松戸市立古ケ崎小学校
臨時休校中の取り組みについて
保護者の皆様からのご意見、ありがとうございました。改善

・毎日ＨＰの更新ありがとうございました。教材やお手紙のご
準備大変だったことと思います。時間割の中身が明確で分かり
やすく取り組みやすかったです。

すべきこともまだまだあります。その一方で、お褒めの言葉も

・入学式が行われず、家にいる時間が増え、不安な中、度々お

たくさんいただきました。本校教職員の何よりの励みになりま

電話をくださったり宿題を細かく出していただいたりと気に

す。今後とも宜しくお願い致します。

かけていただいていることで日常を感じることができ安心す

１年

ることが出来ました。体育のプリントの内容が意外と難しく気

・子供と毎日の課題に取り組み、ひらがな等練習していく中で

軽に出来る感じではなかったです。縄跳び・マラソンの方がわ

少しずつ字が上手になっていく様子を見ることが出来良かっ

かりやすいかと思いました。

たと思いました。日々の忙しさに追われ、家事を優先してしま

・入学式も出来ず、本当に古ケ崎小の仲間になれたのか不安で

う日々でしたがこれを機会に子供との時間を見直していこう

したが先生から健康観察の電話は心強かったです。お忙しい中

と思いました。週に一度、先生からお電話をいただき、お話が

ありがとうございました。あの短時間での課題作りも大変だっ

出来て母子共に嬉しく思いました。

たかと思います。ありがとうございました。

・持ち物等

・マスクを忘れたり汚してしまったり落としてしまったり・・・

様々なプリントに、バラバラに記載があり、1 枚

にまとめてほしい。

予備の持参をすすめていただけるとうれしいです。

・休校期間に教職員が１日何をしていたのか他校がオンライン

・なかなか学校に行けず、
「学校に行きたい・・・友だちに会い

授業等ある中で気になった。

たい・・・」と泣いていましたが、健康観察のお電話で先生と

・定期的にお電話をくださったのはよかったです。家で取り組

お話をすると元気にうれしそうにしていました。お電話、あり

むのは集中力が続かず、やはり学校でみんなと取り組むことの

がたかったです。

大切さとありがたさを感じました。

・社会全体がコロナで振り回されている中、子どもたちの学習

・担任の先生からの細やかな連絡がすごくありがたかったです

環境の工夫を取り組んでいただきありがとうございます。先が

し、学校の休校等初めてのことで、戸惑ってしまうところもあ

読みづらい中、臨機応変に親自身が対応サポートしていけるよ

りましたが、担任の先生または他の先生方のお陰で自宅での学

うに準備していきたいと思います。

習もスムーズに対応することができました。ありがとうござい

・ＨＰの更新数が多く感心しました。細かく時間割を作ってく

ました。

ださっていましたが、あくまでも「例」だという記載がほしか

・毎日の課題を細かく時間ごとに割り振っていただいたので、

ったです。
（その通りにできない家庭もあるので。
）

学習のペースが安定した状態で進めることが出来ました。ご準

・先生が毎週学習の様子や健康状態を気にかけて連絡いただい

備が大変だったと思いますが、おかげで助かりました。

たことは良かったと思います。家庭での学習は 1 年生は特にず

・大変な状況の中、子どもたちのために尽くしていただきあり

っと見ていてあげないといけなかったので、親の負担が大きか

がとうございました。

ったです。

・時間割を作ってくれて、とても助かりました。お家にいても

・わからないところを気軽に聞けたところ。

学校の 1 日の流れを子供と一緒にリズムよく取り組むことが出

・先生方も大変な中で自宅まで課題を届けていただいて有り難

来ました。後半は自分で時間割を確認して課題をしていました。

く思っています。国語のプリントの内容で色を塗る、切る、貼

・1 年生だったので家庭で集中して学習に取り組むのは、かな

り付ける等、字を読み書きする以外の作業も含まれていて子供

り難しかったです。勉強が理解できない、ということではなく、

は興味をそそられるように取り組んでいました。子供を学校の

あくまでも集中できないという点です。おそらく先生方は短い

学習時間に合わせてテレビを見せたり、ブロックで数えたり、

時間の中で課題をまとめたり、その中で状況も変化していった

工作や体操、音読に書写と、次々に一緒に学習する姿がじっく

りと、おそらく相当大変だったのではないかとお察しします。

り見ることが出来ました。学校で先生から学ぶという緊張感は

課題はわかりやすく書かれており、やりやすかったです。我が

これからたくさん経験できると思いますが、子供が学ぶ姿を落

家の場合、先生からの電話連絡の際、自宅にいる父が対応して

ち着いて見る経験はなかなか得られないと思います。貴重な時

おりましたので毎回子供に直接先生からお声かけがあると、も

間を得ることが出来ました。

っとしゃきっとしたかもしれません。（一度電話で子供と話し

・毎日課題を出していただけたので助かりました。勉強すると

ていただけたとき、とてもやる気になったので助かりました。
）

いうことに慣れていない息子もほんの少しずつですが、毎日勉

・毎日ホームページが更新されていて見るのが楽しみでした。

強するという習慣がついてきたと思います。

何もかも初めてなので勉強するのが大変でした。

・長い期間子供と自宅待機をしていて、先生からのお電話で相

・ＨＰを見ると学校、先生達を身近に感じることができてうれ

談させていただいたて、心にこもっていたものが晴れました。

しそうでした。縄跳びカードが手元にあることで、いろいろな

ありがとうございました。

跳び方にチャレンジしたり、もっととべるようになろうと一生

・ホームページを毎日更新して、各学年先生から色々発信して

懸命やっていました。もらえて良かったです。

いただき、子供と楽しく見ていました。時間割通りで課題をく

・家庭学習内容が時間割になっており、親としても分かりやす

んでいただき、ありがたかったですが、仕事のためなかなかそ

く一緒に 45 分間集中して過ごせました。4 時間目で漢字ノート

の通り取り組ませることが出来ず、大変でした。

で時間が掛かった分、図工の残り余裕があるときなどｅライブ

・毎日毎時間の取り組みを計画して下さり、先生方も大変な中

ラリ（ゲーム感覚で楽しんでいます。木が大きくなると喜んで

どうもありがとうございました。先生方が印刷してくださった

います。
）の時間にあてたりと 1 日のスケジュールをこなせて

課題

親子でホッとしています。たくさんのプリントの準備ありがと

子どもは一生懸命やっておりました。

・毎日の時間割を出していただいたおかげで、それに沿って、

うございました。

勉強に励むことができて親子で助かっています。

・毎日時間ごとに課題を出していただけて、家でやらせる課題

・新しい情報が次々と更新され、取りこぼさないように必死で

を考えるのが気持ち的にも負担になっていたのですごく助か

した。提出する書類も日が限定され、細かくわかりやすかった

りました。漢字ドリルは親だと厳しく指導すると反発されたり

です。
（１年生でも自分で理解できていました。
）また、担任の

したので、学校が始まってから厳しく指導していただけるとあ

先生がお電話してくださることやＨＰで語りかけてくださる

りがたいです。宜しくお願い致します。

ことは、子ども達にとって先生とつながっている安心感があっ

・週 1 で先生がお電話をくれて安心感がありました。課題も時

たようで、見ていてうれしかったです。その分、先生方は負担

間割通りに出していただき、毎日学習に取り組めてよかったで

が大きかったことと思いますので、本当に感謝しかありません。

す。ありがとうございました。

今も例年のようにはいかず、短期間で準備をしたり、決め直し

・日々の課題を決めていただけたので、とても進めやすかった

たりすることばかりで、とても苦労されていることと思います。

です。保護者サイン欄だけでなく、本人チェック欄みたいなも

先生方も体調を崩さないよう、あまり無理なく過ごしていただ

のもあると子供自身も自覚できて良いのかなと思いました。

ければと思います。

・長い臨時休校の中色々と課題の準備など大変だったと思いま

２年

す。どうしても手紙やホームページを見ても文章だけの説明で、

・家での勉強は集中力が途切れることが多く、特に作品を作る

わからないことは聞けても、勘違いして課題に取り組んでしま

時にはとても時間がかかります。親もアドバイスをする中でな

ったものもありました。それでやり直しさせたり、かわいそう

かなか終わらないことに疲れを感じます。提出しなくても良い

ではありました（笑）共働きでしっかり宿題を見てあげること

物なら図工による作品作りは学校が始まった授業内でお願い

も難しかったです。

したいと思います。

・日程表と内容がわかりやすく、家での学習も進めやすかった

・なかなか予定通りに進まず、相談したとき出来る範囲で大丈

です。課題でも何でもやることがある、ということは臨時休校

夫ですよと言っていただき、ほっとしました。ありがとうござ

中の日常の目標として頑張れる時間があったことで、とても助

いました。

かりました。

・予習になり、つきっきり状態で大変です。子が納得できない

・提出する課題を用意していただいて良かったです。提出する

です。できれば国語も答えがほしいです。親も不確実です。先

からやらなければならないという考えは良くないと思います

生方、世の中の状態に合わせてその都度の対応本当にお疲れ様

が、毎日これだけはやろうという目安になりました。ＨＰでも、

です。

子どもたちへのメッセージをのせてくださり、一緒に読むのも

・ブログにトマトの成長の様子をのせていただいたり、励みに

楽しかったです。

なるよう言葉の数々ありがとうございます。子どもたちに変わ

・1 日も早く、クラス全員がそろって楽しい学校になるように

りトマトを育てていただき、ありがとうございます。宿題プリ

願っています。

ントですが、答えを保護者用にいただけたらありがたいです。

・時間割を作っていただいたので、毎日生活リズムが乱れるこ

国語は特に答えが一つではない（文章問題）と思うので例とし

ともなく過ごせました。早く子どもたちと外で思いっきり遊ん

てでもよいので、あるとよかったように思えます。毎週、電話

でいる先生が見られますように。

をいただきありがとうございました。お母様の間でわからなく

・臨時休校中の分散登校へ行かれなかった際、担任の先生がわ

て困ったところを連絡取り合って行うこともありました。

ざわざ家まで配付物を届けていただきました。

・勉強を教えるコツなどがあれば、知りたい。

・定期的に先生からお電話をいただいたことで、体調面だけで

・家で授業のように時間を区切って課題をやらせてみたら子供

なく、学習の取り組み方を相談できてよかったです。子供とも

にとって 20 分休み 5 分休みなどはとっても大事なんだなと思

お話していただけて、励みになった様子でした。また、先生よ

いました。その時間が楽しみで頑張っているんだと気づきまし

り取り組めなかった部分を指摘するのではなく、できた部分を

た。

ほめてあげたいと言っていただけて救われました。ありがとう

・家でひきこもりをして、課題をやっていた毎日なので、先生

ございました。（低学年は自主的に学習するのは苦労でした。）

からの電話はとても喜びました。会話をすることがとてもうれ

それからトマトの苗植えありがとうございました。学校に登校

しかったようです。

した際、よく子供に観察してほしいです。

・お手紙や宿題を準備し、各家庭に届けてくださったり、郵送

・休校中の課題が時間割で細かく決められていたので、いつ何

していただいたり電話で健康確認等をしていただいたり、とて

をやればいいのかわかりやすかったです。最初は家で時間割通

も大変だったと思いますが、どうもありがとうございました。

りに生活するのは大変でしたが、習慣がついてくると子供が自

お手紙にもあった先生達からのメッセージやホームページを

分で今日のやることを確認してやっていました。子供が自分で

親子で楽しく拝見していました。学校の様子がわかり、とても

読めるように書かれていたのもよかったです。メールの配信が

有り難かったです。

早いのも良かったです。松戸市の小学校の中では早いほうです。

・ホームページのなぞなそやお手紙が楽しく心温まりました。

・学校も先生も保護者も初めての経験で子どもたちも含め、み

・ホームページで毎日色々と発信してくれて、休校中も学校と

んな頑張っていると思います。

つながっている感じがしました。

・小学校のホームページがすごく見やすくてわかりやすくて助

・時間割通りで課題を出してもらえたのが、ありがたかったで

かりました。先生から体調のことで電話をもらって子供だけで

すが、その通りに子供に取り組ませるのは大変、
、
、というか無

なく親の私の心配までしていただき、すごく嬉しかったです。

理でした。

ありがとうございました。

・突然の休校で親としても初めてで、どのように過ごさせてい

・体を動かすことについて

朝は晴れた日は密航を浴びるた

けばいいのか悩んでいました。規則正しい生活をさせるので精

めに散歩（自転車の時も）夕方は兄弟３人で家の前でなわとび、

一杯でした。先生方も本当に大変な中子どもたちのことを考え

ランニングなどほぼ毎日できています。勉強について

てくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。

一に多

くて午前午後１時間ずつぐらいしかできませんでした。

生

・ホームページの毎日の更新や、配布物のプリント特に時間割

お手伝いは日頃からしているのでできることを

を決めてくださったのは、うちの子にとってやる気を引き出す

やってもらっています。
（おふろそうじ、洗濯ものたたみ、食事

ことができた内容でした。宿題のようにどこを、どれだけやる

の片づけ）早寝早起きが難しかったです。
（夜がつい遅くまで起

か、決めていただけて良かったです。

きており、朝は遅い）

・このような状況の中、出勤してくださり、学校をきれいにし

・先生方、子ども達の課題の準備、校内の消毒など毎日大変か

てくださったり、いろいろなことを整えてくださっていること

と存じます。どうもありがとうございます。息子は先日のわず

など、ホームページで伝えてくださるので、励みになりました。

かな登校時間でも帰宅した時にとてもルンルンしていたので、

まだまだ通常通りにはいきませんが、共に頑張って乗り越えて

学校に行けたことがうれしかったようです。５月からの課題は、

いきましょう。宜しくお願い致します。

予習が主なものなので、つきっきりが学習が必要になり、親に

・電話連絡では、子供とのコミュニケーションを主にしてほし

とってはかなり負担です。（我が家は子供１人なのでまだよい

い。何か一言トークなどあれば・・・。

方ですが）でも、楽しい時間を過ごしていますよ。６月から５

・勉強は好きな方なので課題はどんどん進めています。この子

時間目の設定でありがたいです。この時間に苦手分野の取り組

に関してはもっとあってもいい感じです。時間があるときは夏

みや通信教育にあてています。

休みに作るような自由作品提出などあれば、もっと楽しいかな

３年

と思います。

・平日、毎日ホームページを各学年の先生方が更新してくださ

・すぐにメールで連絡がきたこと。先生もコロナウイルスの事

るのがとてもうれしいです。他校では、あまり見ないので。す

で今まで以上に気をつかっていただき、本当に感謝しておりま

ごく気にしてくださっているというのが、わかる。ありがたい。

す。見回りもご苦労様です。

・ｅライブラリで「クラスで一番だったよ」と電話口で言って

・担任の先生からお電話をいただき、相談が出来たのでとても

もらえたのが、とてもうれしかったようです。励みになりまし

ありがたかったです。おかげさまでテレビ等で言われているよ

た。

うな不安はほとんどなく暮らせました。ありがとうございまし

・毎日ホームページの更新もとてもありがたいです。

た。

活について

・休校中の課題の取り組み方や進め方もすごく子供にもわかり

・プリントなど、たくさん作成していただいてありがとうござ

やすくて、子供の好きなクイズだったり、おりがみの課題・・・

います。ホームページの問題（クイズ）も親としては、とても

とても先生方が工夫して考えてくれていたのがわかりました。

良かったです。ただ、次の日に答えがあるのを知ると答えばっ

担任の先生も電話をくれて、体調や学習面のことを聞いていた

かり見てやるようになっていたのが残念でした。我が家だけか

だいたりしました。先生方も大変なときにポスティング等して

もしれませんが・・。

いただき、ありがとうございました。

・ｅライブラリは楽しくできたみたいですが、１問が短いので

・全員同じ課題（プリント）というのは無理があるなと感じま

いっぱいやるのが嫌みたいでした。親と一緒に取り組むにも、

した。家庭で見られない子もいて逆に進んでいて、プリントは

やり方が違うところもあったので大変でした。これから学校が

つまらないと感じる子もいて。課題を考えてくださったのはあ

始まったら、初めからしっかり教えていただけるとうれしいで

りがたいですが、取り組むかどうかは家庭の判断にしていただ

す。漢字の書き順が心配です。

きたかったです。
（自学自習等でもよかった）対応が二転三転し

・休校中、毎週お電話をしていただきありがとうございました。

て大変だったと思います。お疲れ様でした。

お手紙（プリント）と一緒に先生からのお手紙が添えてあり嬉

・学校メールが届くのがやや遅いと感じた。
（内容はていねいで

しかったです。

わかりやすかったです。
）

・先生方も学校が再開できるよう頑張ってくれていたと思いま

・お電話ありがとうございます。学校へ行けないストレスの中、

す。これからも大変だと思いますが、宜しくお願いします。

少しずつですが、進めました。時間割通りにはいきませんでし

４年

たが。オンラインでもよいですが、やはり先生方に教わった方

・宿題の中にユーチューブで学ぶものもあり、子どもが興味

が娘には良さそうです。

をもって算数に取り組んでいてびっくりした。

・毎日ＨＰの発信がよかったです、先生方の子どもたちに対す

・ＨＰの更新が多くあり、子どもへのメッセージ、クイズ、楽

る愛情が感じられました。また担任の先生の手紙もうるっとき

しみにしていました。休校中であっても、先生方が子ども達を

ました。

安全に迎え入れるために工夫をしてくださっている様子がよ

・1 日の課題が時間割ごとに決まっていたので、とても助かり

くわかりました。ありがとうございます。学校の写真もよくア

ました。大変な中、色々と考えてくださったり、電話連絡や課

ップしてあるので子供も安心しています。今後も大変なことが

題を届けてくださり、ありがとうございました。

多いと思いますが、宜しくお願いいたします。

・ネットでの勉強は家庭によって差が出るのでプリント等の宿

・メールでの案内とＨＰの確認で伝達事項が理解でき良かった

題がもっとあると良かったと思います。先生からの電話は子供

と思います。週１回の電話連絡でしたが、疑問等にも丁寧に対

も楽しみにしていたので良かったです。

応していただき、とても助かりました。不安も解消させていた

・お忙しい中、電話をいただいたり課題などもポストに入れて

だきありがとうございました。

くださり、ありがとうございました。親にとっても子供にとっ

・宿題に関して題名で探すのに、多少手間取り、通し番号をふ

てもどうしたらいいかわからないこの期間、課題等ありがたか

ってから印刷していただけると先生の手間も省けるのでは？

ったです。でもなかなか 1 対 1 で見ていると怒ることの方が多

と思いました。希望は、１日分毎にまとめていただけると目標

く、一人でさせてしまっていて正直全然見てあげられず

達成にもつながり、更に子どもなりに取り掛かりやすいですが、

その

結果、あまり進んでいませんでした。本当すみません。少しず

短時間の準備でしたし、さぞや先生方も大変だったかと思いま

つですが、やっていきたいと思います。先生どうかお体だいじ

す。無理ないまとめ方でも対応いたしますが、要望として。

にされてください。

・今後、再開に向けて親子共々楽しみにしていますが第２波３

・休校中はホームページを毎日みさせていただきました。先生

波も予想されています。今回の件をいい経験としてお互いに臨

方が消毒や 3 密を防ぐ対策をしている様子を見て、再開しても

機応変にも備えが必要と感じます。宜しくお願いいたします。

安心して行かせられると思いました。学習は予習する形になっ

・毎日の課題が振り分けられていて、親切だと思いました。や

てからなかなか苦戦してます。ｅライブラリもかなり使用して

らない子は別として・・。

いますが、やはりオンラインで先生とやりとりできる形が良い

・電話連絡では、子供とのコミュニケーションを中心にとって

と思いました。

ほしい。
「今好きなテレビは何ですか？」とか・・。興味をそそ

・急な休校でもメールやホームページにわかりやすく今後の予

る質問をしてもらえたらと思う。スムーズに学校生活がいつ送

定などのせていただいて安心しました。大変な中、子ども達の

れるかわからない中、来年になったらまたクラスのメンバーや

ことを気にかけていただいて、ありがとうございました。また

先生が変わってしまうという状況にしてほしくない。休校が長

６月から宜しくお願いします。

いので特にそう思いました。

・次男は自分から進んで勉強する子ではないので、すすめるの

・新型コロナのパンデミックにより急な対応を次々に求められ

が大変です。できないでいてもヘラヘラしています。学校が始

た学校だと思いますが、健康カードや課題、電話での子供の様

まりついていけるかどうか心配です。

子を確認するなど、素早い判断で対応していただけたことに感

・世の中の動きに合わせて対応してください。先生方には感謝

謝してます。

です。課題、本人は大変そうですが、なんとかやっています。

・毎日課題を出していただけたので助かりました。課題をやら

つけてもらっている解答も大変助かります。

せるので精一杯でｅライブラリがあまりできませんでした。家

・たくさんのプリント、課題づくりをありがとうございます。

の中での体操ストレッチなどは家族で行っていましたが、なわ

早めにメールをいただけて安心します。ただ、子どもが家で学

とびはなかなかやらせてあげられなかったです。

ぶという習慣がなく、先生からそういう体制で家で学ぶことを

・大変な状況の中、子ども達のために尽くしていただき、あり

話していただけたら子どもの意識もかわりやすいのかなと感

がとうございました。

じますので宜しくお願いします。

・週に１回電話で子どもの体調を聞いてくれたことです。

・１日毎の時間割を作っていただき、活用させていただきまし

５年

た。まとめて宿題が出た時よりも、本人にとってはやりやすか

・急な緊急事態にもかかわらず、素早い学校の対応に感謝して

ったようで、助かりました。

います。これを機に ICT 教育への理解を深めてどんどん上手に

・つきっきりにならないと時間割通りにはいかず、苦手なもの

活用していかないといけないなと感じました。今後も諸先生方

は夜までかかってダラダラ終わらせたりしていました。先生か

の環境を整える取り組みに感謝すると共に家庭や保護者でで

ら連絡をいただいたり、先日の登校日には気持ちがひきしまっ

きることは協力していきたいです。

たようです。お忙しいのに電話連絡ありがとうございます。

・初めの頃は取り組み方に苦戦し時間もかかり、親の負担も多

・週１回の電話も１クラス全員かけるという作業

大変なこと

く大変に感じたが、慣れてくると子供も自分なりに考えて課題

お疲れ様です。ありがとうございます。先生方も感染に気を付

に取り組み、実りある時間になってきたように思う。また、学

けて頑張ってください。

習に対する子供の弱点なども知る機会になり、こんな時間を一

・定期的にお電話いただき、体調面だけでなく、学習の進め方

緒に過ごさなければ気がつかなかったので良かったです。

についても相談に乗っていただけて心強かったです。まだまだ

・プリントドリルは自習できていましたが、まとめてノートに

自主的に取り組める時ばかりでありませんが、登校が再開され

書くことができていません。

たことで友達と協力しながら学んでいってほしいです。本人と

・休み中の課題、時間割にしていただいたことで、子供の生活

お話ししていただけたことも励みになった様子です。昨年に引

リズムも整って過ごせたので良かったです。はじめての事態で、

き続き宜しくお願いいたします。

みんな不安の中、先生達も大変でしたのに電話等の対応、あり

・前例のない状況の中でどうだったかわからないのですが、ホ

がとうございました。

ームページの更新をよくされているなぁと思いましたが、あま

・休校中の課題が時間割で細かく決められているので、いつ何

り見れる時間がなく申し訳なかったと思います。

をやればいいのか、わかりやすくて良かったです。

・対応が次々と変わる中、大変だろうなと思います。ありがと

・休校としておきながら、なぜ登校させようとしたのか、登校

うございました。メールやホームページで情報を得ることがで

させたのか（始業式から分散登校、指導日など）

き、助かります。先生から電話をいただき、休校中でも学校と

・連絡日、他の学校では時間も少なく、AB に分けたり受け渡し

の関わりを本人が持て、嬉しく思います。先生方も体調にご留

だけのところがある中で 1 時間も体育館に 100 人以上も詰め込

意され、子ども達の学校生活を支えてください。宜しくお願い

む必要はあったのか、
（ラジオ体操は必要だったのか）保護者の

いたします。

み、保護者でも良い学校もあった。

・ホームページを見て学校や先生を休校中も感じることができ

・健康確認のお電話で短時間でも先生と離せた後は売れ指導に

ました。学校へ行き、先生や友達と過ごしたいと思えていたよ

ホッとしていました。突発的な出来事に先生方もいろいろとあ

うです。

りがとうございました。（ホームページのクイズは親子で楽し

・プリントの準備等、毎回ご苦労様でした。英語など動画を見

みながら挑戦していました。
）

ることやｅライブラリなどを１人で動かせなくてできません

・学校に通っているように時間割を作ってくれて助かりました。

でした。

スケジュール通りに課題が終わらなかったりしましたが・・・。

・学校のように時間割があっても家庭で同じくはできませんで

１日の予定表があったおかげで、これが終わったら次は何をす

した。１週間に１回ほど先生からお電話があり、近況を報告で

れば良いかなど自分で予定表を見て行動できていたと思いま

きたのはよかったです。

す。

・他の学校と比べて休校中のお知らせがはやく、インターネッ

・家庭での様子を聞くために先生が電話をくださってありがた

トにすぐのせてもらえるので、とても助かりました。
（動画サイ

かったです。課題を多く準備していただけて良かったです。

トのリンクの貼り付けなど見やすいです。）課題については急

・急な状況の中、子ども達の過ごし方について対応準備をして

なで大量の作成で大変だったと思います。正直、兄弟がいると

下さり、ありがとうございました。飽きずに毎日日課表をもと

自分一人ではできるものが限られてしまい、どちらかに時間を

に過ごせました。いろいろなことを１１歳なのに、経験をして

とられ思うように課題が進まず大変です。全部１００％完璧に

しまい（震災など）大変な子たちですが、今後活かせる経験で

こなすことは無理ですが、このような機会だったからこそ、全

あればと思います。

教科の勉強を見ることができて、私も勉強になりました。家庭

・新しい教育スタイルの中、本当にありがとうございます。

でできる範囲はやって、学校での学習につなげられるように、

・休校中、１週間に１回ほどお電話いただき、ありがとうござ

あともう少し頑張っていきたいと思います。

いました。

・休校中のなか、課題提示してくださり感謝しております。今

・６年生なりな質問など、私も四苦八苦しましたが、動画や辞

後いきなり通常通りの生活が送ることは困難かと思います。ど

書など、一緒に調べたり、ずっと一緒に過ごせることも今後こ

うぞ今後も宜しくお願い致します。

のような機会もないと思うので、良かったなとも思ってます。

・漢字ドリルを再購入することになり、連絡したとき、すぐに

また今後は大変かと思いますが宜しくお願いします。

対応していただき、ありがとうございました。担任の先生が在

・予備のマスクの持参の声掛けをお願いしたいです。

宅勤務だったのに、他のクラスの先生からすぐ折り返して連絡

・毎日の課題が細かく書かれていて親切だと思いました。

いただきました。

・これから宜しくお願いいたします。

・コロナの状況で次々と変わる中、いろいろとありがとうござ

・電話、ありがとうございました。嬉しかったです。

います。課題はよくがんばっていたと思います。先生から電話

・初めてのことに先生方もご苦労されていると思います。市内

をいただいたときは、本人もしゃきっとやる気になっていまし

でほとんど宿題が出ていない小学校があり、子どもの学習の遅

た。課題についてポイントやおすすめのやり方など、直接伝え

れを心配して塾に通わせ始めたお母さんの話を聞きました。古

ていただけると嬉しいです。

ケ崎小の話をして、とてもうらやましがられました。それでも

・休校中に毎週お電話をしていただき、ありがとうございまし

まだまだ学習の遅れは心配ですが、できるだけ家庭でもサポー

た。

トしていきます。

・宿題の内容がわかりづらかったようである。どのプリントな

・ＨＰで常に情報を載せてくれて助かります。週に一度とはい

のか、教科書に書き込むのかノートに書くのか書かれていると

え、先生との会話を楽しみにしていたので有り難かったです。

ころはわかったが、書かれていないところは悩んでいた。大変

課題もしっかり出してもらい良かったですが、やはり家庭学習

だと思いますが、宜しくお願いいたします。

でやるのと授業で教わってからやるのとでは、理解するのに時

６年

間がかかる。本当に理解しているのか不安ではあります。

・課題は少ないように感じました。つきっきりにならないと時

・ｅライブラリは先生も確認できるので親としても安心しまし

間通りとはいかず、午前中にさっと終わらせる感じです。先生

た。今後も先生と児童が関わり合える学習形態が構築されるこ

から連絡いただくと、どうやらひきしまるようでした。声を聞

とを望みます。子ども達は与えられた環境に順応するのは早い

かせていただき、ありがとうございます。

ので大人がこの変化にできるだけ早く対応していきたいです

・学校のＨＰについて

ね。細かい情報発信をお願いします。

毎日更新されていて情報等も得られ、

時には微笑ましい気持ちにさせてもらえています。しかし、私
自身毎日閲覧する習慣がつかず、まとめて読んでいる状況です。

・健康観察の電話で直接子どもとお話ししてくれて、子どもも

反省し、改善しなくてはなりません。すみません。

安心していたと思います。ＨＰ上で学年ごとに子ども達に語り

・子供の課題に取り組む姿勢について

自ら毎日決められた課

かけてくれていて更新を楽しみにしていました。休校中であっ

題をやっていますが、やっつけ仕事のようにしているので、モ

ても先生方が子ども達を安全に迎え入れるため、様々な工夫を

ヤモヤすることもあります。最近はモチベーションが下がって

してくださっていることは子供にも伝わっています。ありがと

きているかもしれません。
・・・何か良い案はありますか？

うございます。今後の大変なことが多いかと思いますが、宜し

・先生方がとても丁寧に課題を作ってくださったおかげで毎日

くお願いいたします。

決まった時間に取り組む姿が見られました。ありがとうござい

・課題も無理なく取り組める量、時間割でよかったです。６年

ました。

生はもう少し多くても良いのかとも思いましたが、早く終わっ

・一人ではなかなか課題が進まず、困ってしまいました。

た時間はひたすら読書していたので良かったのかな。

