
松戸市立古ケ崎小学校 

７月から１１月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

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

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

す。今後とも宜しくお願い致します。 

１年 

・お世話になります。良かった点は学校行事を動画にしてネッ

ト配信していただいたことです。子どもの様子がわかり、よか

ったです。バルーンリリースは、思い出に残って、子どもが喜

んで話をしてくれました。今後ともよろしくお願いします。 

・コロナ対策に配慮していただきながら、子ども達は様々な体

験活動ができていると思います。充実した学校生活の話をたく

さんしてくれて、とても安心しております。先生方のご指導の

おかげです。お忙しい中での通知票、心のこもった所見にもた

いへん感謝しております。ありがとうございました。 

・スポーツフェスタや５０周年行事など、できる範囲で開催し

ていただき、子どもからも楽しそうな様子が聞くことができて、

よかったです。 

・校内でいろいろな体験や行事があり、よかったです。娘も楽

しんでいました。 

・いつも安全に配慮した環境づくりをして頂き、有り難く思っ

ています。通知票について書かせていただきます。親としても

初めての通知票だったのですが、「〇」の理由がわからないため

困りました。どうして「◎」でなく「〇」なのか具体的な理由

がわかると有り難いです。家庭でどのようなことをサポート、

フォローすればよいかわかるからです。そこまで細かく話し合

いをすることは難しいと思いますが、一応書かせていただきま

す。【例年だと、その学年初めての通知票は７月終わりに受け取り、そ

の後個人面談で詳細をお伝えする機会がありました。今年はそれがで

きず、大変ご迷惑をおかけしました。評価につきましては、すぐにでも

担任と連絡をとって、詳細を確認することはできます。今からでも構い

ませんので、何かあればご連絡ください。】 

・バルーンリリースのお手伝いをさせていただきましたが、学

校の親切な対応が嬉しく、参加出来て良かったなと思いました。 

・担任の先生が１週間お休みとなり心配になりました。他クラ

スの子から理由を聞きましたが子どもの情報ではなく、お知ら

せいただけると安心です。【ご心配おかけしました。担任の家族の中

に体調不良が出たため、毎朝出勤できるかどうかの確認を続けた１週

間でした。連絡が行き届かず申し訳ございませんでした。】 

・運動会がなくなってしまって残念でしたが、ソーラン節が見

られたりと保護者が見られるような工夫をして頂けてとても

ありがたいと思っています。 

・校内絵画展、ソーラン節のＨＰ掲載など学校の様子が見られ

て嬉しく思います。いつもありがとうございます。 

・感染症予防に配慮していただきながら少しずつ行事も行えて

いるのでとても良いと思います。特に校外学習で市川動植物園

に行けたことは子どももとても喜んでいました。先生方も毎日

大変とは思いますが、これからも宜しくお願いします。いつも

ありがとうございました。 

・担任の先生が一人一人よく見て指導してくださり、安心して

通わせることができています。これからも宜しくお願いいたし

ます。 

・近隣校と比べると多くの行事を企画し、どのような形であれ

ば実施できるか考えてくださっているのがとてもよく感じる

ことができています。（校外学習やスポーツフェスタなど）あり

がとうございます。普段の授業は実際に見ることはできません

が、子から聞く情報と「こんしゅうのいちねんせい（ＨＰ）」を

見て、どのようなことを学んでいるのかよく知ることができる

のはとても安心できるところだと思います。最近は校庭での活

動が多かったので家にいるとよく声が聞こえ、普段の様子と近

いのかな・・・と思うと心配になることも少々・・・【第３波と

いう報道がある中、屋外の教育活動においても新型コロナ対応を考え

ながら安全に実施しようと日々心掛けております。】 

２年 

・コロナの中でもスポーツフェスタやバルーンリリース、校外

学習等、子ども達にとっても良い体験や思い出ができて良かっ

たと思います。 

・担任の先生は細かいところや気配りがすごくて、いつも感謝

しています。学校はコロナの問題で迅速な回答をしてくれて保

護者の立場からみて、すごく有り難く助かりました。 

・５０周年記念の航空写真、バルーンリリース、子ども達のと

てもキラキラした笑顔が見られて企画してくださったことに

感謝です。私自身も小学校の時、航空写真撮影したことは思い

出に残っているので、子ども達も一生の思い出になったかと思

います！！動画で伝えてくださるのも、とてもありがたいです。 

・いつもお世話になっております。担任の先生に限らず黒いマ

スクをしているのを見ると威圧感を感じます。偏見かもしれま

せんが良いイメージは持ちません。何か考えがあってのことな

ら失礼な意見で大変申し訳なく思います。【そう感じさせてしまい、

申し訳ございません。今後、強制はできませんが、そういうご意見もあ

るということは職員に周知していきます。ちなみに古ケ崎オリジナル

マスクは白ですのでご安心を。】 

・今年は学校行事ができない年だと思っていたので感染対策を

したうえで、全校ソーラン・リレー・校外学習と時期を見ての

行事決行が子ども達にとって思い出になったと思うので、先生

方に感謝です！先日のバルーンリリース大興奮でした。 

 

 

 



・コロナ禍の中でいろいろと工夫しながらふだん通りの学校生

活を送らせてもらったこと、先生方の見えない努力も相当なも

のだったと思います。本当にありがとうございます。他の学校

は校外学習も中止している中、実施して頂き子どもはずいぶん

前から楽しみにしていました。 

・コロナ禍で不安な日々ですが、学校で行うイベントに参加で

きて良かったです。スポーツフェスタ・校外学習など先生方の

アイディアと協力だと思います。子ども達にとってもいい思い

出になったと思います。 

・このコロナ禍にも関わらず、感染予防に工夫をして校外学習

を決行していただき、感謝しています。２年生の思い出がしっ

かり残ることが嬉しく思います。スポーツフェスタの全校ソー

ランの動画は有り難かったですが、リレーの様子が一切見られ

ずとても残念でした。リレー動画が欲しかったのが本音です。 

【リレー動画も配信したかったのが本音です・・・。撮影部隊の人員確

保が難しく、動画撮影できませんでした。申し訳ございません。】 

・コロナ禍で校外学習や学校行事を行うのが消極的な学校も多

い中、前向きに行事を実行していただきありがたいなと思いま

した。机上で学ぶことだけではなく、行事を通して学ぶことも

たくさんあると思うので、本当によかったなと思います。子ど

もも「楽しかった」と言っており、良い思い出にもなったと思

います。また、動画や写真など情報発信もたくさんしていただ

き、学校の様子がよくわかるのでありがたいです。 

・校内の消毒や子ども達の体調確認など毎日ありがとうござい

ます。授業日数の確保にも苦労されたと思います。子ども達は

毎日マスクをしながらの学校生活で大変だと思いますが、笑顔

や元気な姿を見るとホッとします。子ども達がたくましいのは

もちろんですが、感染対策など日々やることが多い中でも子ど

もといつも真剣に向き合ってくださる先生方のおかげです。校

外学習はとても楽しめたようです。スポーツフェスタのソーラ

ン節は学校から送られてきた動画を見て、ウルッとしてしまい

ました。来年は通常の形で行われるといいですね。 

・コロナウイルスの感染予防をしながらの学校生活、先生方の

こまかいご配慮により学校で安心して過ごせていることをあ

りがたく思います。日々の学校生活、遠足、スポーツフェスタ、

５０周年イベント等、子ども達にとって思い出に残ったことと

思います。良い経験をさせていただき、ありがとうございまし

た。 

３年 

・コロナの流行を考えたら夏休みがもっと短くても良かったと

思う。（時間が余れば春休みを長くするとか・・・）感染対策を

考えると外出はかなり減るので学校に行っていたほうが友達

とも会えるのでいいと思う。【夏休みや春休みの期間については松

戸市教育委員会の決定に従っております。春休みについては決定次第

お知らせします。】 

・バルーンリリースがとても楽しかったと言っていました。な

かなか経験ができないことなので、元気にやることができて良

かったです。先生方、実行委員の方々ありがとうございました。

お忙しい中、日程調整など大変でしょうが、希望です。来年あ

たりからマラソン大会が２週間くらい早く本番で開催された

ら良いなと思っています。どんどん寒くなるので心配です。【マ

ラソン大会を実施するには、それまでに６～８週間ほどの練習期間を

設定する必要があるので、毎年１１月最終週あたりになってしまいま

す。】 

・授業時数確保の為とはいえ、１年生で６時間授業、３年生で

７時間授業＆土曜授業は子ども達の負担が大きかった。教職員

の仕事量も多くなり、疲れから集中が切れて効率が悪くなると

いう状態だった。そんな中、できる限りの行事も行ってくれて

ありがたかったが、職員の負担が多すぎるところが心配。消毒

等の仕事が増えた中、減らせた仕事はあるだろうか。通知票の

所見ぐらいなくても文句はでないと思うが・・。管理職は全職

員の時間外労働が月４５時間に収まるよう、労務管理をお願い

します。元気な先生たちに教えてほしいと思います。【ご心配あ

りがとうございます。本校職員一体となって無理のないように仕事を

進めております。市内の学校の中でも超過勤務時間が少ない学校です。

子ども達に笑顔で接し続けられるように、教職員自ら心身の体調管理

に気を付けていきます。】 

・コロナの対応が大変な中でできる限りのイベントを計画・実

行してくださり、子ども達にとってはかけがえのない１年なの

で、本当にありがたかったです。来年は秋でも運動会ができる

といいなと思います。今後も宜しくお願いいたします。 

・ボランティアで参加できるものをいろいろ考えていただいて

いて、ありがたく思っていますが、授業の様子もみたいので、

授業参観を早くやってほしいです。バルーンリリース、一緒に

参加できて良い思い出になりました！ 

・動画の配信や学級だより、楽しみにしています。これからも

宜しくお願いいたします。（マラソン大会、遠足・・・学年ごと

の配信もあるのでしょうか？）【今後も動画配信できる機会があれ

ばやっていきたいと思います。マラソン大会については応援可能なの

で動画配信はなし。遠足等の学年行事については、できる範囲で・・・

という回答で今時点ではお許しください！】 

・夏休み中にもかかわらず、まめにメール配信してくださって、

とても有り難かったです。古ケ崎小便りが見やすくなりました。

特に、スケジュール表は単体で大きくなったのでそのまま貼っ

て役立てています。できれば、今後もこのスタイルでお願いし

たいです。学校に出向く機会がないため、動画等で様子を見さ

せてくださり、ありがとうございます。改めて子ども達が頑張

る姿や楽しんでいる歓声は良いと思いました。今後も楽しみに

しております。 

 



・このコロナという大変な中、色々と考えて工夫して下さりあ

りがとうございました。 

・授業が楽しい、学校が楽しいと言って、元気に毎朝登校して

くれる姿を見るたびに先生に感謝しています。 

・５０周年のバルーンやソーラン節などの行事や町探検などの

学習もコロナ対策を工夫しながら行っていただき、有り難いな

ぁと思っています。このままとりあえず来年の３月まで無事に

過ごせたらと思っています。 

・感染予防に取り組みつつ、色々な行事を実施してくださった

ことに感謝しております。 

４年 

・ソーラン節、５０周年記念イベント 他のイベントが中止さ

れている中、やってもらい子ども達の良い思い出になったこと

だと思います。先生方、お疲れ様です。コロナ禍で気をつかい

ながらの授業 いつもありがとうございます。 

・スポーツフェスタのリレーをやり直していただいてありがと

うございました。やり直したことにより、子ども達も吹っ切れ

たと思います。 

・今年は運動会ができなかったので、ソーラン節やリレーをや

れたのは楽しかったようです。前半は勉強が多めでしたが、後

半はイベントもやることができて良かったです。 

・何に対しても最近やる気が起きず、燃え尽き症候群なので

は？と思ったり早めの思春期なのか？見分けがつきません。宿

題への取り組み姿勢にも変化があり、なかなか取り組むまで時

間がかかります。理科は自らやります。理解度が足りていない

ところは家でフォローしているつもりです。コロナ対応、とて

も頑張っていただき、感謝しています。ありがとうございます。

【日々、成長している子ども達です。できていたことが逆にできなくな

るようなこともあります。何かお困りや悩みがあった場合は、学校にご

相談ください。担任の他、教頭・養護教諭など学校職員やスクールカウ

ンセラーも相談することができます。お気軽にご連絡ください。】 

・行事などの様子がネットで確認できたので頑張っている姿が

見られて嬉しかったです。 

・先日の５０周年記念のバルーンリリースはとても心に残った

ようです。クラス対抗リレーなどイベントの少ない中ですごく

楽しかったようです。コロナ禍でも何とかできることを楽しめ

るような工夫してくださってありがとうございます。そんな先

生方の姿を見て逆境の中でも楽しみを見出せる人間に成長し

てほしいと思います。 

・大変な状況下、いつもありがとうございます。学校に行くこ

とも少なくなり、タイミングが悪い事も多く残念です。日にち

別、クラス別出席番号別などで授業参観できれば特に朝一もし

くは１日の後半で休みも半日（移動も考えて）で済ませられれ

ば助かります。【１２月に授業参観を予定しております。】 

 

・学校のホームページを子どもが楽しみに見ています。バルー

ン体験できて喜んでいました。 

・４年生になってから男女関係なく放課後遊ぶ事がとても増え

たように思います。担任の先生が「皆で取り組む」がとても活

かされていると思います。親としてもクラス皆が仲が良いのは

学校生活を送る中でとても嬉しいことです。すてきな先生に出

会えて親子で喜んでいます。 

・今年はコロナで休校などが長く有り心配でした。子どもたち

もストレスを感じている様子でした。先生方も大変だったと思

います。校外学習が実行できることを嬉しく思います。 

・行事の動画をネットにあげてくださり、様子を見ることが出

来て良かったです。 

５年 

・コロナ感染予防対策をしながらスポーツフェスタ、創立５０

周年記念イベントを実施していただき、ありがとうございまし

た。校外学習のお弁当が少なかったとのことです。【しっかり食

べられる児童にとっては少なかったかもしれません。】 

・校外学習が実施できたのもミニ運動会を行えたことも先生方

の工夫があるからこそだと思います。ありがとうございます。 

・日々感染対策等大変な中、子どもたちのために出来る限り行

事等考えてくださり大変感謝しております。先日の記念イベン

トの動画を拝見し、子どもたちの楽しそうな声が聞けて、とて

も微笑ましく元気な様子に安堵しました。時節柄、先生方もど

うぞご自愛ください。 

６年 

・色んな行事がなくなった時は、とても残念でしたが、校外学

習として日帰りとはいえ、修学旅行の代わりに実行していただ

き、とても嬉しかったです。ありがとうございました。また、

ＨＰでも写真を紹介して頂いたり、動画配信をして頂いたり、

とても嬉しかったです。残りの小学校生活を楽しんで送れるよ

うに健康に気を付けて過ごしていこうと思います。先生方には

色々と考えていただき感謝しております。 

・今年度は運動会も修学旅行も中止となり、残念でしたが、先

生方の配慮でスポーツフェスタや日帰りで日光へ校外学習等、

行事を開催してくださり感謝しております。市外の学校では何

も行事がないところがある中、先生方の創意工夫で行事ができ

ること、有り難く思っております。 

・修学旅行に合唱祭、フェスタなど思い出に残る楽しい行事が

中止になってしまい（しょうがないと思いつつ）すごく残念で

したが、先生たちが子ども達のために校外学習やスポーツフェ

スタなど、コロナに配慮しながら計画をしてくれ嬉しく思いま

す。例年通りではなく、色々なことに気を付けながら新しい行

事を企画するのは大変だと思います。コロナ禍でたくさんガマ

ンしている子ども達が少しでも生き生きと笑顔になれるよう

にこれからも宜しくお願いします。 



・時間のない中、スポーツフェスタや校外学習など行事を盛り

込んでいただきありがとうございました。小学校最後の年でも

あるので、何の変化もなく日々が過ぎてしまうのは悲しいので

楽しい、いい思い出になったと思います。残念ながら校外学習

が修学旅行の代わりということで日程がつまっていたようで

写真撮影の時間が多く、ゆっくり見学ができなかったようです。

せっかくだったのでゆっくり回れたら良かったかなと思いま

す。【確かにその通りでした。盛り込みすぎは反省点です。申し訳ござ

いません。】 

・コロナ禍での日光校外学習は先生方大変悩まれたと思います

が、運動会も修学旅行も中止になった今年度、小学校最終学年

の６年生には貴重な思い出になりました。風邪を引いてしまい

ぎりぎりまで参加できるどうか怪しかった息子を心配し参加

できるように願ってくれた担任の先生にもとても感謝してい

ます。ありがとうございました。※５年生の時の林間でお土産

を買う場所がなく、お小遣いをもって出かける学校行事は今回

が初めてだった学年です。そんな経験もかけがえのない思い出

になったと思います。 

・コロナ禍の中、とにかく全てにおいて先生方、大変かと思い

ます。そんな中子どもたち、私たち保護者に確認を取りながら

日光への校外学習をしてくださったこと、本当にありがとうご

ざいました。他、例年とはちがう方向から出来ることを考えて

下さったりと感謝いたします。 

・保護者が多くの不安がある中で先生方が細やかな保護者に向

けたＨＰ、メール、お手紙、先日の給食献立表のスプーン・箸

の表示などで不安から安心に変わりました。先生方が当然だと

思っていることが私たち保護者にはそうではないので、保護者

目線で動いてくださっていることに感謝です。卒業式までどう

ぞ宜しくお願い致します。 

・校外学習に無事に行くことが出来て良かったです。先生方、

子どもたちが感染対策、予防をしっかり行ったおかげだと思い

ます。日帰りで色々制限があるものでしたが、子どもは「行け

て良かった。景色や特に夕焼けがすごくきれいだった。楽しか

ったよ。」と色々話してくれました。心に残るものとなりました。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スポーツフェスタやプチ運動会を開催していただき、ありが

とうございます。子どもたちも練習を含めてとても楽しめてい

たように感じます。全体ソーランを外から見させていただきま

したが、かけ声は出せなくても、みんなでそろう足音やはっぴ

の舞う音などに迫力があり、とてもかっこよかったです。他校

ではプチ運動会ですら出来ないところもあるなか、色々考えて

くださり、実現してくださったことに感謝です。校外学習では

ＧｏＴｏキャンペーンの適用でみんなにカステラがおみやげ

にもらえたのでおこづかいを自分の好きなように使うことが

でき、よかったです。バルーンも拾った方の声がどんどん届い

ているようで、なかなか出来ない体験ですね。 

・日光１日遠足とても楽しそうでした。 

 


