
平成２８年度 杉戸町立高野台小学校 
アンケート１ 児童の学校生活・学習について 
達成度 3.5以上（◎） 3.2～3.4（○） 3.0～3.1（△） 3.0未満（▲）＊小数第２位四捨五入 

No 質  問 
評 価 

（昨年度） 

達
成
度 

現状や考察 と 改善策 

１ 学校は楽しい 

児 童 
3.6 

(3.6) 
◎ 

豊かな人間関係づくりを目指した学級づく
り、仲間作りを推進し、いじめや不登校のな
い学校をこれからも目指していきます。 
・基本は魅力ある授業、分かる授業の展開重視 
・仲間づくり、運動遊びの活性化 
・自己肯定感を生む生徒指導機能強化 
・自信を持たせ、個性を尊重し認めあえる教
育の推進 

保護者 
3.6 

(3.6) 
◎ 

教職員 3.6 ◎ 

２ 
明るいあいさつをして
いる 

児 童 
3.3 

(3.1) 
○ 

軒下あいさつ運動、児童のあいさつ当番等学
校の外でもあいさつの声が響くようになってき
てはいますが、さらに向上の余地があります。 

・各学年での具体的取り組みの共有化（生徒

指導・校内委員会） 

・校門、軒下あいさつ運動の継続（安全に考

慮して） 

・高学年のリーダーとしての自覚を促す支援 

・低・中学年での元気なあいさつ活用 

・教師の率先垂範で明るく気持ちのよいあいさ
つを奨励 

保護者 
3.2 

(3.1) 
○ 

教職員 2.5 ▲ 

３ 進んで勉強している 

児 童 

 
3.4 

(3.3) 
 

○ 

引き続き、アクティブ・ラーニングの視点
を持って、日々の授業改善に取り組み、分か
る喜び、学ぶ楽しさを追求する授業を今後も
推進していきます。 
・一人一人の児童理解に努め、意欲関心を高
める授業の工夫改善 

・個に応じた指導の推進 
・児童相互のコミュニケーション能力を高め
学び合う全員参加型授業への工夫改善 

・ペア学習や協調学習等の積極的な導入 
・家庭学習の取組の共通理解、児童の意欲を
引き出す取り組ませ方の実践 

保護者 
3.1 

(3.0) 
△ 

教職員 3.0 △ 

４ 
みんなと仲よくしてい
る 

児 童 
3.8 

(3.7) 
◎ 

子どもたちが学年や学級の中で居心地の良
い居場所を見いだしていると考えられます。
引き続き仲間作りを推進し、いじめ０や不登
校０の学校を目指します。 
・いじめ、不登校０の推進 
・道徳の教科化に向けた授業改善の推進（問
題解決型、体験重視） 
・異年齢ふれあい集団活動・集会活動・外遊
びの充実 

・豊かな人間関係を醸成する学級・学年づく
りの推進 

・人権感覚育成プログラムの実践 

保護者 
3.7 

(3.6) 
◎ 

教職員 3.4 ○ 

５ 
健康に注意し、進んで
運動している 

児 童 
3.6 

(3.5) 
◎ 

生活のリズムチェックや、歯磨き検査等で健
康に生活する意識が高まってきています。 
・生活・歯科衛生チェックの継続 
朝マラソンの取組が向上し、自分の健康、

体力に関心を持つ児童が増えてきました。 
・ねらいを明確にした体育授業の充実 
・体力向上推進委員会での重点化と全校での
体育的諸活動の充実 

・遊ぶ時間の確保、なかよし遊びの継続 

保護者 
3.4 

(3.3) 
○ 

教職員 3.1 △ 



６ 
家庭学習に毎日取り組
んでいる 

児 童 
3.4 

(3.3) 
○ 

家庭の協力もあり家庭学習が定着してきて
いることが伺えます。今後は学年間の取組の
差の解消を図るとともに、反復練習だけにと
どまらず質の向上を目指します。 
・小学校 6年間の発達段階を踏まえ、ねらい(学
習の習慣化、基本的生活習慣の確立等)の明
確化、共通理解、共通実践の推進 

・バランスよく自主的で発展的な学習や意欲
を育てる家庭学習の推進 

・家庭との連携をとった家庭学習の工夫改善
の推進 

保護者 
3.2 

(3.1) 
○ 

教職員 3.4 ○ 

７ 読書をしている 

児 童 
3.4 

(3.1) 
○ 

各学級代表児童による「おすすめの本」の
放送や、親子読書、家庭での 10分間読書、ミ
ニ賞状等の取組により、読書への意欲は上が
り、図書室の貸し出し冊数は上がっています。 
・読書貯金等、学校図書部会を中心とした全
校的な取組の工夫・改善 

・図書ボランティアと連携した読書啓発活動
の強化 

・国語の授業単元に合わせた課題読書・並行
読書の充実・深化 

・教師・児童・保護者による読書紹介、読書
案内の充実 

・読み聞かせボランティア等によるブックト
ークや、児童のブックトーク活動への拡大 

保護者 
3.1 

(2.7) 
△ 

教職員 3.3 ○ 

８ 
忘れ物をしないように
気をつけている 

児 童 
3.5 

(3.4) 
◎ 

児童や家庭で意識化されてきていることが
伺えます。ご家庭での、週予定や連絡帳の確
認と声かけのご協力のおかげです。 
・前の日に学習の準備をする習慣づけ 
・「連絡帳」「週報」を活用した家庭との連携 
・児童が安心して学習に取り組めるように声
かけと確認の実践 

保護者 
3.2 

(3.1) 
○ 

教職員 3.1 △ 

９ 
机、ロッカーの中の整
理整とんに気をつけて
いる 

児 童 
3.3 

(3.2) 
○ 

児童の意識は上がってきています。ご家庭
でも、整理・整頓に気を遣うよう意識を高め
てくださっていることが感じられます。 
・必要感も持たせる日々の指導と見届け 
・学校全体の美化と教師の率先垂範 
・割れ窓理論の徹底（壊れたものをそのまま
にしない） 

・きちんと整理されたロッカーや、机の中の
整理の例示や掲示（きれいにしてから教室を
出る） 

保護者 
3.0 

(2.9) 
△ 

教職員 3.0 △ 

10 
「です」「ます」のてい
ねいな言葉づかいをし
ている 

児 童 
3.6 

(3.4) 
◎ 

児童・保護者とも意識して丁寧な言葉遣い
を使うことができていると感じているようで
す。低学年でも、大人に対して「ですか？」「ま
すか？」と尋ねる言い方がたくさん聞かれる
ようになっています。 
・学校全体の共通理解と教師の率先垂範 
・学級での授業や普段の言葉遣いの指導の徹底 

・話し合い活動の中での発言の仕方、言葉遣
いの例示等、授業での活用促進 

・相手を大切にする人権感覚の育成 
・ソーシャルスキルの育成 

保護者 
3.2 

(3.1) 
○ 

教職員 3.1 △ 

  



平成２８年度 杉戸町立高野台小学校 
アンケート２ 学校の取り組みについて 
達成度 3.5以上（◎） 3.2～3.4（○） 3.0～3.1（△） 3.0未満（▲）＊小数第２位四捨五入 

No 質  問 
評 価 

（昨年度） 

達
成
度 

現状や考察 と 改善策 

１ 
学校の教育目標や経営
方針、指導の重点 

保護者 
3.3 

(3.2) 
○ 

学校説明会、学校だより、ホームページ等
で保護者の皆様に経営方針が伝わっているこ
とが感じられます。 
・高小ＨＰ、速報写真館の活用 
・学校説明会の工夫と充実（参加保護者を増やす） 
・各種会議、PTA役員さんへの情報提供 

教職員 3.2 ○ 

２ 
情報発信と家庭や地域
との連携 

保護者 
3.4 

(3.4) 
○ 

学校説明会、学級ＰＴＡ、各行事、学校だ
より、ホームページ等で地域・保護者の皆様
への情報発信の工夫・改善に努めているとこ
ろです。今後は家庭・地域での児童の姿をと
おした情報発信にも力を入れていきます。 
・学校・家庭・地域双方向での情報連携の推進 

・児童の気持ちのよいあいさつの推進（成長
した児童の姿・様子で発信） 

教職員 3.3 ○ 

３ 
子ども理解・生活指
導・教育 

保護者 
3.2 

(3.1) 
○ 

個人面談、教育相談日等教育相談の充実を
図っているところです。 
・必要に応じた随時の相談を実施し、適切な
支援体制を充実させる。 

・児童理解研修、学校課題研修（ＵＤ等）の
充実により、全教職員で児童を支える体制整
備、強化 

教職員 3.4 ○ 

４ 
確かな学力・学習指導
法を工夫 

保護者 
3.3 

(3.2) 
○ 

学校課題研修において研究を進めているア
クティブ・ラーニング(主体的な学び・対話的
な学び・深い学び)の視点で、授業改善を図っ
て参りました。今後も分かる喜び、学ぶ楽し
さを追求する授業を推進していきます。 
・学力向上推進委員会を中心とした組織的取
り組みの強化 

・「活用を図りながら習得を目指す」学習指導
法への改善 

・校内研修による授業分析と改善の推進によ
る教師の授業力の向上 

・問題解決型学習と体験学習の充実 
・伝え合う力の充実 
・分かる授業、学ぶ楽しさのある授業へと工夫 

教職員 3.3 ○ 

５ 
情報教育・国際理解教
育 

保護者 
3.2 

(3.2) 
○ 

ＰＣ、電子黒板、デジタルカメラ等を活用し、
児童の意欲を高めるとともにわかりやすい授業
の推進に努めて参りました。国際理解教育に関
しては外国語指導助手の活用だけでなく、ＪＩ
ＣＡ職員による授業等も行いました。 
・ＰＣ教室内でのグループウェアの活用 
・英語活動・総合的な学習の時間の重視 
・地域人材・地域素材の活用推進 
・国際理解の 3 要素（人権尊重、文化理解、
コミュニケーション力）の育成推進 

教職員 3.2 ○ 

６ 
体力づくり・健康づく
り 

保護者 
3.6 

(3.6) 
◎ 

目標を設定した朝マラソンの奨励等、全校
の体力向上のための授業の活性化、運動遊び
の生活化に努めています。体力テストの結果
も向上しています。 
・体力向上推進委員会による組織的取組強化 
・めあてを持たせた体育授業推進 
・外遊びの質・量の充実 
・健康チェックの集計の分析による改善 
・食育の推進と歯科衛生の充実 

教職員 3.6 ◎ 



７ 地域の人材、環境活用 

保護者 
3.5 

(3.4) 
◎ 

ボランティア活動へのご協力をいただきあ
りがとうございます。今後も計画的、組織的
に準備を進め、活動しやすい環境をつくって
参ります。 
・体験重視の授業、活動の創造と地域素材の
掘り起こし 

・人材活用の地域へのさらなる周知 
・学校・地域の自然環境の友好的活用 
・人材・環境活用の「総合的な学習の時間」
年間指導計画への位置づけ 

教職員 3.7 ◎ 

８ 
自主的、実践的な態度
の育成、子供の良さを
生かす教育 

保護者 
3.3 

(3.1) 
○ 

学級活動、委員会活動の充実が図られ、自
主的、実践的な態度の育成を図る取組が充実
してきました。 
・特別活動（学級・学校）の充実 
・家庭との連携による「子どもに任せる思考」
の重視 

・縦割り異年齢活動の充実 
・任せて、自立を認める特別活動の推進 

教職員 3.3 ○ 

９ 
心の教育の重視・豊か
な心の育成 

保護者 
3.3 

(3.1) 
○ 

縦割り異年齢活動、老人介護施設「もみの
木」との交流等豊かな体験活動を増やして参
りました。今後もねらいを明確にした体験活
動の充実を図ります。 
・豊かな表現活動につながる豊かな体験活動
の推進 

・飼育、栽培活動を通した命の大切さの指導 
・道徳教育と道徳授業の充実 
・読書の生活化（読書量を増やす） 
・一人一人の児童とのふれあいを大切にする
「朝のハイタッチ作戦」 

教職員 3.4 ○ 

10 適切、公平な評価 

保護者 
3.3 

(3.1) 
○ 

授業を振り返り自分の言葉でまとめる活動
を推進してきました。学習の評価に関しては、
今年度も３年生以上は国立教育政策研究所の
指針に則って通知表の評定を入れました。 
・評価規準を明確にした評価の推進 
・「認めて・やる気を育てる」活動を基盤とし
て推進 

・「分かる授業」「楽しい授業」の推進 
・教員と児童・保護者とのコミュニケーショ
ンの充実 

教職員 3.5 ◎ 

11 安全指導の徹底 

保護者 
3.4 

(3.4) 
○ 

今年度も引き続き通常の避難訓練に加えシ
ョートの避難訓練や、竜巻対応避難訓練等も
行い、休み時間でも、「自分の命は自分で守る」
意識を児童に持たせるようにしてきました。 
・危険予知能力の学校・家庭との連携推進に
よる育成（考えて行動できる子どもの育成） 

・危険箇所の確認と安全マップづくりの推進 
・ホッとハウス活用の促進 
・ショート避難訓練の充実 
・安全に関する指導、安全教育の充実 

教職員 3.7 ◎ 

12 教育環境の整備 

保護者 
3.3 

(3.2) 
○ 

無言清掃の徹底、図書館ボランティアによ
る図書館環境整備、花ボランティアによる花
壇の整備等、充実した教育環境が整ってきて
おります。 
・環境作りと学習の連携（花壇と観察園の充実） 
・ボランティア活動の充実 
・清掃活動の重視（無言清掃を伝統に） 
・大掃除週間の設定 
・校舎内の窓ガラスの清掃 

教職員 3.7 ◎ 

 
 



平成２８年度 学校アンケート 保護者記入欄 

（※氏名削除、クラス等が特定されないように一部記述を変えてあります） 

行頭のマーク「◎非常に好意的なご意見。○好意的なご意見。▽提言、提案。▼厳しいご意見。」 

      お答えできるものは⇒ゴシック体 で答えております。 

 

【生活に関して】 

◎ＧＷ明け頃から、子どもたちが元気に挨拶をしてくれるようになりました。昨年までは、目が合って

も何の反応も無く、ずっと気持ちが悪いなあ、小学生ってと思っていました。最近ではウォーキング

のおじいちゃん、おばあちゃんにもあいさつをしている様で学校前が明るくなったわねとおっしゃっ

てました。先生方の声がけで息子もだんだん大きな声であいさつを返す様になりました。ありがとう

ございます。 

◎生活態度、表情を気をつけてみていただけて安心できます。 

◎先生方が熱心で細やかな指導をしてくださるので、子どもたちも安心して学校生活をおくることがで

きていると思います。いつも暖かく接していただきありがとうございます。 

○学校生活の様子については、学校便りはもちろん、学級だよりで詳しく伝えていただいています。た

だ、学級レベルにおいては、担任の先生によってだいぶ対応が違ってくるようです。まめに学校に通

えばいいのでしょうが、働いている者としては、学級通信の内容が充実しているととても助かります。 

▼冬に学校へ行くと雑巾の生乾きの匂いです。ベランダに干してほしいです。 

 ⇒学校の中で生活していると、そういう匂い等に慣れるせいか気づきにくい点でした。ご指摘ありが

とうございます。ぜひ、工夫していきたいと思います。 

 

【行事等に関して】 

◎いつもご指導いただき、ありがとうございます。子どもたちのことは、もちろんよく見ていただいて

いますが、今年度は行事の後などにまめにメールをくださるのがとても良いと思います。今年もかい

の木コンサートはすばらしかったです。子どもたちの素直な歌声にとてもいやされました。ありがと

うございました。 

◎「かいの木コンサート」感動して涙腺が緩みまくりでした。上の子が卒業してから始まったので、初

めて聞きましたが、とても素晴らしかったです。これからも高小の伝統行事として継続していってほ

しいです。 

◎かいの木コンサートとても感動しました。学習以外のこのような活動も子どもたちを成長させ、心の

育成につながっていると感じました。 

◎かいの木まつりは全校生徒が１つの物を作り上げる、とてもすばらしい行事だと思います。 

◎学校に関しましては、いつも子どもたちの為を考えて指導してくださり、感謝しております。特に、

かいの木コンサートとても素晴らしくて感動いたしました。来年度以降も楽しみにしております。 

○学年を超えて一緒に活動したり、学外でのイベントもあったり先生方はとても大変でしょうが、すご

くいいと思います。 

○いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 

○運動会も生徒も保護者も未就学児もみんなが楽しそうで、とても温かみのあった運動会でした。 

○（児童会活動等の）会社をつくる案がいいと思います。もっと実社会に近くして、文化祭のように 1

日使って保護者をお客として呼んではいかがでしょう。 

▽運動会は親子競技にお弁当作りと大忙しでゆっくり見ていられないので、西小のようにお弁当は子供

だけにしてもらえると助かります。 

▽運動会のテントはり、今年は曇っていたため前の方でやっている方は少なかったですが、白線等を引

いて、その内側では、競技中は入らないようにしてほしいです。また、当日も放送等でも何度も呼び

かけてほしいし、見回りをＰＴＡ役員の当番とかにして声掛けしてほしい。個人的に注意するとにら

まれるし、言いにくいので。 

 ⇒本部席からのアナウンスもしていきたいと思います。どなたにも気持ちよく応援してほしいもので

すよね。 



【学習指導に関して】 

○先生方の教育はとても子供に響いています。毎日楽しく学校に行って、勉強が楽しいと話しています。

授業参観でも先生が子どもたちに興味を持たせるために、様々なことを考えさせて、授業が楽しくわ

かりやすく進めていることが分かり、うれしく思います。ありがとうございます。 

○日々子どもたちの教育指導ありがとうございます。今年度入学し、まだまだ学校教育について理解が

不十分な点が多くあります。今後も学校の教育活動に関心を寄せていきたいと思います。 

○担任の先生の細やかに行き届いたご指導のもと、中学校に向けての成長を子どもたちの中に発見する

場面が多くなってきています。また、諸先生方からの声掛けもいただき感謝しております。残り僅か

の小学校生活が本人達の自信と自覚がさらに養われるように、共に、歩みを進めて行ってくださるこ

とを願っております。 

○今年、初めて高小に入り、今年の担任の先生には、とても良い指導をしていただいた。けれど、他の

お母さまからの話を聞くと、先生によって違うこともあるようで、他の先生のことは接点がないので、

よくわからない。 

▽いつも先生方の丁寧なご指導に感謝しております。3年生の 2 学期から自主勉強の宿題が出るように

なりましたが、事例を具体的に見せていただけると助かります。差し支えなければ、お友達のノート

のコピーなど。 

▽英語の時間を増やしてほしいです。 

 ⇒全国的に小学校での英語の教科化が予定され、時間も増える予定です。それに伴って、先進的な実

験校では、昼休みの時間を削ったり、７時間の日を作ったりという試みも行われているようです。ま

た、土曜日を復活させる自治体もありました。ある程度制限された時間の中で、新しく時間を生み出

さなければならないという工夫を迫られているところです。 

 

▽美術展で驚いたことがありました。子どもたちの絵が貼ってありましたが、特に学年によって絵のク

ラスカラーがはっきり違っていたため、先生の指導でこんなにも差がでるんだなと改めて知りました。

1 年生の朝顔の絵は花びらの色がクラスで色とりどりのクラスや青や紫だけのクラスというように指

導によるものかなと。6年生、ランドセルからの絵は一方のクラスはパステルカラーで、もう一方は、

しっかりと色づけされていて、というように、もちろんそうでない子も何人かはいましたが、こんな

に顕著にあらわれるということに驚きました。先生方の指導一つで小学生には、こんなにも影響があ

るということを改めて感じました。そして、ますます先生方の大変さ、難しさを少し、知ることがで

きました。たくさん言ってしまいました。すみません。 

▽先生によって指導の落差をとても感じます。未熟な先生には、ベテランの先生がついて指導し成長が

できるシステムがあるといいと思います。 

▽個性なのかもしれませんが、同じ学年でも担任の先生によって学習の進め方や方法が違うことが毎年

気になります。隣のクラスは～なのにうちはこれでいいのかな？など不安になることもあったりしま

すので、学年での話し合い、またはルールが決められると安心できます。 

⇒教員による指導力の差は、年齢差、経験差等ありますので、そこを少しでも埋めるように、校内で

の研修を進めております。私たち教員も、育っていく存在であることをご理解ください。また、こう

したご意見が私たちを啓発してくれます。ティームティーチングなどＯＪＴによる研修システムも考

えております。今後もよろしくお願いします。 

 

▼宿題の量が多い日は、夜中 12 時すぎまで宿題に追われ寝不足が続いてしまう。その子に見合った宿

題の量にたまにはしてほしいです。 

 ⇒宿題の意図に関しては、「家庭での学習習慣作り」が基本であると考えています。量よりも決まっ

た時間を続けることが大切です。また、家庭での習慣作りは家庭に主導権があります。お子さんにあ

まりにも負担なものであれば、担任にご相談をお願いします。 

 

▼子どもにもよるのでしょうが、ドリル学習の負担が大きく、家庭学習でそれ以外のことをさせる余裕

がない。 



▼数年前から始まった「ドリル 3回」の取組ですが、家では、とにかく回数をこなすためのやっつけ仕

事になってしまっています。もちろん「しっかり丁寧に 3回」できているお子さんもいると思うので

すが・・・。「ドリル 2 回でいいからしっかりやってその分、進級テストに力を入れてほしいと話し

ている保護者さんもいてなるほどと思いました。 

⇒ドリル学習については、方法であって目的ではありません。３回繰り返しやることがどの子にとっ

ても効果的であるとも限りません。お子さんに合わせた学習を担任と話し合ってください。 

 

▼漢字学習の方法を見直し願います。 

⇒「漢字学習」については、活用を通して習熟を図ることが大切であると考えます。表音文字のひら

がなと同じような単純な繰り返し練習では効果が期待できません。効果的な方法がありましたらご提

案お願いします。 

 

▼心の教育を重視するのであれば「大人の言葉遣い」を意識していただきたい。 

▼一部の先生の言葉づかいが汚く感じられます。家庭ではなるべく正しい言葉で話すように気をつけて

きましたが、先生方にも少し気をつけていただけるとありがたいと思います。 

⇒申し訳ございません。管理職の指導の不手際の一語に尽きます。今後、さらに指導を強めて参りたい

と思います。気になることがあり次第、すぐにご連絡をお願いします。教員同士、情報を共有しなが

ら、正していきたいと思います。 

 

▼学校においては、集団としてのまとまりももちろん、必要でしょうが、その前段階としてもう少し一

人一人を理解し、大切に扱ってほしい。 

 ⇒ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通りです。１人１人の児童理解から学級経営、学習指導

は始まるものと考えております。 

 

【安全等について】 

◎台風時や連休時もこまめなメールの配信をしてくださり安心します。息子と話し合うきっかけにもな

りますし。高橋さんも通学路の安全を早めに見てくださったり、学校の近所の我が家から見える変化

がたくさんあってうれしいです。 

○子どもの教育指導、その他交通安全、その他全般に対し、保護者が安心できる教育がなされていると

思います。 

▽学校での休み時間などの子どもの安全に疑問を感じる。 

▽集団下校等安全面の配慮はしていただいているが、終業後の居残りで下校時間が大幅に遅れることが

あり、心配することがたびたびあった。残す予定がある場合には、前日連絡帳で知らせるなり、当日

クラス単位でメールをいただくなりしてもらえると余計な心配がなくなります。 

▽不審者対策について不安に思う点があります。 

▽赤の下校班のバラバラ感が気になります。一緒に歩きたくないのか。見えないくらい離れているのが

当たり前になっています。ゆっくりすぎたり、ほとんど走っていたり・・・。 

▼低学年の下校について、もう少し、先生の見回りをしていただきたい。気になることを連絡帳に記入

すると適切に応じてくださり心強く思います。 

 ⇒ご意見ありがとうございます。ＰＴＡの下校時見守り活動も有り難く思っているところです。登校

については、今年度は新たに高野台地区の防犯推進員の方も見守りを実行してくださっています。本

当に有り難いことです。地域のコミュニティの強さを感じます。高小としても担任外の教員を中心に

見回りを強化していきたいと考えております。 

 

▼不審者情報のメールで、西小で入ってきた情報が高小には入ってこなかったり逆もあったり・・・。

近所でのことなので、地区で分けずにたくさん情報はほしいと思いました。 

 ⇒ご指摘ありがとうございます。不審者情報の件では、校長同士の会議の場でも、情報の不均衡は話

題になっています。情報を共有していけるように今後も努力して参りたいと思います。 



【その他】 

○いつも子どもたちにご指導いただきありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

○6年間高小に通うことができて、よかったです。先生方のご指導感謝いたします。 

○日ごろより先生方に見守られながら、安心して子供の成長を感じることができ、大変うれしく思って

おります。どうもありがとうございます。 

○いつも子どもたちのためにありがとうございます。 

○学校の活動の様子をＨＰの速報写真館で見ることができるのはとても良いと思う。 

○いつもありがとうございます。子どもも学校が楽しいと言っています。これからもよろしくお願いし

ます。 

○役員をやっているため、先生方の熱心なご指導を肌で感じることができ、感謝しています。ただ役員

じゃなかったら感じることができないのかなという風に思います。 

○高野台小は入学してからどんどん楽しく明るい学校になってきました。先生方にとても感謝していま

す。近隣の学校のようにクーラーが入ればよいと思います。①②ともに学校単位では難しい問題です

が。 

○とてもよい学校だと思っています。熱心な先生方も多く、保護者の意見や質問にもきちんと答えてく

ださいます。ありがとうございます。 

○先生方は大変がんばっていると思います。毎日子供が学校に行き、出来事を楽しそうに話してくれま

す。高野台は住宅以外何もないので、保護者としては安心ですが、自分たちだけの判定基準だけでス

タンダードを決めてしまいそうで多様な価値観を感じる機会をふやしてもらえればよいと思います。 

▽ＨＰの更新が少ない。以前はもう少し多く更新していたいように思います。校長先生のページはなぜ

あるの？多く更新するためだと思っていました。何なら毎日給食の写真を撮って、感想とともにアッ

プするとか。 

 ⇒こういうご意見は励みになります。ありがとうございます。校長ページも気にしていただきありが

とうございます。更新がんばります。 

 

▽杉戸町へのお願いになるのでしょうが、普通教室へのクーラー導入は何とかならないのでしょうか。

首ひざのうら、ひじのうらなど、あせもがひどくてつらそうです。 

 ⇒今年度は図書室へ設置していただきました。町としても計画的に考えてくれていると思います。 

 

▽子どもの小学校での活動が親にあまり伝わらない。 

 ⇒お忙しいとは思いますが、お時間のあるときにいつでも参観していただいて結構ですので、職員室

にお声かけください。 

 

▽先日の学校公開の日に授業を見て感じた事ですが、教室の壁の掲示物（注意書きや目標など）が多す

ぎるのではないかと思いました。情報を目に見える形にするのは大切かもしれませんが、あまり多い

と集中できない環境となる恐れがあります。壁の注意書きは本当に必要なものだけに絞り、教室内を

少しすっきりさせてはいかがかと存じます。 

 ⇒ご指摘ありがとうございます。今年度はユニバーサルデザインも視野に入れた教員の授業研究に取

り組み始めました。掲示についても、見直していきたいと思います。 

 

▽読書は強制されてもあまり意味が無いかと思います。家族全員が読書が趣味の家なので、今は本人に

読む気がなくともその内読むようになると考えています。 

 ⇒学習自体が、強制されても意味はありません。いかに興味関心を持たせ、意欲付けしていくかが大

切だと思います。家族全員読書が趣味とは素晴らしいことですね。 

 

▽書初めの道具などは消耗品も多いので 3年生だけなく毎年販売の案内をいただけるとありがたいと思

います。 

 ⇒確かに、その通りです。ご提案ありがとうございます。 



▽保健室のベッドは使用しているのでしょうか。高い熱を出して迎えに行ってもベッドで寝かせてもら

っていませんでした。他の方に聞いても使用しているのを見たことがないといっているのですが、ど

うなのですか。 

 ⇒「使用しているのを見たことがない」は事実だと思います。しかし、それが使用していないことに

はつながりません。使用頻度が低いに越したことはないのですが、必要に応じて活用しております。

ただ、病院や自宅のベッドとは違い、一時的な休息なので、高熱でお迎えが早い場合、状況に応じて

保健室内のベンチで待っていることもあります。 

 

▽今までとやり方を変えるときは、昨年度までは○○だったが・・・と一報がほしい。上に兄姉がいる

場合不安になる。（例、2年生の校外学習のボランティア募集が今年はなかった） 

 ⇒関心を持っていただきありがとうございます。今後気をつけていきたいと思います。逆に昨年度ま

でと変わらないということが、工夫改善ではなく、後退になるところもありますので、そういったと

ころも、お気づきの点はご連絡いただければと思います。 

 

▽ＰＴＡの活動はとても大変なのでしょうか。もっと負担が減ってくれるとできる（やろうと思う）方

も増えるのではと思っています。 

▽ＰＴＡ活動が自主制になったらよいなと思います。発達障害など見えない障害の人や特性について、

先生という立場で何ができるのか対応の仕方などをもっと勉強してほしい。 

 ⇒ＰＴＡ活動は、楽しくやっていただくことが大切だと思っております。負担をあまり感じないで参

加できるように、今後もみなさんで考えていきましょう。ご提言ありがとうございます。教員の研修

については今後も情報共有できるようにしていきたいと思います。 

 

▽アンケートなのに、なぜ、回答者名を記入するのでしょうか。 

 ⇒無記名でもかまいません。 

 

▼先日、廊下で若い先生とすれ違いましたが、素通りでした。こちらが挨拶してから、挨拶を返してく

ださいましたが、児童の見本となっていただくためにも先生からも挨拶をした方がいいのでは・・・。 

 ⇒申し訳ございません。私たち管理職の指導の不手際の一語につきます。今後もそのようなことがあ

れば、すぐにお声がけください。「おかしいではないか？もし不審者であったのならどうするのだ！」

と叱責が難しければ、管理職にすぐにお伝え願います。 

 

▼担任の先生が一年間変わることのないよう、把握し指導してほしい。 

▼学年の途中で担任がかわることが多すぎ。子どもたちが混乱している（保護者も）学習方法も変わっ

たりし戸惑う。子どもたちのことを理解し指導しているのか疑問に思う。 

▼最近途中で担任の先生が変わることが多い。以前には、考えられないことだ。特に新学期が始まって、

いくらもたたないうちに子どもができてやめるのは責任感がなさすぎる。他の職場でも自分の仕事に

責任のある人は計画的に考えることなのに、子どもへの影響、負担を考えてほしい。引き継いだ先生

も担任として責務を果たしてください。子どもが先生を信頼できなくならないようによろしくお願い

します。 

▼この学年ばかり毎年年度の途中で担任が変わってしまうのはなぜなのでしょうか。仕方のない理由が

あるのもわかりますし、突然担任を任された先生が戸惑っていらっしゃるのもわかります。ただ、こ

の子どもたちにとって○年生という年は今年しかありませんので、しっかりお願いしたいと思います。 

▼2年 3年 4年と担任の先生が途中で変わったりして 1年間を通じて、きちんと見ていただける先生に

5、6年生はおまかせしたいです。漢検などよりも、日々の漢字の勉強などに力を入れていただけると

子どもたちも書く力がつくと思います。 

 ⇒その通りです。年度途中で担任が替わるようなことがないようにしていきたいのは当然です。しか

し、病気は待ってくれませんし、出産は計画してもうまくいかないこともあります。「以前には」と

いう点では、以前２０年間ほど、若い教員の採用が極端に少なかったのです。教員年齢のアンバラン



スは今後も続くでしょう。 

 ⇒学校でも、漢字の学習には力を入れています。書く力については、ご家庭で効果的な学習があれば

どんどん推進してくださって結構です。また、そういう方法を学校に教えていただければ、私たちも

参考にさせていただきたいと思っております。 

 

▼最近再び靴かくしがあったと聞きました。現場を目撃した子がいるとも聞きました。学校は犯人捜し

はしないということのようですが、悪いことは悪いと教えるのが教育なのではないですか。それをせ

ずにずるずると来てしまった結果、1 年生の時から今にいたるまでこういった事件が続いているのだ

と思います。この際きちんと解決をしていただきたいです。 

 ⇒悪いことは悪い、是は是、非は非です。しかし、よく「問題行動」といいますが、その行動の背景

には、解決されなければならない問題を抱えているものです。学校は裁判所でも、警察署でもありま

せん。「悪いことをしたから罰する」では「教育」とは言えません。単に断罪です。問題を抱えてい

る子のとった行動は「必要行動」と言ってもいいのかも知れません。その問題の背景を保護者や児童

とともに寄り添いながら、考えていく中で、よりよい道が開けてくると考えます。子どもたちもそう

ですが私たちも含めて「成長」に解決や終着点はないのだと思います。「きちんと解決」というお考

えがあれば、どのようなことかじっくりと話し合ってみませんか。 

 

 


