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Ⅰ.連携・情報

10. 担任先生だけで全生徒をみるのは大変だと

らしいと思います。クラス便りも楽しく子供

思います。できるだけ親と連携しながら取組

たちの様子が伝わり，あたたかい便りになっ

むことを願います。参観日があることは素晴

ていて楽しみなっています。

意見・提案
1.

先生とお話したいことがあるので三者面談

らしいと思うのですが回数が多すぎると考

か保護者と先生との面談が良かったです。次
回は希望者だけでも面談の場を設けてほし
い。
（2 名）
2.

じんじんメールの活用をもっと広げてよい
かと思います。

3.

じんじんメールをもっと登録しやすいよう
にしてほしい。

4.

いじめ問題等への取り組みを多く発信する

1.

7.

2.

子が良くわかります。先生が子どもたち一人

い。（参観日に来たかどうかのチェックを止

ひとりをよく見てくれているなと，いつも感

めてほしい。
）

心します。忙しいはずなのに週 1 回の発行あ
7.

子の様子について，知らせてくれるのであり
がたいです。

学校欠席した日や，連絡があれば携帯に電話
8.

中学に姉がいますが，同じ情報でも小学校の

いただき，安心して通わせることができまし

じんじんメールの対応が早く，とても助かっ

た。感謝しています。

ています。

○○先生は心優しく温かく見守ってくれて

9.

いいなと思ったのは先生と子供の面談です。

感謝しています。何かあるとすぐ電話してく

早下校になるので親としては大変ですが，先

HP について。以前より更新しているようす

れてフォローがすごいです。愛情をもって接

生が生徒と一対一の時間をとってもらうこ

してくれて親子とも安心しています。本当に

とで，なかなか普段伝えられない気持ちを伝

感謝しています。1 年間ありがとうございま

えられる子もいるんじゃないかなと思いま

した。

す。

ール等の閲覧もできるようになるといい。
（じんじん登録していない保護者も見られ
るように）

3.

年間行事が変更になるときは 1 ヶ月前には

です。
4.

担任の先生がクラス便りを毎月出して頂き，
学級の様子がわかりやすいです。

お知らせ下さい。仕事上変更になると参加で
きないことがあるので。

通知･お知らせなど充实してよいと思いま
す。兄弟が多いと全部目を通すことが難しい

一番気になることはいじめのこと。いじめが
あったらすべて情報を流して下さい。

9.

く，参観できません。回数を尐なくして欲し

い。TV や市役所等の HP が遅いので。
がうかがえますが，安全マップやじんじんメ

8.

クラスでの出来事が細かく書かれていて様

をいただいたり，こまめに手紙の交換をして

登下校したさい親にメールが届くようにす
台風時など休校になる場合にﾒｰﾙ連絡がほし

えます。仕事を休むことが困難なことが多

正評価

る安心ﾒｰﾙが实現できませんか。
6.

「GoGo5 組」を毎回楽しく読んでいます。

りがとうございます。

ことで抑止力になると思います。
（2 名）
5.

6.

5.

担任の気くばり，授業の工夫などとても素晴
2

弟みんなが頭痛を引き起こされている。検討

Ⅱ.健康・安全関連
意見・提案
1.

地域の住宅化が進みマンモス校化していま
す。先生方だけで一人ひとりの児童を見守る
ことは難しいと思います。

2.

ネットやラインゲーム等が生活の中に急速
に入り込んできています。正しい知識を与え
る機会を多く持ってほしい。

3.

じんじんメールの不審者情報が遅い。

4.

安 全マッ プを新 しくする 必要が あるの で
は？学校周りの環境がだいぶ変化している
と思います。公園や店舗も増え，子ども達の
駆け込み OK の協力者も増えていると思い
ます。私も江洲区で起業しているので是非ご
協力したいと考えています。

5.

朝の登校時，横に並んで歩くグループがいく
つかあります。
（裏門側）

6.

不審者対策をして欲しい。学校敷地内に入っ
たおじいさを怖がり，結果，毎日仕事の合間
に裏門へお迎えに行っています。女の子は泣
いていていましたが，学校関係者に話したら
「あーあの人ね」です。おかしくないですか。
（類似 2 名）

7.

冬はんがズボンをはかせても良いのでは。健
康＝半ズボンという考えは古いです。

8.

9.

できませんか。

正評価

小学生の自殺の報道に心を痛めました。一人

1.

ひとりの児童が楽しく学習し，毎日楽しい！
と登校できることを心から願います。親とし

校長先生，毎朝の交通安全見守りありがとう
ございます。

2.

雨の日も寒い日も校門で子ども達の安全を

て我が子の学校での様子，心の変化等ちゃん

見守ってくれてる校長先生いつもありがと

と見ていかなくては思います。先生方も毎日

うございます。仕事が早いもので，校長先生

たくさんの子ども達と関わり大変なことも

や PTA の人々がいると安心しています。と

多々あると思いますが，児童一人ひとりと心

てもありがたいです。

を通わせ「学校大好き，先生大好き!!｣と思っ

3.

てくれる児童が一人でも多くなる中原小に
なることを願っています。

思います。
4.

10. 大城校長先生は「いじめ」についての対策を
がんばっていらっしゃってすばらしいと思

子ども達が安心して学べる素敵な環境だと
交通安全指導等，ゆきとどいた働きがとても
ありがたいです。

5.

います。以前，長女がいじめに何回かあった

感染拡大防止のために給食を止めたのは適
切だったと思います。

時，担任によってもちがいましたが，十分に
対処してもらえず，3 月までいじめが続いた
こともありました。また，担任が，いじめた
子に対してどんな対策を取ったかも知らせ

Ⅲ.学習指導・生徒指導・教育活動関連

てくれませんでした。それからすると，大城

意見・提案

校長は，きっぱりと「いじめはﾀﾞﾒです」と

1.

6 年生の担任は，受験や学習についての相談

いう態度がはっきりしていて，いじめに関す

や連絡などに積極的な方であってほしい。進

る対策に一生懸命に取組んでいる姿はたの

路対策にもっと力を入れてほしい。

もしいです。すこしでもいじめが減ってくれ

2.

ればいいと思います。

うので，どちらも学習内容に入れてほしい。
3.

夏場のクーラーが強すぎないか。そのため兄
3

宿泊学習と社会見学は別の意義があると思
どんな夢でも持てる子供達なので，型にはま

4.
5.

らす，先生方の経験等をどんどん盛り込んで

んばりノート）1ｐ追加！」という罰ゲーム

学校に早く行きたいと思えるようにしてほ

ほしい。一人一人大事に見てくれるよう願い

的？な出され方をしているクラスがある。ち

しいです。

ます。

ゃんとやっているにも関わらず，追加されて

17. 中原小は学力が低いと聞いていますがどの

学力テストの公表や受験情報提供･協力を積

しまう子の気持ちはどうなんだろうと気に

程度か気になっています。家庭では学習の取

極的にやってほしい。

なります。

りこぼしが無いように気を配っています。

低学年の授業参観日で，授業態度のひどい男

12. がんばりノートへ担任のサインがほしい。

「たのしい教育研究所」の科学講演会はとて

の子を見かけました。隣の子にちょっかいを

13. 家で勉強を教えきれないので学校のほうで

もおもしろかったと話していました。

出したりして，何度も先生に注意されてい

もっと教えて欲しい。宿題を見てあげられな

18. がんばりノートが時間制になってから，家庭

て，周りへの悪影響か心配です。保護者との

い私たちも悪いと思いますが，詰め込みす

読書の時間が作れていない状況です。読書時

話合いはしているのでしょうか。来年はその

ぎ？全然ついていけないそうです。

間も入れてよいのでしょうか。

14. 学力向上の為に，行事が前倒しになり，簡素

19. 音読の週間をつけさせたかったができなか

がんばりノートのあり方を考えて欲しい。ペ

化されていると思う。学習発表会も高学年の

った。学校と家庭と連携してくふうできなか

ージをうめるだけでは疑問です。

劇が内容も濃く楽しみであった。学力以外の

ったかなぁと思いました。

がんばりノートを検討して欲しい。ページを

精神面（友だち，あいさつ，責任感等）も成

埋めることに重点をおきたがる子供に，中身

長して欲しい。

子と同じクラスにしてほしくありません。
6.
7.

ます。学校生活をどう過ごしてきたでも大人

く伝わらない。

になっても終わらない時がある。早く終らせ

になる家庭で重要なことではないでしょう

宿題の量が多く，放課後に遊ぶ自由な時間が

たいために字が汚くなったりして悪循環の

か。・・・略・・・残り尐ないので言わずに

ないのでかわいそうです。本当に必要な内容

ような気がする。

おこうかとも思いましたが，子供達が簡単に

16. 三年生になって宿題が多く遊びが尐なくっ

命をすてる世になった今，何が原因で不登校

習の定着具合には感謝しているのですが）

ています。一番大事な時期だからでしょう

になるかわからないので，他の子達のために

宿題の量が多いのでは。改善をお願いしま

か。前の学年は楽しかったが，三年生なって

も書きました。今後家庭でも楽しい学校生活

す。

おもしろくないと言ったりします。漢字道場

を送れるよう見守りますので，報告になって

はとてもいいです。尐しのことでもいいので

しまい，本人と先生との間に角が立つか心配

たくさんほめてあげてほしいです。学校は一

ではありますが，知っておいてほしいだけ

日の生活の大半ですから楽しさも大事です。

で，特に返答はよろしいので，学校の今後に

と量，子どもに合わせて出して欲しい。（学
9.

中で生きていけるでは必ずしも無いと思い

15. 宿題がとても多く，習い事がある日は 22 時

の充实さを教えたいのですが，なかなかうま
8.

20. ・・・略・・・（学力）優秀に育てる＝世の

10. 宿題の量を学年は揃えてほしい。あまりにも
違いがありすぎます。
（類似 3）
11. 「○○が時間内にできなかったから全員（が

4

生かしてください。（個人が特定される部分

する意欲が向上して嬉しく思います。日頃か

く学校生活を送っているのが分かり，感謝し

は割愛しました。）

ら英語にふれる機会をもってくれるのもい

ています。

21. 子ども達は宝物。どうみがいて，みちびいて

いですね。次年度も担任になってほしいで

いくか，大人の責任ですね。大人が輝かなく
ちゃね。

5.

11. 授業参観の様子から，子ども達が落ち着いて

す。

いるのが感じられます。ご指導ありがとうご

授業のスピードが早い時期もあったみたい

ざいます。

で，その頃はわからない事だらけと言ってい

12. 新年明けての今年の目標（廊下の掲示板を参

正評価

ました。算数です。今は問題なく過ごしてい

観日に見ました）が一人一人掲げられていま

1.

ます。

した。とてもうれしかったのが，先生が一人

学力向上のためにいろんな工夫や努力，子供

1 人の目標に対してコメントされていまし

ども達の学力，学校での様子等いろいろお話

達への目くばり，とてもすばらしいです。夢

た。それは各児童にとって大きな励みとやる

をうかがえてよかったです。いじめへの対応

に向かって努力する源（原動力）を教えてく

気 Up させる大きなきっかけとなると思いま

も感動しました。この学校，先生方なら安心

れた○○先生○○先生本当にありがとうご

す。保護者にとって嬉しく，先生の生徒たち

して通わせられると思いました。これからも

ざいます。中原小学校学校へ転校してよかっ

への思いやりを感じました。ありがとうござ

よろしくお願いします。

た。感謝の気持ちでいっぱいです。

います。

1 月の参観日に行われた学力向上説明会はと
ても有意義なお話でした。校長先生から，子

2.

3.

毎日先生方の努力と御指導おかげでのびの

13. 日々学校生活を楽しく過ごしている様子が

う教えていいのかわからなかったのですが，

びと過ごしております。宿題プリントや授業

わかります。先生のおかげだと感謝していま

担任の先生がいろいろ工夫してくれて覚え

のレベルも高いので良いと思います。ありが

す。1 年生生活も残りわずかですが宜しくお

られるようになりとても助かりました。

とうございました。残り尐ない学校生活をよ

願いいたします。

毎日楽しい学校生活を送っている様子です。

ろしくお願いします。

1 年生になるまでひらがなが書けなくて，ど

7.

謝しています。残り 1 年間ですが，これから

すく，宿題も自分で工夫してやれる様子で

ので，親として，良い先生が担任になって下

もよろしくお願い致します。

す。担任の先生のポジティブな考え方を本当

さり，嬉しいです。

に大好きな感じで，本人にも前向きな発言が
本当に多くなり感謝です。

8.

14. いつもご指導して下さっている先生方に感

○○先生が楽しい授業をして下さっている

クラスも男女仲良く，授業もとても理解しや

4.

6.

9.

15. 親身になって，いろいろ話しやすく，生徒の

元気のある明るいあいさつをかわす児童が

ことをよく考えていただき，とても感謝して

多い。（学校内外を問わず）

おります。子どもが毎日楽しく学校生活を過

担任の先生の熱心な指導とても感謝してい

10. いつもありがとうございます。丁寧な手立て

ます。4 年生となり，今まで以上に学習に対

の授業や学級通信による温かい連絡等，楽し
5

ごせるのも担任のおかげでございますあり
がとうございます。

16. いつも一生懸命ご指導下さる様子が，子ども
を通して伝わっております。ありがとうござ
います。
17. 以前クラスの友達に財布を盗られたという
問題がおき担任の先生が解決してくれてと

いします。

感謝しています。ありがとうございました。

23. 娘は楽しく通学しています。仕事が忙しく娘

28. 子供達がお世話になりありがとうございま

の話を十分聞けないこともありますが，先生

す。先生方のおかげで，我が子は無事に 3 月

方の一生懸命さが伝わっています。これから

には卒業できそうです。この 6 年間，長所，

もよろしくお願いします。

短所も含め先生方に見守っていただいた事

24. 良い先生に出会えて 1 年間。本人も成長でき

で，我が子は人として成長し，たのしい気持

（ただ，担任の先生か連絡はほしいなと思い

たと思います。大家族のお母さんのような温

ちで中学校の入学を迎える事ができるだろ

ました。
）

かい先生です。ありがとうございました。

うと思い，感謝しています。この場をかりて

ても助かりました。ありがとうございます。

18. 高学年になるとお友達とのトラブルが出て

25. 楽しく学校に通っており，先生が親身なって

こないか不安でしたが，毎日楽しそうに登校

話を聞いて下さり，感謝しています。あきや

しているようなので安心しています。これか

まただしさんの講演会はとても良かったで

らも子供達が楽しい学校生活を送れるよう

す。子供達も大人も楽しめる絵本の読み聞か

に先生方よろしくお願いします。

せだったと思います。また，このような場を

19. 日々のご指導感謝しております。おかげで娘

設けてもらえたらと思います。ムーチー作り

も素直に心たくましく成長していると感じ

体験等の機会もあっていいかなと思います。

ています。4 年生もあとわずかですが宜しく

26. 先生方，いつも子供達のためにありがとうご

お願いします。

ざいます。早朝出勤したり，残業で残られた

お礼を申し上げます。ありがとうございまし
た。

Ⅳ.行事関連
正評価
1.

6 年間ありがとうございました。学習発表会
素晴らしかったです。

20. 学校でしか学べないものがあると思います。

りがあるようですが，体調を崩さないようご

学びへの動機付け，助け合い等，先生方がう

自愛ください。6 学年は学年全体で活動する

まく導いてくれています。感謝！感謝！

ことがあり，まとまりがあり感謝していま

1. 運動会もだが，学習発表会も学年によって演

21. ○○先生はとてもすばらしい先生です。学校

す。体調を崩した娘に隣組の○○先生が声を

目の種類が同じで，変わりばえが無くて期待

かけて下さり，心強く安心しました。

感が薄れる。工夫がほしい。

生活を楽しませる為にいろいろな工夫をし

意見・提案

2. 行事が前倒しでﾋﾞｯｸﾘしました。

てれます。豊かな気持ちで一人ひとりに接し

27. 親もいろいろ大変ですが先生もとても大変

ているのが，子供を通して伝わってきます。

だなぁと感じています。お疲れ様です。現校

3. 三学期は行事無しすべて二学期までに終らせ

22. いつも子ども達のためにありがとうござい

長が来て中原小良くなっているんじゃない

るということをチラッと耳にはしていました

ます。卒業まであと 3 ヶ月！！よろしくお願

と夫婦で話しています。6 年間お世話になり

が。運動会もそうでしたが，学習発表会も内
容はどうだったでしょうか。ただこなしてい

6

る感じでした。先生方も子供たちも余裕を持
って練習を進めた発表会になったでしょう
か。一つのことを協力してしっかり作り上げ
ていく。そして，意識や気持ちの統一感が生
まれて観る側に伝わってくるのではないか

りにしてほしいです。

1.

5. クラスで役を決めるときの決め方に疑問があ

が図れ，社会のルールが身につくように感じ
ます。
2.

6. 学習に必要なものの連絡が不十分すぎる。直

後にゆとりができます。
3.

い。
4.

た，
「職員間で賛否両論ある」
「实験的に」と
いう表現はいかがかと思います。
5.

休憩時間をあげてほしい。先生達に心のゆと

暗いもの（話）ばかりで見ていて楽しいと思
9. 学習発表会の開始時間が予定より早く，子ど

りがないと子どもに影響する。
6.

部活動を楽しくやってはいるが，平日，土・
日に拘束される時間がとても長くて，宿題を

もの発表が見れなかった。
（5 年生）体育館の

やる体力もあまり残っていないことが多く

収容人数があるので出番時間に合わせて行っ
たのに見れなかったのは残念でした。時間通

週時程を来年度から変えてほしい。子どもの
下校が遅いし，先生達にも子どもを帰しての

8. 学習発表会の内容をもう尐し考えてほしい。
えない。

年度途中では週時程変更をやってほしくあ
りません。混乱すると思います。（2 名）ま

ろと対応できます。
10 月開催を希望します。

給食の時間が短いと思います。食育の上から
も給食を楽しい時間となるようにしてほし

前だと対応が大変。事前に連絡あればいろい
7. 運動会の開催は子供の安全と健康を考えると

先生方の負担にならなければ，早めに下校す
る週時程の変更に大賛成です。子どもの放課

る。誰がどの役がいいかを挙手で決めるより
無記名で投票すべきではないか。

帰ります。部活と家庭学習が両立するような

45 分の休み時間が短縮されるのは残念のよ

環境作りを学校も部活指導者，地域も实践し

うに感じます。45 分の中で，友達との交流

る場が学習発表会ではないか。そのほうが親
も見ごたえがある。

くなる前に帰るよう等。平日でも 7 時半頃に

意見・提案

4. 学習発表会で，楽譜を読めない子はピアノの
かった子ができるようになったことを発表す

了の時刻をその都度確認して下さい。冬は暗

Ⅵ.週時程・部活動・その他

な。
選択の余地が無いというのはどうか。できな

回でももたれていますか。安全指導と部活終

大変気になる。
7.

部活動の指導者との話合いの場が学期に 1
7

てほしいです。
8.

よいこのあゆみを，長期保存するため，以前
のような物にしてほしい。

9.

先生方にもう尐しゆとりが必要では！

10. アンケートの質問と答えがおかしい。13－16
番まで。
11. 評価内容が学校評価ではなく保護者評価に
なっている感じがします。学校教育の改善や
充实のためには保護者から見た学校評価が
必要だと思います。

