1. 担任への感謝
（1）いつも子供達のためにありがとうございま
す。感謝申し上げます。
（2）先生，いつもご指導ありがとうございます。

しています。
（8）いつも学校が楽しいようです。給食もすご
くおいしい様子です。運動会ものびのびしてい

（16）幼稚園の子のお迎えで，小学生にすれ違う
とときどき挨拶してくれるのですごいなと思
いました。

て練習からわくわく楽しみにしていました。い
つも本当にありがとうございます。

2. 運動会について 1 高評価

先生に言われている事は家等でも守り，本人も

（9）担任の先生が熱心で，クラス便りで様子が

しっかりしようとしているところが見られ，家

良くわかります。クラス等で何かあると連絡も

（1）運動会はとても良かったです。6 月にしろ 9

族としてもまさえ先生が担任の先生でよかっ

あり安心です。学校生活を楽しみながら遅れて

月にしろ沖縄は暑いので，11 月ごろなど涼し

たと思っています。勉強以外の決まりや物事に

います。

くなって開催してくれるとありがたいです。

取り組む姿勢も前よりもとても成長したと感
じています。今後もご指導よろしくお願いしま
す。

（10）いつもありがとございます。これからもよ
ろしくお願いします。

（2）短期間であれだけの演技を仕上げた先生方
と子どもたち，とてもすばらしかったです。暑

（11）毎日楽しく過ごしています。先生方の協力

さ慣れしていないときに幼稚園生と低学年に

（3）先生方の一生懸命さに感謝です。

や毎日の指導があってのことと思います。あり

は相当きつかったと思います。来年も 6 月の予

（4）担任の先生の温かい学級通信がすばらしく，

がとうございます。これからもよろしくお願い

定でしょうか。9 月にできませんか。

日頃の学校の様子がよくわかります。いつもあ
りがとうございます。
（5）昨年にひきつづき学校が楽しいといってい
ます。学校だよりや学級だより，じじんメール
等学校の様子が伝わってくるので安心です。
（6）いつも子供達の為に色々な事を指導しても
らいありがとうございます。5 年になり，更に

します。
（12）毎日，学校に楽しく通わせて頂き，笑顔で

本当にありがとうございました。赤組白組の歌

りがとうございます。

は一生懸命さに感動しました。

（13）毎日楽しく学校に通っています。幸枝先生
や他の先生方にも感謝です。

なり，積極的になってきたように思います。こ

ありがとうございます。

毎日楽しそうに学校に行っているのでほっと

（4）PTCA 役員のおかげで，スムーズな進行で
すばらしかった。

（14）担任先生が子どもの様子をよく把握して言
葉かけをしてくださり，いつも感謝しています。

（7）手のかかる子ですがよろしくお願いします。

子どもたちが良い演技をしていたと思います。

学校での出来事を話す顔に喜びを感じます。あ

苦手な事や他の事も意識して取り組むように
れからも宜しくお願いします。

（3）運動会，とても暑い中，先生方のおかげで

（15）クラス担任は授業の工夫をいろいろして，

3. 運動会について 2 改善願い
①時期について

楽しく学べるように考えてくださり，嬉しく感

（1）運動会は 2 学期に戻してほしい。

じます。クラス便りもすごく良いです。

（2）運動会が 6 月というのは早いような気がし

た。かなり暑かったのでもう尐し涼しくなって

間もプールと練習でとてもきついといってい

くれました。今は，自分の子以外は応援せず，

からでもいいのでは。

ました。

スポーツコートで弁当を食べる。すごく残念で

（3）1 学期は行事が多く，余裕がないような感じ

（11）運動会が 6 月にあり，プールの授業，運動

がしました。暑さもあるため運動会は 2 学期で

会練習とハードで，体調を崩す子が多いように

（5）運動会はとても物足りなく感じました。早

も良いかと思います。

感じ心配でした。3 学期にゆとりを・・学力向

くした理由もわからず，練習期間も短く，中途

上も大切ですが，子供たちが日々時間に追われ

半端な内容で，わざわざ 6 月に開催しなくても

て尐しかわいそうに思います。

良いのでは。

（4）運動会 6 月は厳しい。子どもたちも，観る
方もきつかった。プール学習と運動会練習と部
活が重なる日はとっても疲れているようでし
た。
（5）6 月の運動会はあまりいい時期とは思えない。
（6）運動会は 11 月くらいの涼しい時期がよかっ
たです。

す。

（12）運動会の開催時期は 6 月では暑すぎて熱中

（6）運動会は短期間で詰め込んでの本番だった

症等体調面がひじょうに気になりました。元に

ように思えました。授業時数の関係で余裕がな

戻せませんか。

いように感じます。場所とりで開門前に並んで

②内容・運営等について

いましたが，すでに良い場所が取られていたの

（1）行事も通して学ぶこともあります。
（運動会，

は残念でした。

（7）子どもたちも見る側もきつかった。学力向

学習発表会など）学力向上もわかりますが，子

上のためとは聞きましたが，楽しいことがある

どもの健やかな成長を考えての計画を第一に

からクラスの協調性 Up したり，がんばれるの

していただきたいです。

（7）運動会の時に身体障害者，妊婦，老人の方
の車を校内に停められるようにして下さい。
（8）運動会の体育館前のスロープに場所取りを

ではないでしょうか。次年度の運動会の時期を

（2）行事等が前半に固まっていて忙しそうです。

している方がいて，車椅子，杖，ベビーカーが

検討していただきたいと心から願います。

（3）運動会や学習発表会があるのはとてもいい

困っていた。個人のモラルの問題ですが，来年

（8）運動会は秋空の下が，夏休み明けの団結力

ことだと思います。短時間の中でやるのではな

も上がるのでは。6 月は熱中症等心配です。

く，1 年にひとつのイベントで，心に残るよう

（9）6 月の運動会は時期的にずらして欲しいと痛

なものになったら，もっと良いのかなと思いま

イデアが尐ない。体育指導の成果（バトンパス）

す。

が見られない。個人のチームへの参加，貢献，

感です。ばたばたと倒れる児童に胸が痛いです。

は表示して下さい。
（9）運動会のプログラムに変化がなく工夫やア

プールの授業も重なり子どもの体力的負担が

（4）毎年，運動会には不満があります。観覧席･

充実感が薄いように思う。

大変です。大人の都合で無理に 6 月に組まない

シルバーシート席など設置のあり方に不満で

（10）運動会の種目の中に学年代表や親･担任も

で欲しいです！！！頼みます！！

す。私達の時代は運動場のまわりに敷物を敷い

交えてのリレー等があったらもっと盛り上が

（10）運動会がとても暑くて，祖父母が帰ってし

て 1 年生から 6 年生の競技を応援してくれま

ると思いました。

まいました。涼しいときが良いです。1 日 3 時

した。お弁当もそこで食べて最後まで楽しんで

4.

環境について

（2）辞書引き続けて欲しいです。
（無理のない程
度に・・・）

ない問題を出しているみたいです。わからない
子達を教えるのいいと思いますが，テストの範

（1）中原小学校は他校の保護者にうらやましが

（3）毎日，学校で起こった事，先生とのやり取

られるきれいな学校らしいので，環境美化に取

りなど自分から話してくれますが，学習の仕方

（6）がんばりノート，今年度は担任の先生が臨

り組んでいつまでも自慢できる中原小学校で

やがんばりノートの書き方で毎日注意されて

機応変にして下さっているので良いです。休日

あってほしいものです。

いると。本人は他の子と比べて自分のどこが悪

はこれまで 6 ページでしたが 4 ページに減ら

いのか理解できなくて，毎日悩んでいる様子で

しました。家族の負担が減って助かります。

（2）体育館トイレの汚さに驚きました。PTA 総
会の直後でしたが，大人が汚したのでしょうか。

囲はちゃんと教えて欲しいです。

す。私は「今五年生で厳しい先生だと六年生に

（7）家庭学習ノートで勉強意欲を発揮させよう

（4）トイレのスリッパがならばられていなく，

なったとき頑張ってよかった」とフォローして

とする事はわかるが，何かやればいい，終わら

自分から進んで並べられる指導をお願いしま

いますが，毎日宿題におわれ頑張っている姿を

せればいい的な感じがします。方向性をつけて

す。

見ていますが「また明日もやり直しさせられる

ください。

（5）学校のトイレを使用するたびに思います。

んだ」と落ち込みながら鉛筆を走らせてる姿に

（8）中学受験の子は，宿題調整可能でしょうか。

生徒に掃除をさせているとは思いますが，1 日

心が痛く感じます。先生のやりかたは，ベテラ

（9）宿題については，去年よりラクになり，子

1 回でも業者等，大人が仕上げをできないでし

ンですし間違っているとは思いませんが，本人

どもたちも自分の時間が作れていてよいと思

ょうか。我が子が不衛生なトイレを使用してい

が納得するようなアドバイス，注意，フォロー

います。

るのかと思うと・・・。

をできるだけして頂けると助かります。今の努

（6）夏でもトイレが温座になっていて不快です。
トイレは贅沢な気がしますが，現代では普通に

てもらいサポートしていきたいと思っている

なりつつあるのかな。

のでよろしくお願いします。

（7）階段･トイレの清掃が不十分に思う。

5.

力が自分の未来につながるんだと本人に思っ

学習指導・家庭学習について

（1）先日の外部講師による「辞書引き学習法」
はとても勉強になりました。また，こういう機
会を設けてほしい。

（4）学力向上のためには予習よりも復習が有効

（10）学習の理解があまりできていないようなの
で（特に算数）指導をお願いします。
（11）宿題が多いように思います。身に付くより，
こなすが主になり・・・。学習への意欲も去年
より低下しています。

だと思います。予習はまだ習っていないところ

（12）学力向上の取組みに力を入れているようだ

を自己流で（親が勝手な解釈や正しくない教え

が親へ可視化されていない。結果が不明。学力

方）行ったり，わからずに解けずに，集中力を

向上といっても中学受験に積極的でない。何の

なくしてしまし，時間の無駄になっていること

ための学力向上か疑問。

が良くあります。
（5）授業の進み具合が遅く，テストで習ってい

（13）宿題の量が多いため，勉強するのが最近イ
ヤになっているように見えます。適度に考えて

欲しいです。クラスで差があるのでは。

6.

情報発信（学級だより・連絡帳・公文・HP 等）

（1）学校 HP をもっと充実させてほしい。

7.

その他

（1）おたよりにいじめが数件あると書かれてい
ましたが，どのような対応をしているのでしょ
うか。

です。
（7）一人ひとりがのびのびと輝ける場所であっ
て欲しい。
（8）休みがとり辛くなり，子の様子は見たいが
なかなか参観できません。申し訳なく思います。

（2）連絡帳がありとても助かっています。先生

（2）七分丈のズボンを認めてほしい。学校の指

いつもありがとうございます。

と話す機会がないので，担任の先生の対応に感

定する丈のものを探すのが難しい。結局短い半

（9）今年度は参観日はとても尐なく感じます。

謝しています。他の学年もあってほしいです。

ズボンになっている。性犯罪が多発している中，

（10）子ども達が楽しみにしている修学旅行。民

（3）個人面談の日程のお手紙早く下さい。

子どもの安全を守る為に七分丈までは認めて

泊ではなく従来の形にできませんか。学年みん

（4）夏休みの三者面談の日程と公文の配布時期

ほしい。髙江洲中校区での話し合いに提案して

なで一緒のホテルに泊まって一緒にいろいろ

をもう尐し職員で調整して欲しい。兄弟で公文

いただきたい。（事件に巻き込まれてからの対

な活動をしてこそ絆が深まると思います。（民

を持ってきた日が違い，弟が持ってきた日には

策では意味がありません。
）

泊でも得るものはあるとは思いますが，ばらば

兄の返答締切日で調整不能でした。子どもは夏
休みですが親は仕事で調整が難しいのです。

（3）授業参観での道徳はやめてほしい。算数や
国語などの学校での教え方を知りたい。

らな活動では・・・）
（11）図書館をもっと活用させてほしい。他のク

（5）1 年生の時のように連絡ノートがほしい。担

（4）プールの授業が連続する時期があり，水着

ラスが使用するときは入室できない。バーコー

任の先生となかなか会えないし話し合いがで

の洗濯･乾燥に苦労しました。
（雨の多い時期だ

ドを上に向けていないと長蛇の最後に並び直

きないので。

ったので）もう尐し間を開けてもらえると大変

させる。司書の先生に事細かに注意される。司

助かります。

書不在のときは利用できない。ストレスフルな

（6）可能であるならば，学級だよりを増やして
欲しいです。学校での様子を知りたいです。

（5）不審者への指導を強化して欲しいです。（N

感じがします。自由に集い居心地のいい場所に

（7）公文が多く，時期が早すぎる。内容をもっ

さんが）怖いというわが子。泣いて帰ってくる

してほしいです。楽しい場所には入りたくなる

とわかりやすく。（給食費全額納付のお願い。

日もあります。又，お金をあげているというう

し本に興味を持つようになるのでは思います。

漢字検定のお知らせ等）

わさも耳にします。下校時の対策をお願いしま

（8）じんじんメールが届きません。登録したの
に間違っているのかな。

す。

（12）放課後は，図書館や運動場等もっと自由に
遊べるようにしてほしい。

（6）部活の拘束時間が長い。7 時 30 分ごろ帰宅

（13）2 学期の始業式はこれからも 9 月 1 日にし

して，疲れて会話も尐なく，宿題をこなすのが

て下さい。給食もなく，お盆に入ると夜遅くな

精一杯です。小学生には体力的にかなりきつい

り，ご飯を作って仕事にでるなど，大変です。

