
学校教育意識調査　保護者ご意見への回答
＜たくさんの励まし、ご意見ありがとうございました＞
（似たような意見は集約しています。原文も一部変更しています。ご了承ください。）

1 　学校は保護者や地域に教育活動を公開するよう努めている。

ホームページをよく更新されており、いつも拝見しています。子供たちの様子がわかるので、楽し
みにしています。

ホームページを見て、行事や学校での様子を知る事が出来るので、これからも更新して頂きたい。
これからも楽しみに拝見させていただきます。

ホームページに少し写真等が載る事があるかと思いますが、他校によっては、通っている家族だけ
しか閲覧できない仕組みの学校もあるようで、色々な意味で安全だなと個人的には思うのですが、
やはり今後も古ヶ崎小学校は誰でも閲覧できる状態でしようか？

Ａ．パスワードをつけるのは可能とのことでしたが、毎回ユーザーＩＤとパスワードを入力してい
ただく形になってしまうため、煩雑になってしまいます。また、広く内容を公開することで、学校
選択制や転校等を考えているご家庭の参考になるというメリットもあります。なるべく顔が大きく
写る写真は避けて掲載しております。「お子様の写真・動画掲載承諾書」もご提出いただいている
ので、確認しながら掲載しています。もし、承諾状況を変更されたい場合は担任を通じてお申し出
ください。

ホームページに学校の様子を載せて下さるのもとても有り難いです。
（できれば学級便りをもっと書いて頂きたいですが…。）

お忙しい中、学級便り書いてくださりありがとうございます。クラスの普段の様子が分かったり、
子供との会話のネタになったりするのでありがたいです。

学級通信で色々見れない部分を補ってくれて、子供からも、これは〇〇してる時で〜と話してくれ
る。忙しい中ありがとうございます。

Ａ．学級通信は好評ですので、できる限り発行できるとよいのですが、それぞれの担任の学級経営
の進め方もありますので、全ての学級で学級通信を発行することをお約束することはできません。
また、発行の頻度も学級によって多少差があることはご了承ください。

子供が手紙を出し忘れることがあるので、スクリレとても良いです。
先生達には、子供への教育にあてる時間の拡充をして欲しいので、システムに任せられるものは活
用していってほしいです。

スクリレアプリを改善して頂けると助かります。　具体例①:スクリレアプリが入ってる端末以外で
QRコードを読み込まないとアンケート画面にならない。リンクされていない？　具体例②:写真や
PDFを拡大（2本の指で写真を広げる）した時の挙動が変。

配布物がスクリレのアプリで配信されたのが便利です。配布前提の書式（A4サイズ横など）では
なく、デジタルならではの写真や動画の投稿、文章も限られた文字数ではなく先生方の表現しやす
い書式で連絡していただけたら理想的なのではと思っています。今後もぜひ運用を検討していただ
きたいです。

スクリレアプリ、欠席した時や、以前配られたお手紙を無くした時に、見ることができて助かりま
した。継続して頂きたいです。

Ａ．スクリレのご利用ありがとうございます。担任からの発信についても、スクリレをさらに活用
していきたいと思います。不具合については、アプリの提供元である理想科学工業（０１２０－７
５３－５８８）に伝えておきますが、直接理想科学工業に連絡していただいても大丈夫です。



授業参観では児童が自発的・積極的に発言していて、また周りの児童もその発言をしっかり聞き反
応している姿がとても良かった。

懇談会などに出席したくとも預ける先がなく家が遠いため1人で2時間近く留守番させるのは難し
く、懇談会の間だけでも学校に居させて欲しいです。ちなみに、子供を連れて参加した方がいたと
聞いたのですが、そうしても良かったのなら事前に連絡をいただきたかったです。

授業参観の授業の内容は国語や算数、社会などの授業内容を普段どの様な教え方をされていて、子
供達がどのように受けているかが観れたら嬉しいです。音楽、道徳、生活などが多い気がします。

しいてお願いするならば、ただ見ているだけの授業参観はさすがに飽きました。私たち親が小学生
だった頃の授業参観と大して変化が無いからです。親は後ろに立って子供の背中を見ているだけで
いまいち退屈です。そこは特別な日なので例えば親に回答を振ってみるとか、親から出題するとか
これまでと違った工夫を盛り込んでもらえるともっと楽しめると感じています。
Ａ．授業参観の内容については、これからも出来るだけ特定の教科に偏らないように気をつけてい
きます。方法については、基本的には普段どの様に授業をしているのかの日常を見ていただくとい
うスタイルを取っています。お子様については、人数が少なければ教室に居させていただいても構
いません。人数が多いようでしたら、預かりも検討します。手紙にもその旨を明記したいと思いま
す。
部活動の発表の機会があるのは子供達の練習のはげみにもなると思うので今後も続けていただきた
いです。発表の日の一週間程前に学校からのお手紙をいただいたのですが、仕事の調整がつきませ
んでした。もう少し早めに日程がわかるとありがたいです。

児童会の活動を保護者が参観する機会を作っては頂けないでしょうか。全校集会や壮行会など、保
護者が直接参観できない活動が多く…。できればで構いません。

Ａ．部活動発表については、小中合同音楽会へ６年生が参加出来なかった代替措置として急遽決
まったこともあり、連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。もう少し早めに連絡するようにしま
す。児童会の活動については、全校児童すら生では見ることが出来ず、Teamsでの配信となって
おります。ご理解ください。

面談が夏休み前にありますが、まだクラスの様子もわからない状態なので早すぎると思います。特
に四年生以上は今ぐらいの時期にあっても良いのではないかと思うのですが。

Ａ．ＰＴＡの広報誌にも掲載しましたが、働き方改革の一環として通知票の総合所見を１学期につ
いては無くし、その代わりに面談で所見をお伝えするという形を取らせていただきました。通知票
の在り方、面談の時期については引き続き校内でも検討したいと思います。

2 学校はいじめに対する指導を行っている。

担任、教務主任ともに、いじめについて相談した際に、しっかりと話を聞いてくださいました。あ
りがとうございました。

生徒一人一人の特徴をとらえ見ていただきありがとうございます。引き続きご指導して頂き対処し
てもらえればと思います。また危険行為やいじめにつながる兆候が見え始めたら話し合いの場を設
けたりしてください。保護者として協力できることがあればおっしゃってください。皆さんで協力
してより良い学校生活を築いていきましょう。

お友達とのトラブルもたまに聞きますが、先生に話を聞いてもらっているなど本人から聞いていま
す。ご対応ありがとうございます。

いじめについての指導や内容がどのようにされているのかなど詳しい情報がないのでアンケートを
毎月している以外に具体的にどのように指導しているかが分かりません。

Ａ．アンケートや児童からの訴え等で担任がいじめを把握した際は、事実確認をしっかりとして指
導しているところです。問題が発生した際には該当の保護者の方にも適宜、お伝えするとともに、
状況しだいでは話し合いの場を設けています。「松戸市立古ケ崎小学校 いじめ防止基本方針（HP
に掲載）」に則って、必要に応じて「いじめ防止等対策委員会」を設置して対応しております。心
配なことがございましたら、担任以外にも、養護教諭、管理職、特別支援コーディネーター、ス
クールカウンセラーなどの相談体制を取っておりますので、お気軽にご相談ください。



3 学校は登下校を含めた日常の安全確保に努めている。

不審者情報のメールが遅いです。学童や下の子どもの保育園からのお知らせのほうが早いです。お
忙しいとは思いますが、市から情報が来たら、できるだけ早くメールを頂きたいです。

Ａ．市教育委員会から連絡が来たら出来るだけ早くメールを流していますが、これからも子供達の
安全を最優先でメール配信をいたします。メール配信専門の教職員がいるわけではなく、担当者が
授業や来客対応、トラブル対応などで、すぐにメールが流せない時もあることはご理解ください。
不審者情報については必要に応じて保護者の皆様へ情報提供しますが、全ての不審者情報をその都
度メール配信することはございません。不審者情報をいち早く知りたい方は「松戸市安全安心メー
ル」への登録をおすすめいたします。

登下校時は、確認せず道路を横切っている子も見かけます。私が車の運転中に遭遇した事があり、
怖いです。けれど、先生たちがずっと付き添いするのは無理なので、子ども達が気を付けるしかな
いと思います。

登下校中の時、おしゃべりに夢中になってたり、ふざけていたりして道路に急に出て来たり、道
いっぱいに歩いていたりするので、もう少し気を付けてほしい。六間川の下に朝６年生が何人か降
りていたので、辞めさせた方がいいと思う。

登下校の安全確保は学校に負担が掛かるので、保護者や地域で見守るのが良いかなと思います。

Ａ．登下校の仕方については、継続的に指導していきますが、安全上気になる行動をしている児童
がいましたら学校までお知らせください。すぐに指導します。ＰＴＡの校外さんの旗振りが１３箇
所、交通安全推進隊（ボランティア）による見守りが２箇所あります。いつもありがとうございま
す。中央教育審議会の答申では、登下校に関する対応は「基本的には学校以外が担うべき業務」と
されていますが、学期の始めと終わりには重点的に登下校指導をしております。学校でも引き続き
登下校の安全について指導していきます。保護者や地域の皆様も目に余る行動がありましたらご指
導ください。なお、交通安全推進隊に加入したいという方がいらっしゃいましたら、教頭までお知
らせください。
緑コースのウエルシアと珍来の信号のある交差点での、各道での交通ルールを明確に教えていただ
きたい。自動車で通る時に、横断されて、危なく感じる。青でも一旦停止しなければいけない？横
断歩道ありと無しで違いはありますか？

Ａ．横断歩道は、歩行者が優先です。横断歩行者妨害は、道路交通法違反となります。ドライバー
は、信号機のない横断歩道を横断中または横断しようとしている歩行者を認めたときは、必ず横断
歩道の手前で一時停止し、歩行者に進路を譲ってください（和歌山県警察ＨＰより）。朝は交通安
全推進隊もそこに立っていますので、何かあれば交通安全推進隊と情報共有していただきたいと思
います。

お友達同士で遊んでいてケガをしたときは、わかる範囲で結構ですので状況報告頂けると助かりま
す。また、本人の話では普通に階段の手すりを使っていた時に手にトゲが刺さったようでしばらく
傷が残っていました。他のお子さんにも同じようなことがあるようでしたら、安全確認をして頂い
た方が良いかと思います。

Ａ．怪我の報告が遅くなり申し訳ありませんでした。担任が怪我を把握した場合は、連絡帳等でご
報告できるよう再確認します。安全点検については、月に１回行って、不具合を改善しているとこ
ろですが、手すりについてはもう一度入念に確認したいと思います。何か気になるところをお子様
が発見しましたら、積極的に担任まで報告をお願いします。

もっと積極的にマスクを外す指導をしてください。マスク着用の判断を子供側に委ねるのは間違っ
ていると思います。子供たちではとうてい判断出来ないからです。運動会、遠足、林間、修学旅
行、どれを切り取ってみても未だマスクをして誰だか見分けのつかない記念写真ばかり。つまり子
供たちはマスクした友達の記憶しか残らない。この状況を変えていこうという学校側の姿勢をみれ
ないことが唯一納得できません。ここを突破してくれるのは誰なのでしょうか？校長の判断なの
か？はたまた教育委員会からの指示待ちなのか？誰かに指示してもらわなければ決断出来ないオト
ナにならないことを我が家の教育方針としています。
Ａ．国から示された基準に則って指導しています。現在の基準ですと、マスクを外してよいのは①
屋外で身体的距離を２ｍ以上確保できる場合、②屋外で身体的距離が確保できないが会話をほとん
ど行わない場合、③屋内で身体的距離を２ｍ以上確保できる場合であって会話をほとんど行わない
場合、の３つとなっております。この基準からすると、運動会で走る場合は外しても大丈夫です
が、児童席では応援を行うためマスクの着用が必要となります。遠足や修学旅行で班活動をする場
合でも会話を行う場合はマスクの着用が必要となってきます。マスクの着用を希望する児童・保護
者への配慮もしながら、引き続きこの基準に則って指導していきます。



4 学校は学習環境の整備や清掃活動に努めている。

席替え時の席順など、子ども達のことを考えて決めて下さっていたのが、とてもありがたかったで
す。

お友だちと計画をたてて準備したり係で取り組んだり協力しながら活動することに達成感を実感し
ているようです。今後も見守っていきたいです、よろしくお願い致します。

１学期にはコロナ陽性のため登校できない週がありましたが、タブレットや個別のプリントで対応
していただき大変助かりました。校内のネットワークに問題がありそうに見受けられます。せっか
くのタブレットで、子供本人ももっと活用したいようです。授業参観をみると、教室のモニターで
資料を写したり活用されている様子がわかりました。ぜひICT周り専門の担当者など配置してより
効果的にタブレット等デジタルデバイスを使用して欲しいと思いました。

ＩＣＴ支援員を市教育委員会から派遣してもらって対応しております。しかしながら、予算の関係
で月に２～３回、しかも半日しか来てもらえないのが現状で、後は職員で対応しているため限界が
あります。引き続き学校より市教育委員会に要望を伝えていきます。

タイミングかもしれませんが、庭に花を植えたり清掃など手入れをした方が良いと思います。

理科委員会や用務員と連携して、さらに環境整備に努めたいと思います。

プールや体育館がボロボロなのが教育環境の面で気になります。

同感です。築５０年と老朽化が進んでおります。市教育委員会学校施設課にその都度要望書を提出
していますが、予算の関係で全て直しきれないのが現状です。優先順位の高いものから対応してい
ます。

いつも授業参観や保護者会に行くときにものすごく気になる事があります。各教室にある、換気の
為の扇風機がとんでもなく汚いです。埃まみれで、あれでは逆に埃を撒き散らしてるようなものだ
と毎回思います。コロナ禍で換気が大事と言われてる中、逆にアレルギーが出そうなくらい汚くて
見るとゾッとします。
月一回でもいいので、取り外して掃除をお願いしたいです。子供達でも出来る掃除だと思います。
洗って一日乾かしておけば綺麗になります。

ご指摘ありがとうございます。各担任に伝え、定期的に清掃するよう努めます。

5 お子さんは楽しい学校生活を送っている。

幼稚園までは、子供自身が消極的な性格で、引っ込み思案なところもあり、小学校では大丈夫かと
ても心配でしたが、担任の先生が大好きで、学校行くことがとても楽しいんだなと感じられます。
帰ってきてからもいろんな話を聞かせてもらい、充実してるようにおもえます。また、ご飯もあま
り食べる子ではなかったのですが、給食を食べるようになってから、よく食べるようになりまし
た。

いつも、子供達の為に一生懸命に接して下さる先生方に感謝しております。これからも、子供達が
楽しみながら通える学校作りをして頂きたいと思います。

いつもありがとうございます。学習したプリントにはなまるを貰えるのが嬉しいようです。学校で
の事を楽しそうに話してくれるので、日頃、先生が楽しい雰囲気で接してくれているのかなと推察
してます。大変ありがとうございます。

子供が毎日楽しく学校に行けてることに感謝しかありません。今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。



いつも子供達がいかに楽しい学校生活が送れるか、一生懸命子供達のことを想って考えてくれて感
謝しています。

娘は毎日楽しく学校に行っているので、担任の先生にとても感謝してます。

休み時間に先生と一緒に鬼ごっこができることを嬉しく思っているそうです。忙しいにも関わらず
生徒たちとの時間を大切にして頂いてありがとうございます。

何よりも楽しく通ってくれている事が、親としても嬉しいです！
クラスも子供に話を聞く限り、良い雰囲気なんだなぁと思います！
先生が休み時間に一緒に遊んでくれるのが、子供達も楽しいみたいで、お忙しい中、本当にありが
たいです！

先生やお友達も大好きで、いつも楽しく学校に通っています。ありがとうございます。

毎日こんなに楽しそうに学校へ通えてること、全ての教員の皆様に感謝しかありません。我が家で
は毎日夕食の時に学校であった楽しいことだけを話す習慣をつけていますが、毎日必ず楽しかった
エピソードを話してくれます。とくに担任の先生の授業に盛り込む面白ネタが息子は大好物だそう
です。楽しい学校生活を作って頂き感謝しかありません。

小学校最後の１年、このクラスとこの先生で本当に良かったと何度も言っており、お陰様で楽しく
過ごせているようです。ありがとうございます。

6 お子さんは学校のいろいろな行事に楽しく参加できた。

コロナ禍で大変な中、以前と同じくらいの学校行事を開催していただいて感謝しております。あり
がとうございました。

コロナ禍で色々工夫をし、たくさんの行事を出来るかぎり開催をしていただき、子供達の学校での
姿を見る機会があり感謝しています。

マラソン大会ではなく、らんＲＵＮフェスティバルに代わって、今年で2回目ですが、走り始めか
ら終わりまでの子供の様子が見られるし、走る力の差もそれぞれなので、先生方の案は素晴らしい
と思いました。

らんＲＵＮフェスティバルですが、昨年はグルグルと走っているだけで自分の記録と言っても子供
達はいつもより力が出せずにいました。ですが今回、特級賞があったのでそこを目指して頑張るこ
とができました。昨年の保護者の意見を取り入れて先生方も考えてくださり、改善をしてくださっ
たことと思います。ありがとうございました。

らんＲＵＮフェスティバルで校長先生が最後の子と一緒に走っているのが本当に素晴らしいと思い
ました。
去年より観やすくて、特級賞がもらえるのでいつも以上に目標が出来て良かったと思いました。

持久走が競争ではなく、目標に向けて頑張る、という形でとても良いと思いました。校長先生が子
どもたちと一緒に走ってくださっている姿が素晴らしかったです。子どもも校長先生すごいよ
ねー！と話していました。

今年のらんRUNフェスティバルは、特級賞を設けて頂いたおかげで明確な目標ができ、頑張って
走れたように感じております。なかなか低学年では自分の記録との戦いといっても難しいところが
あり、一定の距離を超えると特級賞がもらえる、というのは励みになり、よかったのかなと思って
おります。



今年のらんらんフェスティバルは、去年よりも子供達自身も走りやすく、親も見やすかったです。
自分の記録を伸ばす目的だとは思いますが、10位ぐらいまでは順位をつけてもいいかと個人的に
は思います。そのほうが来年の目標にもなるし、お友達同士で切磋琢磨できる場合もあると思いま
す。

以前のマラソン大会から本人の出来る範囲で走るらんＲＵＮフェスタは勝ち負けよりも自分の可能
性に挑戦することにシフトしたように感じ、良い取り組みだと思います。

先日のらんRUNは去年より観覧しやすく、子どもの頑張る姿も見やすかったです。

らんＲＵＮフェイスティバルですが、今年はどんどん次のコースに移って走るコースだったので、
順位はありませんが、自分の子が全体のどれぐらいの位置にいるのかわかりやすくて良かったで
す。

らんＲＵＮフェスティバルは、疲れるから本気じゃないって子が多かったので、マラソン大会の様
に競って欲しかったです。

またマラソン大会を江戸川の土手で復活してほしいです。古ヶ中生の強歩大会を見ていてとても
清々しく、子どもたちにも保護者にも心に残る行事になると思うので。

コロナの関係もあると思うのでなんとも言えませんが、らんＲＵＮフェスタの今のやり方だとなか
なか子供が何周走ったかがイマイチ分からなかったです。
前々回のやり方が1番良かったな〜っていうのが率直な感想です。競走というよりも、どれだけ出
来たかっていうのが目標っていうのも理解は出来ますが。

雨の中のらんRUNフェスティバルは困りました。限られた時間で終わらせないといけないという
事情は承知の上ですが一時中断等の対応をして欲しかったです。

らんＲＵＮフェスティバルになり、子供の走りたい、頑張っていい成績を取りたいという姿勢が見
られなくなりました。先生方もいろいろな考えに基づきこの形になったとは思いますが、できれば
マラソン大会に戻してほしいなと思っています。

また、マラソン大会は土手を走らせてほしいです。順位とメダルがあればもっと頑張れると話して
いました。できない理由があるなら知りたいです。

マラソン大会について。試走とタイムを比べての評価と、上位だけでも順位をつけるなどの複合で
実施してほしいです。順位が無くなったので、やる気が下がっているように見えました。

Ａ．らんＲＵＮフェスティバルについては、賛否両論あります。土手で行われなくなった理由は、
一部保護者の観戦マナーについて、土手の利用者から苦情が来たからと前任者から聞いておりま
す。校内で引き続き議論して、よりよい教育活動につなげます。

音楽祭では子どもたちの歌声を久しぶりに聴けて嬉しかったです。ただ、マスクを着用していると
表情がわかりづらく、早くマスク着用なしで伸び伸びと歌える日がくればいいなと思いました。し
かしながら、コロナ禍でも行事を開催して頂けることは、子どもたちにとっても成長の機会を得ら
れることにつながると思いますので、引き続き行って頂けると幸いです。

音楽会は、学年毎にしてくださり、観覧スペースを広く設けてくれたので、ゆったり良く観ること
が出来て良かったです。謎解きラリーは、とても楽しかったそうです。

謎解きイベントがとても楽しかった様です。企画、運営ありがとうございました。普段の学校生活
も、楽しく過ごせていて、親としても安心しています。

先生含め職員の皆様。いつも子供達の為に色々考えて下さり有難うございます。
音楽発表会からの謎解きは凄く楽しそうに帰って来て沢山話をしてくれました！！



あとは、今年はフェスタin古ヶ崎（謎解き）が出来て良かったなと思います。うちは、今年が初め
てだったので役員として一緒に参加して、子供たちの笑顔が見れたのが凄く良かったです。ぜひ来
年度もお願いしたいです。

今年はフェスタ（謎解き）を開催して頂いたり、少しずつコロナ前に戻ってきているのかな？と思
い、嬉しいです。家とは違った学校での姿が見られて良かったです。コロナ対策など、通常業務外
の事までやって頂き感謝しております。

コロナで大変な中、色々な工夫をして、沢山の行事を行なって下さり感謝してます。昨年とは違
い、保護者二人参加できることも増え、嬉しく思います。ありがとうございます。運動会では、違
う学年で先に見てた保護者の方がそのままその場所に残った方が多く、早く並んだのですが、前で
は見れず残念でした。

音楽祭の時、教室でもその様子をテレビで流し、見れたのが良かった。全学年のも観たい気持ちも
ある。

音楽発表会の配信はありがたかったので、このような柔軟な対応はよかったです。

そろそろ運動会などコロナ前の様にやっていただきたいです。

黙食も必須ではなくなったので、本来の楽しく食事をする時間になって欲しい。来年度は全ての行
事で人数制限がない通常で実施してくれる事を望みます。入学して以来一度もないので。

Ａ．私達もコロナ前と全く同じように行事を行いたいという思いはあります。千葉県の「学校にお
ける感染対策ガイドライン」が１２月下旬に改訂されました。少しずつコロナ前に戻ってきている
と感じています。本校としては、引き続き、国・県・市のガイドラインに則って、安全・安心のも
と学校行事が行えるように引き続き努めてまいります。

兄弟学級の取り組みはずっと続けてほしいです。上の学年の子も、下の学年の子にも、どちらにも
メリットしかないと思っています。ありがとうございます。

行事で、先生方と子供達主体になり、自主性が強くなったように感じます。友達だけでなく、学年
を越えて交流することで、他学年から学ぶことや、受ける影響も大きいように思います。色々な考
えの人と関わり、経験して欲しいと思います。

7 お子さんは本を読んでいる。

学校で毎日読書の時間があるので、以前に比べて本を読む習慣がついたと思います。

8 お子さんは学習の習慣がついている。

日本地図や漢字テストなども、何度も取り組んで行っており理解が深まったと思います。連絡帳や
お便りにテスト範囲やテストスケジュールの連絡があり、勉強しやすく成績向上に繋がりました。

自主学習の宿題のおかげで、学習の習慣がついている様に思います。

9 学校の職員はわかりやすい授業を行っている。

授業はとても分かりやすいです。音楽、学活、図工の授業がとても楽しいようです。



担任の先生のお陰で問題なく授業についていけているようで、とてもありがたく思っています。

食育、畑で野菜を育てる学習が良かった。来年も育てて食べる食育をやってほしい。

授業もわかりやすく、勉強も嫌いにならずに頑張れているようです。

授業での教え方がとても分かりやすいと話していました。

担任の先生以外の学年の先生方が特定の授業を受け持つ取り組みも良かったです。

算数について、レベル別のクラス分けまたは、補習があったら良いなと思います。

Ａ．放課後の補習については、下校時刻が一部児童が異なることが安全上望ましくないため、実施
は難しいです。レベル別のクラス分けや、算数が苦手なお子様のフォロー体制について、引き続き
検討してまいります。

子供の問題も大変親身になって考えてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。授業も子供たちに
語りかけながら、笑いもありながらもみんなでしっかりと考えているのが観ていて分かりました。

中学年の外国語活動がおざなりになっていないでしょうか？時間割通りに行われず子供の認識も
「外国語活動は成績に関係ないから」という声がありました。
この状態で高学年の外国語に問題無くつながるのか心配です。見直しお願いします。

Ａ．ご心配をおかけし申し訳ありません。年間指導時間が定められており、それに則って指導時間
を確保するよう校内でも改めて確認します。

10 自分の考えをしっかりと持ち、わかりやすく伝えられるようしている。

これについて、具体的にどの様な事をしているのが、教えて頂きたいです。

Ａ．松戸市全ての学校で「言語活用科」という独自の教科を実施しています。言語活用科には「日
本語分野」と「英語分野」の２種類があります。独自のワークブックを使用し、日本語分野は年間
３～５時間、英語分野は年間３～７時間実施しています。日本語分野では「意見を言おう」、「わ
かりやすく伝えよう」、「分析しよう」、「その人になって考えよう」、「話の要点をとらえよ
う」という単元を、英語分野では「ジョリーフォニックス」（以前今週のこがさきで紹介しまし
た）、「意見を言おう」という単元を実施しています。

ビフォーアフター、カヌー体験、授業参観での学習方法、持ち帰ってくる教材などからも、自分で
考えて発信(表現)する学びを大切にしてくださっていると感じます。

11 学校の職員はお子さんのことについて適切に相談に応じてくれる。

担任の先生は細かなことも相談に乗ってもらえ、安心してこどもをお願いできています。

子どもがプールを怖がり登校時から泣いていたとき、子どもの様子を見ながら優しく声かけをして
くださり、プールに入れるようになりました。忙しい中、愛情を持って接してくださり感謝してい
ます。



何かあった際にも、すぐに連絡をいただき安心して任せられております。

担任の先生が生徒想いな先生でいてくださり、娘も信頼している為、私たち親も安心して学校へ行
かせることができます。積極的に習い事や学習塾への参加など自分から志願してくるようになり、
子供の性格を良き方向に導いてくださった事、大変感謝しております。

学校での生活状況の相談をして頂いた時、分からなかった学校での様子を聞けて助かりましたし、
家庭での子どもへの接し方や生活環境を再度考えることが出来ました。先生は子供達に寄り添って
頂けていることがとても感じられました。

わかりやすくアドバイスいただけたり、学校へいくのを楽しみにしています。

高学年になり内面的に難しい年頃になってきましたがクラスの友人関係も良い様で楽しく毎日通っ
ています。先生方もお忙しい中、学年全体で子ども達を見て適切にアドバイス等、良い方向に導い
て下さり感謝しております。

行事や学校生活を無事に送れているのは、担任の先生が心配事など親身になって相談に乗って下
さっているおかげだと思っております。なにかあれば連絡を下さったり声をかけて下さったりと、
先生が気にかけて下さっているおかげで、子どもも私も安心して学校生活を送れているので、とて
も感謝しております。

友達との揉め事や家庭事情の相談、対応いただいた事にとても感謝しています。

先生にも何でも話せるようで、安心してお任せしています。お忙しい中、いつも話を聞いて下さっ
てありがとうございます。

校内で時間が取れないとき、自宅へ来てくださって子供と向き合っていただきました。大変ありが
たかったです。我が子は自分の気持ちを伝えることに気を遣いすぎてしまうので、先生とお話がで
きる時間はとても楽しそうでした。

先日クラス内の子達との事で悩んで帰ってきた時、翌日に先生がすぐ動いてくれたみたいで娘も
スッキリ明るく帰ってきました。ありがとうございました。

欠席の時は、毎日  電話を下さり  １日の授業のことクラスはこんな感じですとお話して下さり  安
心しました。

受験の事で、高校の事を調べてくれたり、コロナでお休みしたときも、熱心に連絡やプリントを
持ってきてくれて助かりました。忙しいのに、色々と気遣っていただいてありがたいです。先生達
が、とても親しみやすく、とても親切で優しい方が多い学校と思っています。

内容にもよるが、見てないところで起きた案件はただ、注意するだけでなく、子供の話を聞いた上
で注意、教育をして欲しい。

Ａ．ご心配をおかけし申し訳ありません。双方、関係者の話をしっかりと聞き、事実確認をして、
話をすり合わせてから指導するよう、職員間でも改めて共有します。

12 その他

子どもが給食が美味しいと言っていて、苦手な食材も給食なら食べるのでレシピをホームページ等
に載せてもらえると嬉しいです。

Ａ．給食だより１２月号の裏面にも掲載しましたが、今後もレシピを知りたいメニューがありまし
たら、担任を通じて学校までお知らせください。

教科書をすべて持ち帰らないようにしてくださる配慮がありがたいです。

日記の宿題がありますが、必ず目を通してくださっていて先生からのメッセージに喜んでおりま
す。クラス皆の分にメッセージはお忙しい中でなかなか出来ることではないと思いますので、大変
感謝しております。



仕方ないのかもしれませんがもう少し人手があると先生方の負担も減り、それが子供たちへの配慮
などにも繋がるのかなと思います。子どもが犠牲になるのは悲しいです。ただ、そんな中でも楽し
く学校に通えるように考えていただいてるのは感じています。いつもありがとうございます。

担任の教師が代わるのは、教師不足とはいえしょうがないのはわかるが、来年度からは対策をして
ほしい。

Ａ．千葉県ひいては全国的に教員不足に陥っているのが現状です。県や市の方にも引き続き人員の
確保を要望していきます。

担任の先生が１時間目に遅れてくる事がよくあると聞きます。遅刻したら怒られるのに先生は？と
子供が不思議がっています。児童に遅刻の理由を説明した方がいいのではないかと思います。

Ａ．ご心配・ご迷惑をおかけし申し訳ありません。遅れないように指導するとともに、万が一遅れ
た場合は理由を児童にきちんと説明するよう、あらためて確認します。

日頃からたくさんの仕事を抱えながらも、子どもたちの成長を大切に見守って下さっている先生方
には本当に感謝しています。保護者も対学校ではなく、同じ思いで子どもに関わっているもの同士
として、学校や先生方への感謝の思いは忘れてはいけないと思います。

自宅でのさけの稚魚飼育後の扱いについて相談があります。昨年、学校に持参した際、蓋付きの入
れ物がなく急遽小さい瓶に入れて持っていく事になりました。その後、元気に生活していると思っ
ておりましたが、実際はそのままの状態で放置され、そのまま死んでしまったと聞きました。こち
らとしては、持参後は大きい水槽などにて飼育されると思っており、持参した入れ物の中で死ぬと
は考えておりませんでした。今年も大事に育てております。今回は無事川に放流されるようお願い
いたします。

Ａ．昨年度は担当者が急病でしばらく不在となってしまい、引き継ぎがうまくいかなかったため、
このようなことが起きてしまいました。申し訳ありません。今年度は、このようなことが起きない
ように確認します。

いろいろなことに、ボランティアを募り、もっと学校や子どもに関心のある保護者が、学校に関わ
れるようにしてしていただき、少しでも学校に恩返しがしたいです。

Ａ．今年度は一回ボランティアを募り、応募していただいたにもかかわらず、急遽中止になってし
まい申し訳ありませんでした。また、機会を見てボランティアの募集をかけたいと思いますので、
その際はご協力をお願いいたします。

個人的な意見ですが、近頃教育の現場でのニュースが多い中、子供たちは友達や学校、先生方に恵
まれているなと思う事が多くあります。
私自身、行事にはなかなか参加出来ませんが子供の様子を見ていて安心しております。今後とも宜
しくお願い致します。

吹奏楽部の練習を増やしてほしい。やる気はあるが休みの期間が長く上達したいと思っていても思
い通りにならないのではと感じる。

Ａ．部活動については、日頃の授業や学校行事に支障がない範囲で実施しております。１２月に発
行したＰＴＡ広報誌でも教員の残業問題について掲載していただきましたが、本校も同じような状
況です。しかしながら、部活動の教育的意義についても理解しております。今後も可能な限り、実
施回数を確保していきたいと思います。

皆んなが、出来ないこと違うことを、責めるのではなく、個性を理解し、色々な人がいること、多
様性を認められるようになればいいと思います。

保護者がもっと教育に積極的に関わっていくためにも、先日のキャリア教育は継続してほしいなと
思います。保護者がこんなことやってみたい！という企画や提案を学校に持ち込めることを知らな
い人もいるので、そういうのをウェルカムな学校側の姿勢、新しいことをどんどんやっていきま
しょう！といった学校側のメッセージもあると良いかなーと思います。

Ａ．学校側としては、保護者の方を講師とした特別授業は大歓迎です。そういう企画がありました
ら、担任を通じて学校までお知らせください。


