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令和２年度学校教育意識調査 自由記述欄 

【 1年保護者 】 

・いつもお世話になっております。何でも相談にのってくださ

る先生に感謝しております。 

・いつも親身に面倒を見ていただき、ありがとうございます。

入学したての頃は毎日泣きながら学校に行き、心配していまし

たが、今では楽しく通学しています。 

・持っていくもの（図工等で使用するもの）が、いつまでにど

のくらい必要なのか、よくわからないことがあります。（本人も

うまく説明できないので） 

・マラソン練習の際に咳の症状があり、お休みさせてほしいと

伝えたのですが、本人は大丈夫と言って、走って、次の日お休

みしました。まだ 1年生なので、できれば親の意見を参考にし

ていただけるとありがたかったです。 

・春は入学式もなく、運動会もできず、不安ばかりの小学校生

活スタートでしたが、形を変えての入学を祝う会や全校ソーラ

ン、リレー、バルーンリリースや、遠足の実施など、様々な取

り組みに感謝します。 

・子供が帰宅時に「トイレ、トイレ！」と叫びながら家に駆け

込み、トイレを自宅まで我慢することが度々あります。トイレ

（学校）の使用の仕方に問題が多いようで「クサくって・・立

つところもおしっこが飛び散っていて・・座るところも大便が

付着していて・・どうも使いにくい」と話しています。汚して

しまっても、すぐに掃除できると次の子も気持ちよく使えて、

トイレの時間が利用しやすくなると思います。 

・第一子ですので、よくわからないことだらけですが、私自身

としましてはしっかりと教育、指導してくださり、安心して通

わせられています。他校と比べると独自の行事や（コロナで大

変な中）取り組みをして子どものために何かできることはない

か・・・と考えてくださっているのだなと感じております。幼

稚園とは違い、本人から学校の様子を簡単に教えてもらいます

が、その時の担任の先生の対応を聞くと、1 人 1 人にアドバイ

スをして、ご指導しているんだとうかがえます。男の子の親と

しては厳しくしてもらい助かっています。今後とも宜しくお願

いいたします。 

・学校行事の予定で保護者が参加することに対して、早めの連

絡をいただけるので仕事の都合をつけやすい。これからも 1か

月以上前等の早めの連絡をお願いしたいです。 

・５０周年の記念で特別な行事を行っていただいて、またその

場に参加できたこと、とても良い経験だったと思います。サケ

の卵についても命を考えさせることのできる良い取組だと思

います。 

・毎日ＨＰチェックしています。給食の写真もおいしそう・・・

と見てます。 

・学校の樹木の落ち葉について少し気になっています。近所の

方が自宅付近（プール周辺）の落ち葉を掃き掃除してくださる

方を見かけます。いくら掃除しても上から次々と散ってくれば

秋の期間のみのこととはいえ、毎年となればかなりの負担です。

私も今 1年生の子供を妊娠中に家の近所の水路のモーターが落

ち葉や雑草等のごみの影響もあって壊れてしまい、道路も腰高

まで家も床上浸水等の住宅が多々ありました。車の水没や住宅

の浸水等も金銭的な被害もありますが、急な水位上昇自宅から

逃げる間もありませんでした。様子を見に来た消防車もなす術

なく引き返していきました。枝が学校の敷地からとびださずに

切っていただけると助かります。私たちも町会の清掃の際に水

路のごみ（落ち葉等）をスコップ等ですくったり、雑草を抜い

たりゴミ拾いに参加したりしています。今年はコロナの影響で

清掃は実施されませんでしたが、市から委ねられた清掃業の

方々が水路の掃除をしてくださいました。近隣には高齢の方々

も多く暮らしていらっしゃいます。落ち葉の清掃もたびたびで

あれば、大きな負担になりますし、水害の際、逃げ遅れてしま

う可能性も否定できません。宜しくお願いいたします。 

・コロナ禍で出来ることが少ない中、子ども達が楽しめる行事

を考えていただき、ありがとうございました。バルーンは飛ば

すだけでなく、お返事もたくさんいただいているようで、娘も

いつか自分あてにお返事が来ることを心待ちにしています。夢

のあるイベント、ありがとうございました。 

・本来、先生の仕事でない消毒や掃除、色々な配慮などありが

とうございます。全校児童でのソーラン節、遠足、マラソン大

会など、1 年生での思い出も作ることができ感謝しています。

ソーラン節は６年生がメインを踊る部分もあり、小学校生活最

後の全校児童での行事だったので、６年生だけでも校庭に入っ

て見学できるようにしても良かったのかなと思いました。 

・ホームページをひんぱんに更新してくださっているので、そ

の日の学校の様子がわかり、とても良いと思います。 

・不審者情報等もすぐにメールで配信してくださり、安全確保

に努めてくださっているので、ありがたいです。 

・担任の先生はむすめのことをよく理解してくださっているよ

うで、家でも先生に○○と言われたから自分でやってみる！！

と自発的に行動するようになり、嫌なことがあった際も立ち直

りが早くなったように感じました。日々成長を感じており、非

常に感謝しております。ありがとうございます。１つ気になる

ことは、お兄ちゃん達のクラスにはクラス便りがあり、○日に

○○が必要です、用意してください、のような連絡があったり、

今週はこんなことをやりました！の様子がわかりやすく伝わ

ってきますが、初めての学校生活となる１年生でクラス便りが

ないことにはビックリしました。作成する先生の負担もあるか

と思いますが、数か月（できれば月１とかで）に一度クラス便

りがあると嬉しいです。 



・バルーンリリース とても良い経験ができ、思い出になる行

事に参加できました。 

・以前のアンケートの意見でもありましたが、通知票のフィー

ドバックがほしかったです。「主体的に学習に取り組む態度」が

ほぼ全ての教科で「◯」で、本人に聞くと手をあげて発言する

こともあり、係にも立候補しているようなので、どのような態

度が「◎」でなかったのか知りたいです。「分からないことは先

生が丁寧に教えてくれる」と言っており安心しております。イ

レギュラーの多い 1年でしたが小学校での最初の 1年を毎日楽

しく休むことなく安心して通うことができ、先生方にはとても

感謝しております。 

・マラソン大会ができてよかったです。今年は AB グループに

分かれていましたが、各 ABグループで 1～3位がメダル、４～

１０位が賞状かと思っていたので事前に子どもに説明がなか

ったみたいで、ショックを受けていました。タイム順と伝えて

ほしかったです。 

・交響楽団の音楽に触れられて、色々な楽器や知っている曲を

見たり聴いたりできたことが嬉しかったようで帰宅後 たく

さん話を聞かせてくれました。毎年コンサートをしてくれてい

るのかわかりませんが、なかなか貴重な体験なので、毎年あっ

たらいいなと思いました。 

・マラソン大会について 今年は例年とちがう形での開催だっ

たと思います。先生方も色々対策を講じてくださり、見学する

ことができたことに感謝いたします。AB チーム分けは、いつ、

どのような分け方だったのか？や AB 総合タイムでの 1 位 2 位

3 位だったことについて、初めての子どもでルールがいまいち

わからなかったので、手紙等でもう少し説明があっても良かっ

たのかなと思いました。2チーム中、3位でゴールして、タイム

順と知らない子どもがメダルをもらえず、ガッカリなんてこと

があったかも・・毎日お疲れ様です。いつもありがとうござい

ます。 

・マラソン大会は江戸川土手で実施してほしいです。 

・学校内や登下校の危ない場所や直してほしい箇所の意見をア

ンケートに書いてもなかなか実行してくれるのに、時間がかか

っている、又は全く実行してくれていないと思います。 

・「バルーンリリースその後」として各地から心温まるメッセー

ジを公開してくださり、ありがとうございました。地域、人と

人とのつながりを感じ感激致しました。これからも定期的に学

校と地域が繋がる機会を設けていただけたら嬉しく思います。 

・コロナで行事が中止になる一方で、夏に行った水遊びなど、

子どもたちが楽しめる行事を計画していただき感謝しており

ます。 

・コロナ禍が長引く中、ご苦労が多いと思いますが、ご指導い

ただき感謝しております。 

 

・小学校生活初めてでコロナ対策をしながらのスタートでした

が、少しずつ慣れ頑張っている姿が微笑ましく成長を感じます。

担任の先生のお話を楽しそうに家庭で話している姿を見ると

信頼しているのがわかり、日々楽しく学べているようで安心し

ています。 

・初めての学校生活がコロナの影響で通常と違うものになって

しまいましたが、校外学習やマラソン大会など出来る範囲で開

催していただき、本当にありがとうございます。授業も、面白

く楽しくとてもわかりやすく教えていただいていると本人が

言っています。楽しい学校生活の中で、これからお友達とのか

かわりやルールなど色々経験していってもらいたいと思って

います。できれば、来年は運動会が見たいな、と思っています。 

・いつも古ケ崎小の「今週のこがさき」「今週の 1年生」を見て

います。学校での授業内容、活動内容が写真付きでわかりやす

いです。子どもとも「今日こんなことをしたんだね」といった

会話ができるので、ご苦労もあると思いますが、継続していた

だきたいと思います。宜しくお願いします。 

・宿題のプリントについて連絡帳でお知らせしたことがあるの

ですが、担任の先生は子ども本人からの言葉を待ってくださっ

たそうです。（子どもから聞きました）自分の言葉で先生に伝え、

解決できたという良い経験をさせてくださいました。忙しい中

でも子どもたちと丁寧に向き合い話を聞いてくれ、信頼して学

校に通えています。親としても安心しております。学級通信を

頻繁に発行してくださるので様子がよくわかりうれしいです。

いつもありがとうございます。 

・来年度は簡素な形式でもいいので、運動会を行えるといいで

す。 

・HPをよく拝見しております。低学年だとまだまだ学校での様

子を話せずにいるので日々の更新で子どもたちの姿が見られ

て感謝しています。また、先日のバルーンリリースのその後も

毎回心温まる内容で胸を熱くしております。この時代において

ただ拾ったというだけでメールやお手紙を書いてくれるなん

て嬉しい気づきできた。 

・いつもありがとうございます。今年はコロナで行事がつぶれ

てしまいましたが、先日のマラソン大会、頑張って完走してい

るのを見られてよかった。図工や絵など 3歳児レベルだったの

が、だんだんうまくなってきているのを見て、先生には感謝を

しています。 

・今のところ困っていることなどないので、相談などをしてい

ないので分かりかねますが、学校に楽しく行っているので友だ

ちや先生と良い関係を築けていると思います。大変な中、先生

方の努力に感謝しています。まだまだ大変なときですが、これ

からも宜しくお願い致します。 

・スポーツフェスタの時など、校内での参観が出来なかったた

めに周囲の道路から見ている保護者が多くいました。危険もあ



るかと思うので学年ごとに時間を分けるか、6 年生の保護者だ

けでも校庭内で見られるようにしてしまった方が良かったか

もと感じました。生活の授業等自分たちで考えたり、体験した

りとても楽しそうで工夫された内容で良いなと思います。CM撮

影など、本人が嬉々として話してくれました。 

・朝の読書時間は良い習慣だと思います。いじめと判断するの

か先生の目の行き届かないところで水筒を 2本特定の子に壊さ

れました。気がついた際はご指導のほど、宜しくお願いします。 

・動画の配信はとてもうれしかったです。 

・いつも大変お世話になっております。コロナの感染予防に配

慮していただきながら、多くの行事を実施してくださり、あり

がとうございます。ホームページの更新や動画配信など、学校

での様子がわかり、とてもありがたいです。来週の授業参観、

楽しみにしています。今後とも宜しくお願い致します。 

・毎日楽しく学校に行っています！ 

・コロナ禍で今までと同じような行事は行えていないが、様々

な工夫で子どもたちが喜ぶ事を考え、実施してくれているのは

大変ありがたいと思います。（ソーラン節、バルーンリリース、

校外学習など） 

・コロナ禍の中、ホームページやクラス便りにて、子どもたち

の様子が見られたことがとても良かったです。文字だけでなく、

写真もあり、いつも楽しみにしております。行事やイベントな

どもいろいろと考えてくださり感染対策など大変な中であり

がとうございます。おかげさまで人見知りな娘もイベント等を

通してさらにお友達と関わり、家でお友達の話をすることが増

えました。とても学校が楽しいようで安心しています。まだま

だ大変な世の中ですが、どうぞ宜しくお願いします。先生もど

うぞお体を大切にしてください。 

・普段から小さな事でもメール等でお知らせをしてくれたり、

校外学習の際は HP に写真をアップしてくれるなど、とても安

心してお任せできており、非常に感謝しております。一つあげ

るとすると、仕方ないことかも知れませんが、クラスによって

少し指導方法が違ったりして、よく他の保護者の方と相談した

りすることがあります。なるべく偏りがないように指導の仕方

や行事の連絡等していただけると幸いです。 

・今年はコロナにより、過去に例のない特殊な年になりました。

先生方のご苦労お察しします。これからも子どもたちを宜しく

お願いいたします。 

・ピンクコースの下校についてですが、1，2年生の子ども達が

道路に広がり、走って帰ってくることが多く、車もよく通るの

で見ていてヒヤヒヤすることが多々あります。下校に通る人数

も多いので学校での指導をお願いしたいです。 

・動画の配信は嬉しい取組でした。継続してほしいと思います。 

・相談や色々なことを親切に対応してくださっています。あり

がとうございます。 

・夏に行った水遊びなど、コロナで行事が中止になる一方で子

ども達が楽しめる行事を計画していただき、感謝しております。 

・サケの卵を持って帰ってきたときはすごく喜んでいました。

いくらが魚になるのか？ たまに食べるいくらと違って黒い

目がある。その目から観察ノートを作り、毎日記入しています。

とてもいいことだと思いました。学校の授業は詳しくいろんな

ことを教えてくれて、とてもわかりやすいと言っていました。 

・入学前からコロナの影響で様々な不安がありましたが、先生

方も日々変わりゆく状況下でも懸命に子ども達のことを考え

取り組んでいただき、子どもが楽しく学校へ行けていることに

感謝の気持ちでいっぱいです。特に行事に関しては入学式に始

まり、校外学習や創立記念行事等、初めての学校生活で思い出

深いものになったなと感激しました。来年度もまだまだどうな

るか予測がつきませんが、今年度のように行事等も行っていた

だけたらありがたいです。 

・学校の教育制度 システムに満足しています。担任の先生、

いつもありがとうございます。 

・コロナ禍でも他の学校よりも多く行事をしていただけて良か

ったと思います。50周年記念のイベントの様子などもホームペ

ージで見ることができて、親も楽しめました。 

・こまめにＨＰを更新していただき、学校での様子や予定がわ

かりやすく、ありがたいです。コロナ禍にもかかわらず様々な

対策をとりながらイベントをできるだけ開催していただけて

楽しい思い出ができて嬉しいです。心配事があった時に相談日

にご相談することができて安心しました。学級だよりも毎回楽

しく拝見しています。 

・残念ながら初めての運動会はできませんでしたが、スポーツ

フェスタやマラソン大会、校外学習など、イベントをやってく

ださり、ありがとうございました。子どもも楽しんで参加でき

たようです。厳しい状況ですが、これからもできる限り活動が

行えることを期待しています。先生たちも体に気を付けて頑張

ってください。 

・50周年の記念として「バルーンリリース」をしたことはとて

も良かったと思います。なんとうちの子のお手紙にお返事をも

らえたことは親子共々とても感動しました。貴重な体験をさせ

ていただき、ありがとうございました。 

・毎日楽しく通っています。制限がある中でも先生方が工夫し

て充実した学校生活を送れるように配慮下さっているからだ

と思います。3学期も宜しくお願いいたします。 

・他の学校は、運動会など保護者も見学して行われているのも

あるのに、なぜなかったのでしょうか？ フェスタ見学なし、

全学年密になってソーラン節、道路での保護者の密集など、マ

ラソン大会も見学場所がいつもより狭く、これがどういうコロ

ナ対策なのか疑問を感じました。初めてのことで探り探りなの

はわかります。そして、毎日楽しく学校の話をしてくれるのは、



先生方のおかげだと思います。とても感謝しています。ありが

とうございます。 

 

【 ２年保護者 】 

・来年度はコロナの状況がどうなるのかわかりませんが、今年

度同様、出来る範囲での事をしていただけるとありがたいです。

ホームページの更新もいつも楽しみにしています。学校へ行く

機会がなくても身近に感じられて嬉しいです。お忙しい中、大

変なことだとは思いますが。今後も学校の情報を伝えてくださ

い。宜しくお願いします。 

・学校のホームページよく拝見しています。授業の様子等よく

わかるのでありがたいです。また、校外学習時の様子を何度も

アップしてくれたので安心しました。 

・登校時の旗振りは通年やってもらいたいです。 

・図書室に好きな本がたくさんあるようで、休み時間に通って

いるみたいです。読み聞かせの時間が楽しみらしく、「面白い本

だった－。本当は毎週がいいな」と子どもが言っていました。

（ボランティアの皆様ありがとうございます。） 

・本年はコロナウイルスの影響が大きく、イベントや毎日の生

活など色々と大変だったと思いますが、工夫して子どもたちが

学校生活を楽しく過ごせるようにいていただき ありがとう

ございました。 

・ソーラン節やリレー、マラソン大会などコロナで中止になら

ず、対策をしてでも、行ってくれて、子どもたちにとってすご

く良い体験になったと思いますので、来年もぜひお願いします。

来年は運動会をしていただけたら、すごくうれしいです！！ 

・家族が体調不良で休んだときに、毎日連絡をしてくださり、

宿題やその日に行った授業範囲を伝えてくれたのは本当に助

かりました。登校できるようになったときの負担が少なかった

ように感じます。 

・いつも細やかなご指導、ご配慮ありがとうございます。マラ

ソン大会やソーラン節も来年度も継続していただけたら嬉し

いです。宜しくお願い致します。 

・今年度はコロナウイルスの影響により、何かと大変だったこ

とと思いますが、環境設定、衛生面への配慮が特にされていて

良かったと思います。クラス便り等、いただくことで生活の様

子を知ることが出来ました。漢字や計算など繰り返しプリント

やテストをしていただけたことで少しずつ定着してきたよう

に感じます。体調を崩し、長期欠席をした際、授業の遅れをと

らないよう、課題をいただけたりしたことで何とかついていけ

ていたようです。ありがとうございました。 

・バルーンリリースは動画を見て感動しました。このようなイ

ベントに自分の子どもが参加できるなんて、とても貴重なこと

だと思います。今年はコロナで大変な年になってしまいました

が、その中でも充実した学校生活を送れたのではないかと思い

ます。 

・登下校の見守りを１年中してほしいです。親の旗振り、ボラ

ンティアの方（地域の方）も横断歩道に立ってくれますが、誰

もいない日があるので。メールでの情報の配信はとてもありが

たいです。 

・上履きの汚れを見ると衛生面が気になります。せめてトイレ

のスリッパがあるといいと思います。コロナ対策の換気もクラ

スによって異なったり、少し不安や不信感もあります。 

・学校というより、今の担任の先生にとてもよくしていただい

ていて、とても感謝しております。こんなに一人一人の児童と

向き合ってくれて、勉強もしっかりと教えてもらえる先生に巡

り会えて本当に良かったと思います。また同じ先生の児童にな

れたらと願っています。 

・低学年に感染予防を徹底させるのは大変だと思いますが、毎

日元気に登校を続けることができ、先生方のご尽力に感謝して

おります。 

・バスを乗車しての校外学習を行うことができ、学校側のご負

担も大変だったかと思われます。しかし、実現でき各学年の行

事ひとつとして、子ども達の思い出となることに感謝いたしま

す。 

・休み時間に一緒にドッジボールをしてくれて楽しいようです。 

・子供から身体的特徴をからかったり、人種差別的な発言をす

る子がいると聞いています。そういった部分は今後いじめに発

展する原因にもなりかねないかなと思いました。あと登下校班

の制度をぜひ取り入れてほしいです。高学年が責任をもって低

学年の面倒を見る習慣付けにも良いと思います。コロナ禍での

行事開催は大変だったかと思いますが、保護者にも伝える工夫

を色々されていたかと思います。ありがとうございました。 

・バルーンリリースはまたやりたいと言うほど、楽しかったよ

うです。そのような記念の年に参加できたことが、思い出にな

ったと思います。その後のお手紙がこんなにたくさん来るなん

て！とホームページを見て私も感動しました。クラス対抗リレ

ーがとても見たかったです。 

・3 人兄弟の末っ子ということもあり、親に甘えたい気持ちも

あってか遅刻に付き合って登校するということがあります。そ

の都度、先生とお話しさせていただいたり、次の日のために行

事の予定をさりげなく教えてくださったり助かっています。何

より相談にのっていただいて、一緒に良い方向を考えてくださ

るのが保護者にとって心強いです。今後とも宜しくお願いいた

します。 

・ボランティアに参加していただいた保護者さんに感謝してい

ます。ありがとうございました。 

・ホームページ、メールの連絡がとても助かりました。 

・毎朝元気に学校へ出発し、それが娘にとっては当たり前な

日々であることが大変有りがたく嬉しく思います。大変な世の



中ではありますが、今後も子ども達の心身の成長のために大切

な学校生活が続きますように。宜しくお願いします。いつもあ

りがとうございました。 

・コロナ禍で大変な中、学校も行事などを考えてくれて、子ど

もはそれを楽しみにしていました。来年度、コロナの状況がど

うなるかわかりませんが、少しでも楽しい行事が行えるといい

なと思います。 

・休校中に漢字など嫌いになってしまったのですが、学校再開

し、先生に褒めていただいたり、コツを教えてもらい好きにな

っていました。勉強が好きというのは大切なことだと思うので、

とても感謝しています。 

・男の子に登下校含め、からかわれたり、下品な言葉を使って

いたりして困っていると先生に伝えたらしいですが、何も変化

はないようです。逆に娘があきらめてしまいました。 

・学校の行事について連絡メールなどを通じて動画や写真を配

信いただけて良かったです。今後も期待しております。 

・不審者情報なども連絡メールいただき注意できました。 

・今回トイレ清掃には参加できなかったのですが、環境の整備

について保護者の協力を得て協同で実施するのは良いと思い

ます。 

・算数のかたちがわからなかったそうです。 

・コロナの影響で大変な中、保護者が少しでも学校での子ども

達の様子が見られるように色々な先生方が考えてくれている

のが伝わる 2 学期でした。バルーンリリースにマラソン大会、

とても良かったです。来年度も例年通りにはいかないと思いま

すが、子ども達が楽しく安全に学校生活を送ることができれば、

保護者としては満足です。子ども達はクラスでお楽しみ会をや

るということだけでウキウキしています。「今度、クリスマス会

やるんだよ♪」と今から楽しそうに話してくれます。お楽しみ

会など、クラスで楽しめるイベントは継続してやってほしいと

思います。 

・お手紙やメール、ホームページで情報を適宜発信していただ

けるので、安心につながっております。コロナ禍で制限も多い

中、いろいろな行事に参加させていただけて、子どもも喜んで

おります。ありがとうございます。 

・封筒に入れて提出なら封筒を用意してください。毎回毎回封

筒はありません。年間を通して名前入りで作ったらどうです

か？ 

・先生に任せていますので、これからも宜しくお願いします。 

・コロナで大変な中、50周年イベント等、色々計画してくださ

り思い出深い 1年になったと思います。ありがとうございまし

た。 

・先日の濃厚接触者が出てしまった教室、トイレ等の消毒や学

校の今後の対応が気になりました。陰性だっただけでは少し不

安な報告かと思います。 

・担任の先生には出張が多い中、授業を行っていただき感謝し

ています。 

・いつもお世話になっております。HPの 2年生のページをもう

少し更新してほしいなと思います。 

・ホームページをまめに更新してくれているので、学校や行事

の様子がわかってありがたいです。 

・いつもお世話になりありがとうございます。50周年イベント

は本当にすごいもので思い出になりました。マラソン大会での

AB分けはコロナがあるからなのかと思いますが、試走の順番決

めではみんな一緒に走ったと聞いたので本番も一緒で良かっ

たのではないかと思ってしまいました。保護者も自分の子の学

年が終わるまで帰る人がほぼいなかったので、それでも何より

開催してくださったこと、ありがとうございました。 

・コロナ禍で中止になった行事が多いが、できる範囲で行って

くれたことはとても良かったです。日々の先生方のコロナ対応

がしっかり子どもたちにも伝わっていて日常の生活の中でも

守ってくれています。学校での様子も日々更新されているので

安心して学校生活を送らせる事が出来てます。 

・先日の引き取りの時、個別対応は難しいと思いますが、就業

中にメールを確認できない親もいると思うので今後そのよう

な親たちへの対応を考えてほしいです。 

・コロナの連絡が早くてとても助かりました。夜遅くても連絡

があった方が良い。 

・今年はコロナで大変な中、本当にがんばって下さり、ありが

とうございます。 

・いつも楽しく登校しています。ありがとうございます。 

・サケの卵をもらってくるのを毎年楽しみにしております。姉

弟で毎日観察しながらお世話しております。 

・コロナ禍の大変な中ですが、いつも先生方にお世話になり、

ありがとうございます。休校期間もあり、子どもの学校での姿

がわからなかった状況が少し残念でした。リモート等での授業

参観など、今後より子どもの学校での様子が知ることができれ

ばと思いました。担任の先生からは電話及び連絡帳を通じてい

つも細かくお知らせいただきありがとうございます。今後とも

宜しくお願い致します。 

・様々な行事を計画、実行してくださり本当にありがとうござ

います。近隣の学校の保護者からも「古ケ崎小の先生方はすご

く工夫してくれているね！」とよく言われます。本当にその通

りだと感謝の気持ちでいっぱいです。大変なこともまだまだ多

いかと思いますが、今後とも宜しくお願い致します。 

・今年度はコロナの影響により環境設定、衛生面への配慮が特

にされていて良かったと思います。子どもたちが安心して、楽

しく学校生活を送れていることに感謝しています。視力低下に

ともない座席の配慮などしていただき、助かりました。体調を

崩し長期に欠席した際、授業の遅れをとらないよう、課題をい



ただけたことで、何とか学力も追いつけたように思います。お

忙しい中、ありがとうございました。 

・校外学習、町探検、バルーンリリースなどのイベントを行っ

ていただき、ありがとうございます。とても楽しく参加できた

ようで珍しく学校の話を聞く前に話してくれました。参観日も

楽しみにしています。今後も宜しくお願いします。 

・コロナで大変な中、校外学習や町探検 子どもはとても楽し

くできたようです。ありがとうございました。 

・担任の先生は児童から人気があり、先生から学んだお話に興

味があるようです。できれば、来年も先生になれば幸いです。

先生方コロナの中、大変かと思いますがご対応ありがとうござ

います。今後とも宜しくお願い致します。 

・親が考えている方法とちがう方法などでも学んでいるようで、

とてもわかりやすいと思いました。（計算など） 

 

【 ３年・ひばり保護者 】 

・定期的に学級通信を出してくれてクラスの様子を知ることが

でき、ありがたいです。お忙しい中ありがとうございます。 

・マラソン大会当日にメダル授与をするパターンは良かったと

思います。 

・来年度もＨＰで日々の様子をアップしてもらえるとうれしい

です。 

・コロナ禍の中、学校でのイベントがなくなっていく中で、校

外学習は子ども達にとってもですが、私たち親からしても行け

ることができてうれしかったです。密にならないよう、行き帰

りのバスも座席を１つずつあけて、バスの台数も増やし、学校

側の負担も大変だったと思います。子ども達のためにありがと

うございました。いつまで、この状態が続くかわからないです

が、体調には気を付けて来年も子ども達を宜しくお願いします。 

・体験することを大事にしてくださり、工夫をしながら様々な

行事を行ってくださり、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

例年にない消毒作業や休校時の課題作りなど、先生方のご負担

が大きかったと思いますが、そんなことも感じさせない日常を

送らせていただき、ありがとうございます。 

・連絡メールの頻度も多く、迅速に対応していただいていると

思います。個人的なことですが、骨折で数日学校をお休みした

際、授業で進む範囲を教えていただいたり、手紙をまとめてい

ただいたり、ありがとうございました。クラスのみんなからの

メッセージ、うれしかったです。 

・コロナ禍、先生方には頭が下がるばかりです。いつもありが

とうございます。 

・コロナ禍の中でも様々な体験ができるよう計画していただき、

ありがとうございます。毎年の行事ができなくなっている中で、

校外学習に行け、子どもも喜んでいました。 

 

・コロナ対策をしながら行事をたくさんやれたことに感謝しま

す。ありがとうございます。 

・今年のマラソン大会では、メダルを取得したくて毎日練習し

たいと頑張っていましたが、今年は取得できず・・・。完走で

きたことが一番良いことだけれども、メダル来年も継続してい

ただきたいと思いました。 

・バルーンリリースがとても楽しかったみたいで、返事が来な

いかと楽しみにしています。江戸川に行けなかったのが残念で

した。 

・色々なことが自粛されている中、遠足やマラソン大会、５０

周年の記念行事などを行ってくださったことは、子どもにとっ

ても、とても嬉しいことだったし、よかったなと本当に思いま

した。ありがとうございます。風船飛ばしはまたやっていただ

きたいです！ 

・放課後キッズルームは昼間少し働いている人には、とてもあ

りがたい場所です。子どもが早帰りの時こそ放課後の居場所が

なくなってしまうので開室していただけるとうれしいなと思

いました。宜しくお願いします。 

・クラスのお便りは読むのが楽しみです。 

・１組が先に帰りの会が終わって外で２組が終わるのを待って

いたとき、１年生の先生に「早く帰りなさい！」と強めに言わ

れたそうです。学校から早く帰ることが大事なのか、誰かに声

かけられたときにこわいから、集団というか２人で帰ることが

大事なのか、私もどう言ったらよいかわかりませんでした。 

・英語をもっと早く、多く、レベル高くやってほしい。 

・楽しいこと、ラクなことに流されやすいむすこですが、担任

の先生の指導のおかげもあって、自発的に取り組める姿勢が見

られるようになってきました。勉強面でも心配なことはなく

（並ですが）、友だちとの関係も本人からは良好と聞いており、

毎日安心して登校させることができております。児童数も多く、

先生方も大変な中、たくさんの先生方と様々な関わりが持てて

いることにびっくりしておりますが、電話した際も○○くんの

お母さんですね！！と認識してくださっている点は親として

も非常に安心できるポイントです。（ごめいわくばかりかけて

いるかもしれませんが・・・。）今後もたくさんのサポートを宜

しくお願いします。担任の先生のクラスはプリントをまとめて

ホチキスでとめてくださるので兄弟の多い親としては非常に

ありがたいです。 

・このコロナの大変な中、先生方には色々と対策しながら行事

などやってくれて、感謝しかありません。子どもはそれでも学

校に行くのが楽しいらしく、毎日楽しく過ごしています。マラ

ソン大会は２日間でしたが、いつもより前で見られたのでよか

ったと思います。 

・全校ソーランやバルーンリリース、遠足など、行事を実施し

て頂き、子どもは学校生活をより楽しむことができたと思いま



す。ありがとうございました。マラソン大会も応援することが

でき、久しぶりに頑張る姿を近くで見ることができて感動しま

した。 

・お忙しい中、いつも対応していただいて、ありがとうござい

ます。今年はコロナで色々と大変だったと思いますが、行事も

できたし、ちょっとは思い出ができたと思います。先生方も体

調に気を付けてこれからも宜しくお願いします。 

・朝学習の時間を朝読書の時間に変更されてから、本を読む時

間が増えたように思います。（土日も読むようになりました。）

少しずつですが、本に興味が出てきたことを嬉しく感じていま

す。今後とも宜しくお願いいたします。 

・いつもお忙しい中、ご指導いただきありがとうございます。

他校の学校ＨＰも閲覧することがあるのですが、古ケ崎小のＨ

Ｐは見やすく情報発信も早いので保護者もＨＰをチェックす

る意識が高いです。特に働いているとか、コロナ禍で学校に行

く機会も少ないのでＨＰならいつでも情報が得られて助かり

ます。（個人的には給食の献立のコメントを見るのが楽しみで

す。来年度も継続してください。） 

・子ども達と一緒に遊んでくださり、ありがとうございます。 

・行事が中止になる中、工夫して子ども達が楽しめることをし

ていただいて、感謝しております。ＨＰで学校の様子が見るこ

とができ、楽しみにしています。 

・ホームページを頻繁に更新してくださるので、学校の様子が

わかっていいと思います。ずっと続けてほしいです。 

・学校に行くことがないので学校でのことを聞かれてもわから

ないです。子どもに聞いてもわからないと言っていました。評

価の「Ｄそう思わない」というより、わからないという回答で

お願いします。 

・いつもお世話になっております。楽しく学校に行っているみ

たいです。3 年生になって新しいお友達ができ、嬉しそうでも

あります。今後とも宜しくお願いします。 

・近所のスーパーの見学が面白かったそうです。普段はできな

い色々な体験ができ、有り難いと感じております。お習字も家

では教えられないので、とてもありがたいです。 

・担任の先生ではありませんが、職員の指導の仕方に疑問を感

じる部分がある。 

・コロナ禍で出来る範囲のことをいろいろ考えて実行してくだ

さること、とても有り難く思っております。子どもにとっては、

そのことが一生の思い出になるはずです。「コロナだからこそ、

がんばれた！」と思えるような教育活動をこれからも行ってほ

しいと思います。 

・授業中に立ち歩いたり邪魔をする子どもがいると聞きました。

授業を行いながらの対応は大変かと思いますが、常に目を配っ

ていただきたいです。けじめができるよう、しっかり声掛けを

お願いいたします。 

・子供たちの学校の様子をホームページにのせていただいて見

ることができ、楽しく拝見しています。今後も続けてほしいで

す。子どもとよく触れ合って一緒に遊んでくれている担任の先

生にありがたいです。学校に行くのが楽しく安心しています。

ありがとうございます。 

・担任の先生は一生懸命で笑顔でいい先生だと思っています。 

・休校解除、土曜日でも配信いただけて助かります。このよう

な中でも色々な取り組みを考えてくださり、ありがとうござい

ます。 

・コロナの対策や大変な中、日頃から先生方には感謝していま

す。毎年クラス替えがあるので、クラスの写真がないのが淋し

いです。ホームページはほぼ毎日見ていますが、大人になった

時小学校での思い出が残らないのは少し淋しい気がします。ハ

シやスプーンを持っていくのはとても良かったと思います。安

心して給食を食べることができたと思います。コロナの中で、

できる限りスーパーや梨園など見学に連れて行ってくださり

ありがとうございました。 

・いつもお世話になっております。コロナ禍の中、行事が中止

になっていることもありますが、子ども達の思い出に残るイベ

ントなど実施して頂いて感謝しております。 

・コロナの心配がある中で、できる限りの配慮をしていただき、

本当にありがとうございます。どうしても仕事も増え、心痛も

おありのことと思います。先生方もどうぞご自愛ください。 

・コロナの中、先生方には工夫して子ども達が喜ぶ行事を企画

してくださり、ありがとうございます。先生方のご苦労があっ

てのことと思います。娘はおかげさまで楽しく学校に通ってい

ます。バルーン、ソーランが特に楽しかったそうです。クラス

レクも。 

・勉強はできる方なので宿題もあっという間に終わってしまい

ます。もう少し量を増やしてもいいかなと思います。（自主学習

は全くしません。） 

・コロナ禍の中、以前のようにはいかず、先生たちの対応も大

変だと思います。お疲れ様です。この前の 2，3 年生のお迎え

（引き取り）の時は、他学年の兄弟がいるのでそっちは帰さな

くていいのかな？と疑問に思いました。 

・マラソンで 2グループに分かれたことで順位がわかりづらか

ったです。本人も気持ちが下がり気味になり、やる気が去年よ

り下がってしまいました。（順位よりタイムの方が大切だとは

思いますが、子どもは順位の方が気になるようでした。）しかし、

コロナ禍でも、開催してくださったことには感謝しております。

ありがとうございました。 

・ホームページで写真や動画など配信して下さり、感謝してい

ます。 

・コロナ禍で大変な中、ありがとうございます。全校ソーラン

は 2年目になると思いますが、はっきり言って全然見えません。



もし来年運動会ができたのなら、運動会では全校で踊り、その

後、授業参観日に学年のみで見せていただけると嬉しいです。

マラソンは昨年、多くの転倒者を出していましたが、今年は人

数を減らしたこともあって改善されたと思います。来年もこの

スタイルがいいと思います。 

・人によって先生の対応が違うという話をよく家でしています。

自分はされていないけど、○○くんの時はおこらなくて、○○

くんの時はおこられているなど、いわゆるひいきのようなこと

は聞きます。子ども達には注意するのに先生はやっていないな

どの矛盾もよく聞きます。子どもは思っている以上によく見て

いると思います。 

・この状況の中で色々な行事に取り組んでいただいて嬉しく思

います。子どもも楽しい思い出が作れたようで良かったです。

動画の配信や写真の販売など、これからもしていただけると嬉

しいです。 

・校外学習などの際に写真をホームページにのせてくれたり、

メールをくれたり学校の様子がリアルタイムでわかるのは良

いです。 

・江戸川での授業が天候により中止となり、楽しみにしていた

ので残念そうでした。来年こそはできたら良いなぁと親として

も希望しています。 

・12/4の突然の引き取りメール、仕事をしている保護者、仕事

中は携帯を持つことができない、その親のために時間に間に合

わない児童を体育館で預かってもらえたこと、しっかりとした

対応で先生たちにとても感謝しております。 

・学級通信を写真入りでこまめに出してくれてありがとうござ

います。 

・ホームページの充実、動画配信や手紙、学級通信によるふん

だんな情報公開がとてもありがたく、それと毎日子供から聞く

学校での話題も楽しい話ばかりなので、授業参観等、学校に行

く機会はなくても親も一緒に参加している気分で過ごさせて

いただいています。緊急事態宣言による休校か始まった今年度、

勉強の遅れ等心配もありましたが、感染予防対策にしっかり配

慮してくださり、制限の多い中でも安心してふだん通りの学校

生活を送らせていただいたこと、先生方に本当に感謝の気持ち

でいっぱいです。他県ですが、いまだに土曜登校が続いていま

す。その負担を考えれば早々に運動会、林間や修学旅行の中止

を発表し、時間の短縮で 7時間授業とした松戸市の対応も適切

だったと思います。昨年度、上の子の卒業式から合唱ができな

くなり、いまだに歌うことができず音楽祭も中止となり、とて

も残念でした。子ども達の素晴らしい歌声が大好きなので、早

く学校に歌声が戻るといいなと思います。 

・子供が休んだ際に授業の遅れを懸念している旨を伝えた所、

担任の先生が休んでいる間に進んだ単元の詳細を手書きのお

手紙で教えてくださいました。子どもも大変喜んでおり、とて

も助かりました。クラス便りも学級の様子がよくわかり、いつ

もとても助かっております。先生がクラスのみんなをよく観察

していることがわかります。 

・このコロナ禍でイベントなどの開催が厳しい中、50周年イベ

ントやマラソン大会など、子ども達にとって良い思い出ができ

て、良かったと思いました。来年は運動会ができるといいなと

思います。 

・1 年 2 年と別の小学校で過ごし多感な時期での転校、コロナ

で登校できない時期もあり、不安なスタートとなりましたが、

児童数も多い中で様々な先生方からお声をかけていただいた

り、関わっていただくことも多く安心して登校することができ

ております。ありがとうございました。クラスでの関わりもお

友だち、担任の先生に支えられて学習の習慣がつき、授業にも

ついていけるようになったようで、家でも自ら学習できるよう

になりました。まだまだ不安な時期ではありますが、勉強面だ

けでなく生活面でもよい影響のある環境で生活できています

ので今後ともサポートを宜しくお願いいたします。 

・動画を配信してくれるのは、とても良いです。ありがとうご

ざいます。 

・学校のお便りがとても楽しみです。クラスの様子がよくわか

り、改善点もわかり、とても助かっています。お忙しい中発行

されるのも大変だと思いますが、今後も無理のないよう（写真

だけでも）宜しくお願いいたします。 

・自粛中からＨＰを見るようになり、今では週に１回は必ず見

ています。他学校のお母さんから羨ましがられるほど、こまめ

にアップしてあるので、とても有り難いです。いつもありがと

うございます。 

・毎日、ホームページを見ています。給食の写真楽しみにして

います。たまには、食べている児童の写真もあると良いと思い

ます。こんな状況ですが。 

・登下校の安全確保については地域の方の活躍がありがたいと

思います。 

・旗持ちをして立っている時に感じるのですが、あいさつに元

気がないように感じます。 

・現状、コロナとの戦いでみんな不安、我慢の中、先生たちの

おかげで校外学習にも行けて、マラソン大会もできて本当にあ

りがたいです。 

・コロナ対策もしつつ、色々な行事を行っていただいたことに

感謝しております。動画のネットでの公開は来年もやってほし

いなと思いました。 

・今年は保護者が学校での様子を実際に見ることができません

でしたが、ホームページで写真を見れたりしたので、良かった

です。 

・マラソン大会が見られてよかったです。体育館がすごく古い

と感じている。改修工事が必要なのではと思っていますが、ど



う思いますか？ 

・コロナ禍の中大変なこともありますが、いつもありがとうご

ざいます。行事も減ってさみしいですが、マラソン大会無事に

行えて応援もできたので良かったです。また河川敷で走る姿も

見たいです。 

・本人の良いことも悪いこともその都度ご連絡いただけてとて

もありがたいです。 

・学校の先生のお仕事は本当に大変だと思います。朝早くから

夜遅くまで職員室のあかりを見ては頭が下がります。いつもあ

りがとうございます。あまり無理をせず、先生も心身ともに健

康でいてください。 

・今年度は授業参観等がコロナの影響で少なく、日程も合わず

見られませんでした。でも、学校があるだけで学習の場がある

だけで感謝です。行事も大事ですが、今は無理のない程度に計

画をお願いします。 

・コロナが流行している中、子どもたちの為に行事を企画して

いただきありがとうございました。今年は夏祭りなど楽しいイ

ベントがすべて中止になってしまいパッとしない 1年でしたが、

学校での行事が色々あり、子どもにとっては何もない年ではな

かったと思います。特にバスでの校外学習は楽しみにしており、

お菓子を用意したり持ち物をチェックしたりずいぶん前から

心待ちにしていました。思い出に残る行事を考えてくださり、

大変感謝しております。 

・ひばり学級にて 1対 1で指導していただき、少しずつですが

理解しているようです。今後も苦手な教科は 1対 1で指導をお

願いしたいです。少しでも学力が伸びると助かります。宜しく

お願いします。 

・学校内での出来事を自分から話してくることはなく、聞いて

もわからないことが多いので HP やクラス通信で写真とともに

載せてもらえると写真を見ながら子どもと話が出来て助かっ

ています。 

 

【 ４年保護者 】 

・4年生もＨＰを更新してくれると良いな。 

・今年度は大変な中、校外学習やマラソン大会を実施していた

だき、ありがとうございました。 

・マラソン大会での先生達の対応が良くない。 

・コロナの中、校外学習やマラソン大会などの行事を実行して

いただき、ありがとうございました。マラソン大会は久しぶり

に子どもたちの頑張る姿を見ることが出来てとてもうれしい。 

・漢字テストで点数にかかわらず、再テストがあったのは良か

ったです。更にいい点を目指すために何度も自然と復習が出来

ていたようです。 

 

 

・家庭に体調不良者が出て休んだときに下の子のクラスの先生

は毎日連絡をしていただけ、宿題やその日の授業範囲を教えて

くれました。とても助かったので、学校統一でお願いしたいで

す。 

・近隣の学校に比べてコロナ禍の中でもイベントやクラス対抗

等を考えて、実行してくれるところは本当に嬉しい。子どもも

喜んでいる。このような手紙が来るたびに書いているのだが、

PTA 会費等を使って飼育小屋を新しくするなり、修理するなり

すべきだと思う。私も古ケ崎小卒業生だが、私のいた頃から同

じ飼育小屋で中にいる動物たちも環境が悪くかわいそう。コメ

ントしてもスルーされるのも書いている意味があるのか？と

思う。 

・先生から貸していただいた本を機に、本が嫌いだった娘が家

でも読書をする程になりました。ありがとうございました。コ

ロナで行事が中止になる一方で、更に行った水遊びなど、子ど

もたちが楽しめる行事を計画していただき、感謝しております。 

・運動会がなかったので、行われたスポーツフェスタ？のクラ

ス対抗リレーが本人は楽しかったようです。普段足が速い子の

みのリレーですが、全員参加でよかったと思います。私も見た

かったです。 

・コロナ禍の中、色々な対策を取って行事や少しでも思い出に

残るような取り組みをしていただいて、休校中の子どもたちの

ストレスが徐々に軽減されてきたように感じます。ありがとう

ございました。クラスが団結して取り組む行事は子どもも盛り

上がって、学校生活が楽しいようです。なかなか読書が苦手な

子なので読書に興味を持ってほしいのですが、宿題などで出し

ていただけると読むのかな？と思ったりします。 

・いつもご指導いただきありがとうございます。コロナ禍で行

事などが難しい中、遠足やバルーンリリースなど子どもが楽し

める行事を行っていただき、ありがとうございました。感染対

策が大変だと思いますが、授業だけでなく子どもが学校が楽し

いと感じられる活動を今後もお願い致します。 

・◯◯くん、◯◯ちゃんが嫌だ、クラスの子と話しても楽しく

ない。最近、そんな発言が目立ちます。いよいよ高学年になっ

てきたなと感じています。いじわるな子、話を聞かない子等、

不満はあるようですが、気持ちを切り替えたり、気にしすぎる

と疲れちゃうよと家庭では話を聞いてアドバイスをしていま

す。 

・コロナ禍の中でできるイベントや校外学習をやっていただき、

子どもたちは楽しく過ごすことが出来ました。感謝しています。 

・今の担任の先生の授業がわかりやすく楽しい話をしてくれる

ようで、たまに話をしてくれます。いつもありがとうございま

す。 

・HP「◯年生の様子」について、学年ごとに更新頻度にばらつ

きがあり、少ない学年は残念に感じました。 



・このコロナ対策の必要な中、こまかい配慮をありがとうござ

います。（勉強面や衛生面など） 

・ホームページをまめに更新してくれているので学校や行事の

様子がわかってありがたいです。 

・子の給食不安に対して相談にのっていただき、ありがとうご

ざいました。 

・以前は自主勉強はほとんどやらなかったが、時間を決めたら

やるようになってきた。（時々ズルしてます！）勉強する姿勢が

増えてきたので、良かったと思います。 

・学校に行けることがとってもすごいということ、大人になっ

ても忘れないでほしいです。支えてくれている全ての人に感謝

したいと思います。 

・小学校の 50 周年という節目が忘れられない 1 年となり、良

くも悪くも記憶に残る年でした。先生方におかれても、苦労の

絶えない年でしたが、未来は明るいと信じて子どもたちが過ご

してほしいです。 

・今年は古ケ小 50 周年ということで、バルーンが楽しかった

と本人が言っています。とても貴重な体験ができて、良かった

です。 

・毎日宿題があるので、学習の習慣がついたと思います。授業

もとてもわかりやすく板書も見やすいと言っていました。 

・この年度はコロナの影響で行事も制限される中、５０周年と

いう大きな節目を迎えられたことは喜ばしいことと思います。

時間がたって届いたバルーンリリースの返事をホームページ

で拝見するのを楽しみにしております。返事の届いた子は一生

の思い出となる出来事だと思います。 

・コロナの不安もある中、色々な行事を開催していただき、子

どもも楽しく参加することができて有り難く思っています。ホ

ームページ更新や動画配信も楽しく拝見しています。日々の学

校生活は友だちとの関係で「楽しくない」と話します。行事は

「楽しかった」と笑顔を見せますし「学校に行きたくない」と

は言いません。４年生もあと少し。大きな問題とならず終えら

れると良いと思っています。 

・学校ＨＰがとても見やすく、学校の生活がわかるので、引き

続き興味深い記事をのせてください。 

・№２アンケートを実施していた事は知っているが具体的な取

り組みは知らない。№１０具体的にどのような取り組みをされ

ているのかを知らない。 

・コロナにより先生方の業務量が以前にも増して増えているの

であろう中、対策を考え行事を開催していただき、ありがとう

ございます。マラソン大会、校外学習前に体調を崩し休んでい

た際に、登校の目安について毎日相談にのっていただき助かり

ました。 

・コロナ禍の中で出来ることが少ないながらも子ども達が楽し

める行事を考えていただきありがとうございました。 

・今年は特に感染予防をしていることもあり、カゼもひかずに

過ごせています。大変な中色々ありがとうございます。 

・コロナ禍 毎日ありがとうございます。 

・今年度から学習指導要領が大幅に変わると聞いていたので子

ども達の学習がどうなってしまうのか大変不安でしたが、先生

方のおかげで子どもも楽しく学習や行事ができていることに

感謝しています。色々な制限がある中での対応、本当に大変だ

と思いますが、今後とも宜しくお願いします。 

・コロナ禍でも他の学校よりも多く行事をして頂けて良かった

と思います。５０周年記念のイベントの様子などもホームペー

ジで見ることができて親も楽しめました。 

・コロナ禍の中、いつもありがとうございます。ガラリと変わ

ってしまった日常で子ども達も少なからずストレスに感じて

いると思います。２学期は色々と制限はありましたが、行事を

通して明るい笑顔が見られたこと本当に良かったです。ご配慮

いただきありがとうございました。 

・校外学習や学校行事など画像と一緒に内容をホームページに

公開してくれて様子がわかりやすくて、とても感謝しています。

毎回楽しみです。ありがとうございます。 

・校外学習に行けて良かったです。（写真は買えないでしょう

か？）コロナで大変だと思いますが、宜しくお願いします。 

・今年は行事が少なかったですが、その分動画でその様子を見

れたりするなど先生方も工夫されているのが伺えました。あり

がとうございます。登下校の安全確保という面でぜひ登下校班

制度を導入してほしいです。高学年が低学年の面倒を責任をも

ってみるという意識づけは大事かなと思います。今は“自分は

自分”というバラバラな印象が見受けられます。 

・動画の配信は嬉しい取組でした。継続してほしいと思います。 

・今学期は学年でのミニ運動会、校外学習、マラソン大会など

行事に参加することができて、子ども達にとっても、やりがい

となり、学校生活の楽しさを思い出したのではないでしょう

か？保護者としても学校からのこまめな情報発信のおかげで、

安心して通わせることができました。今後とも宜しくお願いい

たします。 

 

【 ５年保護者 】 

・いつも学校のＨＰを楽しく拝見しています。学校の様子がく

わしく紹介されていて、とてもありがたいです。また、コロナ

禍の中、５０周年イベントやマラソン大会なども行っていただ

き、子ども達も思い出が残せたと思います。対策等が大変だっ

たとお察しします。感謝します。 

・今年度は林間学園が中止となり、先の見えないコロナ禍で校

外学習を決行したことに大変感謝しています。リスクや反対意

見がある中で、子ども達がさまざまな体験ができたことには、

先生方のご協力がなければ、成し遂げられなかったことでしょ



う。本当にありがとうございました。 

・コロナ禍での個人面談、大変だったかと思いますが、実施し

て頂き、先生とお話しできて安心いたしました。マラソン大会

では、保護者エリアが密になってしまい、少しはなれたのです

が、教頭先生にエリア内に行くよう手でのジェスチャーがあり

ました。子ども達からも十分離れていました。保護者エリアを

広くしてもいいと思いました。 

・イベントが中止になる中、校外学習もあり、ソーランも踊れ

て思い出を作ることができ、感謝しています。林間がないのは

残念ですが、来年は日光に行けると良いですね。クラスの雰囲

気も良く、仲間外れなどの心配事がなく、通学できています。

ありがとうございます。 

・夕方、暗くなるのが早いですが、プール脇など、学童の子供

が歩きにくそうです。防犯灯（？）のようなものがあると良い

かと思います。 

・コロナ対策についてクラスごとに差があるように聞いた話で

感じることがあります。換気、消毒など今一度全校で徹底して

やっていただきたいです。 

・コロナ禍において学習に時間をとることも難しい中、学校行

事等にも力を注いでいただけて先生方に改めて感謝いたしま

す。ありがとうございます。何かと不安がっていた子どもも楽

しんで学校に通えています。まだいろいろと制限されているこ

ともあるとは思いますが、今の環境含め子ども達に学んでいっ

てもらえたら・・と思います。 

・絵の具や習字など終わった後にすぐに自分であらうことはで

きないでしょうか？  

・担任の先生には感謝です。先生の話もしてくれますが、やっ

ぱりコロナなので色々心配です。 

・今年度はとても大変な 1年になったと思いますが、その都度

いろいろな方法を考えてくださり、活動してくださったことに

感謝しています。早く今までのように普通のことが普通にでき

るようになるといいですね。これからも宜しくお願いします。 

・子は先生を信じて安心して楽しく過ごせているようです。 

・行事が中止となる中、校外学習、マラソン大会、50周年のイ

ベントなど、様々な感染対策をして下さり、実施できたことを

大変うれしく感謝しております。部活もできるようになり、子

どもも大変喜んで登校してます。本当にありがとうございます。 

・（わかりやすく伝えられる子どもに育てる） 学校はそのため

に何をしているのかわからないです。 

・ホームページ 毎日見ています。学校の様子が少しわかるの

でありがたいです。 

・５０周年のバルーンリリース 夢があってよかったです。 

・担任の先生は子どもの相談相手になっていただけて、4 年生

の時より楽しく学校に行けているのでよかったです。 

・ホームページ等を活用して学校での様子を公開してくれてい

ること とても楽しみにしています。ただどういった教育活動

（設問２、１０）はよくわかりません。具体的に示していただ

けるといいなと思います。 

・○○くんがいまだに「キモイ」と言ってくる。他の子には「死

ね」とも言っているようです。言われているお母さんから聞き

ました。先生が何回行っても改善しないので○○くんの親御さ

んに今の状態を言ってもらえませんか？ このまま変わらな

いと、これから先、違う子にも被害が出ます。宜しくお願いし

ます。 

・いつもお世話になります。子どもの性格柄、学校のことを細

かく報告してくれる訳ではないので、学校のＨＰでどのような

行事や取り組みが行われているのか情報公開していただける

ので非常にありがたいし、子どもの様子など細かく見ていただ

けて本当に助かっています。また、コロナ禍で学校行事を変更

せざる状況になりましたが、校外学習についても全く行わない、

また近隣の場所へという学校が多い中、感染対策を考慮しなが

ら実施していくというリスクを背負いながらも計画していた

だいたことに感謝します。また来年度もどのような状況になる

かわかりませんが、いつも子ども達のことを考えてくださる学

校と引き続き前向きに頑張っていただきたいです。 

・中学校では回答用紙の封筒が配付されたので、小学校でも用

意してほしい。 

・日々、楽しい学校生活を送らせていただいております。いつ

もありがとうございます。今年はコロナ予防で行事が少なかっ

たので、50周年記念のクラス写真などを作っていただき、うれ

しく思いました。いい思い出になると思います。 

・行事に関してですが、コロナ禍の中、色々考えて校外学習や

スポーツフェスタなど子ども達が楽しめることを考えてくれ

て感謝しています。ありがとうございました。 

・コロナで大変な中、校外学習等楽しい思い出ができ、大変嬉

しく思います。5 年生で運動会やるんだよ とも教えてくれて

先生が子ども達のために色々考えてくれていて、感謝しかあり

ません。ありがとうございます。 

・ホームページで学校の様子がわかって、とても良いと思いま

す。校外学習やバルーンリリースの様子もよくわかりました。

「バルーンリリースその後」は拾われた方が子ども達のことを

応援してくださっているのが伝わり、嬉しく読んでいます。お

忙しい中、いろいろな活動や、対応を先生方がしてくださり、

感謝しております。 

・コロナ禍で色々な制限がある中、できることを見つけ、工夫

して実施してくれたのは、大変ありがたいと思います。子ども

達のうれしそうに参加する姿が見れて、親としてうれしかった

です。（ソーラン節、バルーンリリース、校外学習など） 

・今年はコロナの影響で色々と制限がある中、校外学習やマラ

ソン大会を実施していただき、ありがとうございます。授業参



観はへってしまいましたが、その分、学校のホームページを見

る機会が増え、様子がよくわかります。バルーンリリースやソ

ーラン節のような動画を配信していただくととても分かりや

すく、今後も希望します。来年は 6年生になります。行事など

が開催でき、思い出が増えることはもちろん希望しますが、最

高学年として自立して考えたり、行動したり、下の学年の子の

ことを考えながら行動できるような 1年を過ごせたらいいなと

思っています。 

・コロナの為、林間が中止になったのはとても残念でしたが、

感染者の多い松戸市でも対策をとって行事をやっていただけ

たことに本当に感謝しております。先生方は 4月からずっと精

神的も体力的にも大変だったかと思います。ありがとうござい

ます。 

・感染対策、大変だと思います。感謝しております。ＨＰで学

校の様子が閲覧でき、楽しみにしています。 

・朝に本を読む習慣は継続してほしい。コロナ対策をしつつ、

行事を行っていただき、感謝しています。日頃、学校で漢字テ

ストをやってほしいです。 

・50周年の集合写真のように時々写真を購入できる機会があれ

ばよいと思います。 

・目で見てわかる部分は評価しやすいので、活動内容の可視化

ができると評価できる。どうしても見えない部分があるのが現

状。 

・今年のコロナでの一斉休校でも毎日時間割と課題によって学

習習慣が崩れないよう配慮していただいて助かりました。行事

は中止のものもありましたが、それに代わったものや規模を替

えて実施していただき、子どもの学校生活の良い思い出となり

ました。給食のはし・スプーン持参も安心面でとても良かった

ので、コロナワクチンが出回るまで続けていただきたいです。 

・Ａグループ、Ｂグループにわかれてのマラソン大会、通常で

はありえない１位（Ｂグループ）になれて、すごく喜んでいて、

自信になったと思います。本人も本当の１位ではないことを理

解していますが、人生で最初で最後のいい経験でした。そして、

コロナが収束しない中、先生の負担は本当に大変なものだった

と思います。そんな中、息子のマイペースさに更にご負担をお

かけしてしまっているんではないかと不安でした。いつも息子

の気持ちを尊重し、ご理解くださって感謝でいっぱいです。息

子も担任の先生が大好きと話しています。 

・マラソン大会は江戸川土手での開催に戻してほしいです。 

・トイレ清掃や草むしり等、先生方の負担が増えないよう、積

極的にボランティアを募集していただきたいです。 

・目立つ活動は積極的に参加するお子さんが多いようですが、

日々の委員会や清掃活動には消極的なお子さんもいるようで

す。いじめではありませんが、数人で担当しているはずの仕事

を一人でやったと話す日もあります。どんな小さなことでも責

任感を持つという大切さを指導していただける機会が増える

と幸いです。 

・不審者が出た時だけ下校時付き添いせず、忙しいとは思いま

すが、たまにでいいので下校時付き添いお願いします。２～４

年生の下校時のマナーが悪いです。親御さんたちも自分の子供

がどんな感じで友達と下校しているのかそっと覗いてみてく

ださい。（友達とふざけながら歩いていた、友だちに汚い言葉遣

いをしていますよ。） 

・花壇の手入れ（雑草）がされていないように思えます。ボラ

ンティアを募集できないのはわかりますが、ロータリーや中庭、

畑、フェンス周辺が荒れているなぁと思いました。 

・うさぎのフンが掃除されていない。 

・いつも根気強く指導いただきありがとうございます。 

・コロナ禍、先生方には頭が下がるばかりです。いつもありが

とうございます。 

・大変な中、いろいろなイベントをして下さり、ありがとうご

ざいます。５０周年イベントでは、風船のお手伝いができ、子

ども達と一緒に体験できて嬉しかったです。林間学園が中止に

なってしまい、とても残念がっていたので、何か少しでも似た

ような体験をお友達とできたらいいなと思っています。毎日感

染対策等色々大変だと思いますが、先生もどうかお体を大切に

してください。 

・学校の様々な行事について連絡メール等を通じて配信いただ

けて良かったです。今後もぜひ継続していただきたいと思いま

す。 

・毎年度のことですが上履きが汚いのが気になります。どこか

特定の場所が汚れているのであれば保護者の協力で清掃して

も良いと思います。 

・学習用の教室のテレビ（モニター？）について、席によって

は逆光や反射で見えにくい場合がありました。ぜひ子ども達の

目線での確認をお願いいたします。 

・自主学習について改めて子どもに説明してほしいです。今ま

で宿題のみやっていて自主学習についても先生の方で自主学

習をするように言われている日しかやらず、親が積み重ねが大

事、自分で学習するんだよと言っても「わかった」と言って、

知らん顔されてしまいます。宿題が少ないのは自主学習をして

いるからだよと言っても親の言葉では軽く受け流されてしま

います。先生の言葉はしっかり聞いてくれるようで、宜しくお

願いします。 

・コロナの中、毎年行っていただいた学校とのかかわりを持て

る行事を開いていただけるとよいかと思います。 

・子ども達の思い出に残るイベントなど実施していただいて感

謝しております。 

・コロナの影響で大変な中、保護者が少しでも学校での子ども

達の様子が見られるように色々先生方が考えてくれるのが伝



わる２学期でした。バルーンリリースに、マラソン大会とても

良かったです。授業参観も今年は見るのは難しいんだろう

な・・・と思っていましたが、お手紙が来てびっくりしました。

今から楽しみです♪来年度も例年通りにいかないことがたく

さんあると思いますが、子ども達が楽しく安全に学校生活を送

ることができれば保護者としては満足です。 

 

【 ６年保護者 】 

・コロナ禍の中、子ども達のために様々な行事を行っていただ

き、ありがとうございました。とてもいい思い出ができたと思

います。小学校生活も残り少なくなりましたが、今後とも宜し

くお願いします。 

・今できることを色々考えて企画してくださり、ありがとうご

ざいます。 

・小学校最後に色々と行事がなくなり、その中でも先生方が工

夫して行事をやってくれて子どもも嬉しそうにしていました。

コロナ対策もしっかりしていただき、ありがとうございます。

残り数か月、楽しい小学校生活が送れると嬉しいです。 

・コロナ禍でありながら、修学旅行等行事の代わりに色々考え

てくれてありがとうございます。きっと良い思い出になると思

います。 

・コロナの感染防止のため、色々と努力していただいていると

思います。ありがとうございます。 

・動画を配信してくれるのはとても良いです。ありがとうござ

います。 

・今年度は学校行事も少なく、取り組みについては子どもから

聞くことしか情報はわからないのですが・・・。何かあった時

にはすぐメールで連絡くれるのは良いと思いました。動画も良

いと思いましたが、もう少しアップで撮ってもいいなと思いま

した。 

・学習環境が悪いとは思いませんが、絵の具や習字を洗えない

状態が６年以上続いていることに疑問を感じている。使用後す

ぐに洗わないと筆がいたむ。洗い場や水道管を改善する予定は

あるのか？ 登下校のＰＴＡ活動である旗振りは家庭の都合

で参加が難しい場合がある。外部に委託できないのか？ 検討

しているのか？ 

・今年は５０周年記念行事があり、コロナで色々な制限がある

中、工夫してくださっていると思います。５０周年のマスクで

すが、サイズが大きいのが気になりました。できれば、ピンバ

ッジにしてほしかったです。 

・いつも先生に相談して色々と助かっています。 

・息子が不安定な時、先生の適切な言葉に息子だけでなく私も

支えられました。卒業まであと少しですが、今後も宜しくお願

いいたします。 

・ＨＰを頻繁に更新していただき、情報を得ることがスムーズ

にできて助かってです。他校の保護者の方に「古ケ崎のＨＰ良

いよね」と羨ましがられました。 

・（校外学習について）聞いた話だと他学年はおやつありと聞い

たが、なぜ６年はないだろうか？と気になりました。 

・初めて学校休みたくない、クラスが楽しいと言うのを聞きま

した。小学校生活のしめくくりに楽しい思い出でき、本当によ

かったなと思います。 

・先生方のおかげで毎日楽しく学校へ通っています。また、子

どもの自主性を尊重してくれるので、自分のことは自分でやる

という自立心が芽生えたように思います。あと数か月で小学校

生活も終わりますが、最後まで楽しく学校生活が過ごせたら良

いなと思っています。ご指導ありがとうございます。 

・今年は本当に大変なことが多かったことと思います。先生方

に感謝したいです。校長先生のケガについて心配したので教え

てほしかったです。 

・コロナ禍で通常の学校生活が過ごせなくなってしまって可哀

想だなと思っていましたが、子どもは学校へ行って学んだりお

友達と交流できるだけでも嬉しそうでした。５０周年記念のイ

ベントも、全校ソーランも、校外学習も、マラソン大会もでき

て楽しそうにしていました。先生方が一生懸命に指導してくれ

たり考えてくれていて有り難く思います。部活もやってくれた

おかげで、お友達と話すきっかけができたみたいで良かったで

す。イベントがあることに楽しみにしているみたいです。 

・ＨＰで「バルーンリリースその後」を見ました。優しい方が

たくさんいるのだなって嬉しくなりました。子どもは学校で聞

いているのかと思ったが、知らなかったので児童たちにも伝え

てくれたらいいなと思いました。素敵な行事を計画してくださ

り、ありがとうございました。 

・理科が苦手な娘が先生の教え方で理解できることがうれしい

ようで、少しずつ苦手を克服していく姿が親としてもうれしい

です。 

・不安の中で新学年がスタート、授業参観等で子どもの様子や

クラスの雰囲気がどうかが知る機会がなく我が子はうまくな

じめているのかなと内心心配していましたが、担任の先生がク

ラス便りを本当にこまめに発行してくださり、子どもたちへの

メッセージや又日常の小さな出来事から大きな行事までクラ

スの様子をお便りにしてくださるので、本当に安心感が得られ

ました。感謝しております。校長先生、教頭先生の気持ちのこ

もった古ケ崎小だよりも読むといつも安心をもらえます。先生

方ありがとうございます。 

・担任の先生が熱心に学習だけではなく、生活態度や 6年生と

しての責任感などを教えてもらっていると娘から聞き、楽しい

学校生活を送っているようです。今年 1年、コロナ禍の中、子

どもたちのためにありがとうございました。 

 



・妹が病欠の際、子どもも休まねばならず、授業（勉強）の遅

れを懸念している旨を伝えたところ、わざわざお電話をくださ

り、応対してくださいました。また、教科書にフセンを貼って

くださり、進んで単元を教えてくださいました。子どもはとて

も喜んでおりました。普段からこまめに学級便りを発行してく

ださり、クラスの様子を細かく教えていただけるのも大変助か

っております。一人一人をよく見てくださっていることが、と

てもよくわかります。 

・いつも楽しく登校しています。ありがとうございます。 

・中止になった学校行事に代わるイベントをいろいろと考えて

くださり、子どもの楽しみを一つでも多く作り出してくださっ

たことに感謝します。動画配信は授業風景や日常の様子を学年

ごとに出していただけると授業参観がなくても雰囲気がわか

って安心します。 

・学校周辺は目が届いているかもしれないが、遠くになるほど

何もない。 

・コロナの中、校外学習やプチ運動会をやっていただき、あり

がとうございます。学校からのメールでその時の映像が見られ

たのも良かったです。 

・コロナで学校行事を行うことが難しい中、先生方のご尽力の

お陰で校外学習で日光に行くことが出来ました。本当に感謝し

ています。たくさんの思い出ができたようです。ありがとうご

ざいました。 

・いつも大変お世話になっております。コロナ禍でも校外学習

や創立 50 周年の記念イベントなど、実施していただきありが

とうございます。ホームページや動画の配信など、子どもの様

子がわかり、いつも楽しみにしています。今週の授業参観も楽

しみにしております。卒業までどうぞ宜しくお願い致します。

（スポーツフェスタのソーラン節は 6年生最後だったので、近

くで見て、ビデオや写真におさめたかったなぁと思いました。） 

・学級通信をたくさん書いてくださるので学校の様子がわかっ

て、大変有り難いです。不審者情報のメールも詳しく送って下

さるので良いと思います。学校に保護者が行くときに日付や学

年で分けて密にならないようにして下さっていて安心できま

す。子どもはよく学校での出来事を楽しそうに話してくれます。

先生方が明るく楽しい学校生活を送れるよう心がけて下さっ

ているからだと感謝しています。 

・今年は、コロナにより運動会、修学旅行などの行事が出来な

いと思っていましたが、プチ運動会、校外学習という形で行う

ことが出来て良かったと思います。どうもありがとうございま

した。来年以降も子どもたちが学校生活が楽しめる取り組みを

していってほしいと思います。 

・最高学年での運動会や修学旅行の中止は本人も家族もとても

辛いものでした。ですが、先生方の様々な工夫のお陰でコロナ

禍でも楽しめたミニ運動会や日光への校外学習。前代未聞の状

況で探り探りだったとは思いますが、2020年のおわりにやっと

やっと子どもたちが笑顔で思い出を語ってくれるようになり

ました。本当に日々の先生方の指導のお陰、陰の努力のお陰だ

と思っております。ありがとうございます。どうか来年度も子

どもたちが笑顔で生活できる古ケ崎小でありますように！ 

・コロナとの戦いの中、不安とがまんの日々ですが、先生達の

お陰でマラソン大会、校外学習にも行けてとてもありがたいで

す。 

・宿題が少ないと感じました。（家で別で学習に取り組んでます）

自分から自主的に取り組むことも大事なのですが、この勉強量

で中学の宿題量についていけるか少し不安です。 

・コロナで大変な中、校外学習や運動会など実施して下さりあ

りがとうございました。 

・子どもたちの学校の様子をホームページにのせていただいて

見ることができ、楽しく拝見しています。今後も続けてほしい

です。（最近の動画配信もこのコロナ禍で学校に行けないので、

とても嬉しいです。） 

・子どもとよくふれあって一緒に遊んでくれる担任の先生には

感謝です。子どもから今日はこれやったよ！と楽しく話をして

くれて毎日学校に楽しく通っています。ありがとうございます。 

・今年度はコロナで大変な中、いろいろ思い出に残るようにと、

行事のかわりとなるものを考えてくださりありがとうござい

ます。そして、学校に行きづらい息子への対応などへのご協力

本当にありがとうございます。 

・コロナで大変な中、先日は江戸川に連れて行っていただき、

ありがとうございました。通常通りの行事が出来ず、学校での

授業ばかりでストレスもたまると思うので、近場でもいいので

校外に出るというのはいいと思いました。 

・いじめについてどんなことを学校で取り組んでいるのかわか

りません。（手紙等で配付されていたら申し訳ございません。）

いじめアンケートや他に活動していたら知りたいです。 

・日光遠足から始まっていろいろな行事をしてくださり、感謝

です。風船も自分が子どもの頃、創立 110周年の時みんなで風

船を飛ばしました。35 年以上たっても思えています。50 周年

を迎えてこのイベントもいつまでも心に残ると思います。返事

やメールをくれる人にも感動しました。 

・勉強がわかりやすいと言っていました。 

・英語をもっと早く、多く、レベル高くやってほしい。 

・毎日ご苦労様です。校外学習に行けて良かったです。6 年最

後ですが、残り宜しくお願いします。卒業式、感謝の会、楽し

みにしています。 

・「動画配信」は今後も続けていただけると嬉しいです。コロナ

禍で学校との関わりも制限される中、子どもたちの頑張ってい

る姿に喜びや安堵の気持ちを覚えると共に、その姿を通して先

生方の思い、費やしてくださった時間や労力も感じ取れ、こち



らも身の引き締まる思いになります。また、蛇足ですが、広報

委員として活動していた際、音楽祭の学年写真の横にＱＲコー

ドを貼り付けて動画もしくは歌声を配信できれば楽しんでも

らえる広報誌になるのではないかと考えましたが 1歩を踏み出

せないまま終わってしまいました。故に「ソーラン」が動画配

信されたときは正に考えていたことが実現した瞬間でも有り、

ひとり歓喜しました。最後に、このような状況下で先生方の緊

張感やストレスも相当なものだろうと想像致しますが、日々子

どもたちが笑顔で過ごせる環境を作ってくださり、感謝してお

ります。 

・いろいろな事情があるのはわかっているのですが、暖房が少

し寒いようです。 

・コロナの為、いつも通りとはいかず、大変かとは思いますが

子どもたちの為に工夫をこなし思い出に残るような行事を考

えてくださり、感謝しています。学校内で何かあったら情報を

すぐに共有していただきたいです。（不審者情報やコロナの件

など）子どもや周りから中途半端に話を聞くと逆に不安になる

し学校への不信感につながると思います。どんな小さな事でも

子どもの命に関わるようなことは公開してください。 

・担任の先生はこまめにたくさんの写真入りで学級便りを出し

てくださいます。子どもたちの楽しそうな表情や真剣な顔を見

ることが出来、ありがたいです。先生のクラスへの愛を感じま

す。卒業まであと 3ヶ月位ですが、このまま団結力あるクラス

でコロナに負けず、駆け抜けてほしいです。 

・クラスの写真を学級便りでのせてくださるので、楽しそうな

感じがすごく伝わります。「これ何しているの？」「この子誰？」

「楽しかった？」「どこにいるの？」など、子どもとの会話も楽

しいです。 

・コロナの中でも日光にも行けたしマラソン大会やいろいろな

イベントを計画して実行してくださり、ありがとうございます。 

・このコロナ禍の中でも行事など全てを中止にするでもなく、

工夫しながら子どもたちの為に活動してくださることに感謝

しています。残り（卒業まで）あと 3ヶ月半。最後まで楽しく

学校に通えたらと思います。宜しくお願い致します。 

・毎日学校に行けること、大変有り難く思います。大変な世の

中ですが、工夫していただき様々な行事ができていること、思

い出に残る小学校生活が送れています。卒業まであと少し！最

後までしっかり学び、心身共に成長してほしいと願っています。

今後とも宜しくお願い致します。そして、いつもありがとうご

ざいます。 

 

 

 


