはとてもよい取り組みだと思った。（１年父）

◎進級して前期は授業についていけず、家庭学習の様子を見て不安なところがあったが、担任の先生に相談し授業
中の様子を面談でも聞く事ができて、少しずつ不安も解消しつつある。今後も面談や連絡帳を通じて担任の先生
と情報交換していけるよう望んでいる。（２年母）

◎「一人勉強」はすごくいいことであり、担任や校長先生からのコメントで、子どもも自信につながっていると思
う。（２年父）

◎一人勉強は習慣づいているようで嬉しく思う。高学年になり内容の工夫も見られるようになった。（５年母）
◎毎日の宿題を見ると一人勉強の量も増え、日頃の学びの復習ができ、家庭学習が習慣化できている感じがする。
基礎や基本もしっかり学ぶことができ、定着しているように思う。（３年父）

◎昨年までは一人勉強に真面目に取り組めない日も多々あったが、今年の途中からは、学校から帰宅後すぐに取り
組むようになった。（４年母）

◎100点を取ろうと頑張ろうとする姿勢は見られる。（４年母）
◎授業はついていけてるようだ。（４年母）
◎授業や勉強については、子どもが「楽しい」「よく分かる」と話しているのを聞くとよく教えて頂いていることが

分かりる。様々な体験もさせて頂き嬉しく思う。家庭学習についても、毎日行う習慣がついている。内容や量や
時間については、これから家庭でも教えていこうと思っている。（４年母）

◎家庭学習も進んで行えるようになってきたと感じている。校長先生からの一人勉強へのコメントが良い励みになっ
ているようだ。今後ともよろしくお願いしたい。（４年父）

◎算数の授業の時先生が２人いて助けてくれるのでわかりやすいと言っていた。（５年母）
◎家庭学習はやらなければいけない事だと思い、きちんと習慣になっていると思う。（５年母）
◎家庭学習の習慣が定着するための声掛け等をしていただいたり、また、一人勉強ノートに目を通していただいた
り、毎日お忙しい中コメントまでしていただき、有り難く思っている。とても励みになるようだ。（５年母）

◎今必要な事を子ども・保護者にも気づかせ、伝えてくれる事に感謝している。授業が分かる事に繋がるように家
庭学習を見守っているところである。家庭学習の仕方についても、担任の先生、校長先生がお忙しい中目を通し
てくださってありがたく思う。これからもよろしくお願いしたい。（５年母）

◎授業が分かりやすく、積極的に発言できる授業ができていてよいと思う。（６年母）
◎今年に入り、授業が分かり易いそうだ。（６年母）。

○毎日の一人勉強が習慣化されてきているため嬉しく思う。ただ、集中力が続かない。親から言われなければ向か
わない事も多く声かけが必要だと感じている。（１年母）

○毎日宿題をやる事によって家庭学習の習慣が定着してきたように思う。ただ、授業で習った事を宿題に出されて、
本人がしっかり理解していない時があり、時々どう教えたらいいんだろうと思うときがあった。（１年母）

○毎日の宿題は体調の良し悪しによってできも様々だったが、毎日学習する事の大切さをこれからも教え、少しず
つ嫌な事という認識がなくなればいいと思う。（１年母）

○学習用具類を学校指定以外の物を持ってこさせないように購買を設けてみたり、先生を通しての販売などの対策
はできないだろうか。（１年母）

○４月から学校の宿題を見届けしていると、だいぶ基礎基本ができてきているなと感じるが、そこからの応用とな
ると苦手なところが見られ、家庭での学習につなげたいと思う。次の日の学習の準備は自分から進んで準備する
ことができ、そのまま続けばと思う。（１年母）

○毎日の家庭学習も学年が上がるにつれて、勉強時間・ページ数も増え大変なようだ。ただ、確実に力はついてい
ると思っている。分からない部分はあやふやにせず、積極的に先生に聞いて解決するようにしてほしい。（３年母）

○勉強は好きみたいでどの教科も頑張って取り組んでいるように思う。一人勉強で社会や理科もやってみればと話
すと、どう勉強していいか分からないと言って、漢字や算数をやることが多い。どちらかというと妹の方のやる
気スイッチが変わりやすく、一人勉強でつきっきりでやることが多い。（３年母）

○一人勉強は定着してきていると思うが、読書はしたりしなかったりで習慣化できるように頑張りたいと思う。（３
年父）

○家に帰ったら宿題と一人勉強、毎日いくら言っても遊びばかりだ。いやな事を先にやってから、又、前の夜に明
日の時間割と持ち物を揃える事、毎日毎日言っても直せない。先生にご迷惑かけっぱなしで申し訳ない。（３年
母）

○一人勉強については、まだまだやらされている感があるが、それで良いのだろうか？とりあえずノートを埋めれ
ば、決まったページをこなすのではなく、身になる勉強をさせたいと思う。（３年母）

○まずは興味を持たせる事が必要かなと思う。そうすれば自ら知りたいと思うかもしれない。（３年母）
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まなびまなびまなびまなび 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

○家庭学習の習慣は身について嬉しいが、問題が分からないと対処の方法が分からないのか、すぐに答えを聞こう
とする。教科書を出して１回見るよう促すのだが。先生が教科書を使っていない。教科書の問題を解くときだけ
で見るなと言うとの事。そんな訳はないだろうと思っているが、授業で教科書を使わない事はあるのだろうか。（４
年母）

○一人勉強は毎日やっているが、身につくやり方をできているのかは不安である。学習用具の準備は、前の日の夜
に済ませるように心がけている。（４年母）

○一人勉強について自分で苦手な部分が分からない（気づかない）児童もいるかと思うので、「あなたは○○を重点
的にした方がよい。」と教えてくれるといいかもしれない。どうしても偏った勉強法になってしまうと思うので。
親から言うと「学校ではやっている！」と言われてしまう。中学生の兄が居るが、小学校教育の大切さを痛感し
ている。（４年母）

○家庭学習は良いと思うが、考える力が弱く頑張ってほしい。（５年母）
○授業やテストの分からないところを、先生に聞きに行って、丁寧に教えてもらっているようだが、家の人が教え
てもあまり素直に聞けない(?)信じられない(?)みたいだ。。（５年母）

○以前、算数の授業を２クラスに分かれてやっていたが、やめてしまったのだろうか？良い取り組みだったと思う。
（５年母）

○家庭学習はなかなか自分からというのは難しいようだ。（５年母）
○休んだ間の勉強が分からなくなるそうだ。限られた時間の中とは思うが、補足をお願いしたいと思う。（５年母）
○全校テストで前もってプリントが渡り、そのままテストとしてやる事が多いが、毎回そのようにしなくてもいい
のではないかと思う。（５年母）

○一人勉強は、やっているのは目にするが、何かただページを埋めれば終わりにしか見えない。もう少し一人勉強
に対する思いを持ってもらいたい。自分で出題する一人勉強こそ！（６年父）

○一人一人がきちんと理解できるまでやって、それから次へと前に進んでいるかは解らないが、基本をきちんと覚
えてやっていけるようになってくれたらと思う。（６年母）

○まあまあ良くやっていると思う。（６年父）
○６年生になり、難しくなってきたと話すことが多くなった。一人勉強も頑張って苦手な所を克服していってもら
いたい。読書は好きで、よく本は読んでいるようで嬉しく思う。（６年母）

△漢字の書き順が間違っていると思う事が多い。（２年母）
△家庭学習を習慣とするのに苦労している。（２年母）
△一人勉強などで、漢字を書いているのを見たが、書き順や点の付け方などで少々気になることがある。（３年母）
△テレビを見ながら一人勉強することが多く、仕事のため祖母にお願いしているが、なかなか改善されず困ってい
る。兄弟の一人(４年)は、分かっているようで分かっていないことが多々あるようで不安である。（６年母）

△先日の参観日で感じたことだが、授業中子どもたちがおとなしく活発な様子が見えないと思った。一人一人が指
示されたことをやって、理解もしているようだが、子どもたちがどんどん発言し、脳をフル回転させているよう
な姿を見たかった。（６年母）
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★★★★ その他（自由記述）その他（自由記述）その他（自由記述）その他（自由記述）

「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

◎詳しく一つ一つの事は分からないが、先生にはとても良くしていただいていると思う。これからもどうぞよろしくお

願いします。（１年父）

◎学校全体で（先生方が）生徒一人一人にかかわってくださっていることが、学校行事に参加する度に感じられ、日々

感謝の気持ちでいっぱいである。担任の先生だけでなく校長先生からも家庭学習ノートを見ていただけることは、子

供だけでなく大人である私も嬉しく感じているところだ。校長先生のコメントを密かに楽しみにしている。いつもあ

りがとうございます。今後ともよろしくお願いします。（２年母）

◎先生方には大変よくしていただき、ありがとうございます。学校の方針はすばらしく思う。今まで通り○○の事よろ

しくお願いします。（３年母）

◎なにもない学校生活はないと思うが、校長先生はじめ担任の先生の対応はすばやく感謝している。ありがとうござい

ます。（３年父）

◎帰り道でクラスの子と色々あった時、すばやく対応してくれ、今ではその子たちとも仲良くなったと聞いている。学

校もとても楽しいようで感謝している。（４年母）

◎個人面談で先生と子どもの様子についてお話しでき、いつも緊張しながらも、楽しい時間を過ごさせてもらっている。

来年もお願いしたいと思う。（５年母）

◎異学年の活動の様子をお便りで見て、とても良い取り組みだと思う。（６年母）

○クラス人数が私たちの頃よりぐっと減り、より一人一人が近く関わりも多いと思う。いやな部分や苦手な部分も見え

てしまうが、良いところや相手のことを思いやり、クラス全員が支え合い、共に成長しいていけるクラスであってほ

しいと思う。６年間ずっと一緒に過ごす仲間である事を教えていきたい。（１年母）

○家の子供は、得意な事・好きな事と苦手な事・嫌な事がはっきりしている為、途中で心がくじけてしまう事が多く、

授業中は参加できなかったりすると聞く。１年生の友達から伝わってくるのは「今日、廊下にずっといたよ。」と。

本人がそうしたいと言っているのかもしれないが、廊下に一人居させておくのは少し心配な事もある。保健室でも

いいので、子供の気持ちに寄り添っていただける環境があればいいなと思う。（１年母）

○他校では校舎内に「学童」があるのに、「学童」の場が遠すぎる為にいろいろと不自由である。校区内に「学童」が

ないのは不自然な気がする。最近世間でニュースになっている登校時の事故も気がかりである。朝、歩いて登校する

事は足腰をきたえる為に大切だとは思うが、車社会となった今、登校班での登校よりもスクールバスでの登校の方が

親としては安心である。（１年母）

○何か問題行動等あったら、連絡を密にお願いしたい。（３年父）

△学校の取り組みにいつも感心しているが、学校内では色々な事がおこっているように感じる。友だちとの関係は難し

いと思うが、ある子の不登校・いじめ問題をきっかけに、子どもがふだん話していることを振り返ってみた。そして

注意して話を聞いてみた。学校内に格差が生まれ、上に立っている子の指示にそわないといじめられる、無視される。

ほとんどの子がはずされるのを毎日おびえしたがっている。そんなことが毎日おきていて、私自身子どもがいつつぶ

れてしまうか心配であり、学校側に対しても対応してくれないのかと不信感を抱いている。これからが心配である。

（４年母）

△スプラウトの活動でも先生が注意する際「○○○さん～」と言う注意をしたそうだが、同じ楽器のパートに娘の他に

も同じ名前がいる為、どちらを注意したのか分からなかったそうだ。以前私が練習を拝見した際も、注意する際「貴

方」と呼んでいらっしゃった。子どもたちはだれの事か分かっていない状態だったし、正直私もだれにいっているの

か分からなかった。あれでは注意された方も直しようがないのではと思う。せめてどの子に対してなのか明確にして

いただければと思う。

辛辣な意見ばかり並べてしまい申し訳ない。ただこれが娘を通して私が見える学校である。とても偏っている意見で

ある事をお許しいただきたい。（４年母）
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△前述だが、４年生で起きているいじめ（あくまで私個人から見てだが）に対して、我関せずというような態度を担任

の先生に感じる、娘を通しての話であり娘の主観も入っているだろうから鵜呑みにしてはいけないと思うが、他の保

護者もそう感じているようだ。（４年母）

△４年生の言葉遣いの悪さ、友達関係、態度の悪さ等で先生方がご難儀されているのを周りから聞いている。私もスク

バンやその他で感じている。やはり家庭での対応やしつけなども関係していると保護者の中でも話している（自分の

子も含め）。学年懇談でも先生がお話しされていたが学校生活は、保護者は分からないので、どんどん情報提供して

いただき、学校・家庭一丸となり改善すべきだと思う。家庭での思いやりの授業もしていただきたい。（４年母）

△いじめとは思っていないが、やはり体や顔のことを何か言われると、嫌な思いをしているようだ。周りの人にはそう

いうことを言わないように気をつけなければいけないと話している。

ここに書くことではないかもしれないが、スプラウトの活動日数を前と同じくらいにしてほしい。以前のように子ど

もたちが、自分たちで練習内容などを考えて動ける、楽しい活動の場にしてほしい。（５年母）

△うちの子は生理になっていない。そのことでいろいろと言われるようだ。生理になった子がえらく、大人なわけでは

ないので生理になっていないからと変人扱いしないでほしい。大人の人も生理になった子ばかり気にするが、なって

いない子も気にかけてほしい（女の子が特に言うようだ）。それと、胸の大きさも言われるようだ。（ブラジャーみた

いなのを胸が小さいのにしているのはおかしいとか…）（６年母）

※記述していただいた文章は、一部そのままの文面ではなく、要約させていただきましたことを
ご了承下さい。

ご協力ありがとうございました。


