
保護者アンケートのご意見についての学校の検討結果 
 意見 検討 検討結果 

1 ・タブレットが使えるようになるとよ
い。 ICT 

 現在 ipad は委員会等に相談しましたが、改善が厳
しい状況です。ギガスクールに向け、タブレットも
届く予定なので、お待ちいただければと思います。 

2 ・オンラインの環境がもっと整えば良
い。 ICT 

来年度のギガスクール構想に向けて準備中で
す。一人一台の活用に向けて準備していきま
す。 

3 
・コロナ禍で不便さを感じたのは HP でし
た。ホームページが見づらい。同市内で
差がありすぎる。更新も少ない。 

ICT
＋管 

リニューアルする予定です。近々リニューアル
できるよう、準備を進めています。 

4 
・災害時の訓練他、緊急事態の行動は、
学校、家庭の両方がもっと緊張感をもっ
てやってはどうかと思います。 

安全 事前指導の徹底をします。 

5 ・不審者対応訓練は、メールのみで、実
施しているのか不明瞭。 安全 今年度は不審者対応訓練は中止となったが例

年、学校便り等で訓練の様子を伝えています。 

6 ・通学班の、班長、副班長にしっかり指
導をして欲しい。 安全 通学班会議や一斉下校時の指導を徹底します。 

7 ・下校時のマナーが悪くなった。 安全 各学級・通学班会議や一斉下校時の指導を徹底
します。 

8 

・今回の引き渡し訓練は今までよりも現実味を
出していてよかったと思う。運動会も他校に比
べ、運動会らしさがあり楽しめました。学校公
開も何とか苦慮して実施していただけたのであ
りがたかった。校外学習にも連れ出していただ
き、先生方が色々考えてくださっていることに
感謝しています。 

安全 ご意見ありがとうございます。 

9 ・登下校の安全面、不審者対策がもう少
し施されてほしい。 安全 今年度検討し、来年度対応します。 

10 ・不審者対応に不安がある。 安全 
今年度、コロナの関係で不審者対応訓練は未実
施。不審者対応については今後も検討・見直し
をしていきます。 

11 
・訓練を本番さながらの緊張感を持った
方が良い。挨拶が当たり前に口をついて
出るような学校になると良い。 

安全 各学級・通学班会議や一斉下校時の指導を徹底
します。 

12 
・安全指導について、登下校の挨拶、歩
き方が悪い。交通安全に対する意識を子
どもたち自身が自覚すること、学校での
指導も大切だと思う。 

安全 一斉下校時、通学班会議で指導を徹底し、見守
りをします。 

13 ・登下校時に南門からオームブックセン
ター周辺に交通指導員さんがほしい。 

安全
+管 教育委員会とも検討していきます。 

14 
・南門のところとセイムス方面に曲がる
ところに警備員さんが立ってくれると助
かる。 

安全
+管 教育委員会とも検討していきます。 

15 ・高学年の子が低学年の子の面倒を自然
にできることが素晴らしい。 

学力
向上 ご意見ありがとうございます。 

16 ・体力アップや宿題は学年相応でよい。
のびのびと成長している。 

学力
向上 ご意見ありがとうございます。 

17 ・理解していない部分がある。 学力
向上 授業改善の取組と改善を続けてまいります。 

18 ・授業内容の理解が難しい。 学力
向上 授業改善の取組と改善を続けてまいります。 

19 ・英語の参観希望 学力
向上 

参観したい教科は保護者によって様々。懇談会
以外で正式な希望があったら管理職相談。コロ
ナの感染状況とあわせて検討していきます。 

20 ・算数の宿題を出して頂きたいです。
（宿題の量が足りないと思います。） 

学力
向上 

学年で合わせて宿題を決めていきます。それと
合わせて家庭学習の手引の活用をしていってほ
しいと思います。 



21 ・国・算・理・社の 4 教科以外の進行状
況が気になる。 

学力
向上 

学校としては、授業時数を集計して把握・調整
しています。 

22 ・冬休みの課題をたくさん出してくださ
い。 

学力
向上 学年で合わせて宿題を決めていきます。 

23 

・学習内容について、教科書と違ってい
たり、あいまいなまま終わってしまった
りすることがある様子。家庭でも、子ど
もに質問する力をつけたり、調べること
ができるよう、働きかけていきたい。 

学力
向上 引き続き指導を続けていきます。 

24 

・学校行事を増やしてほしい。 管理
職 

・現在の教育課程の中では、新しい学校行事を
増やすのは厳しい状況ではありますが、今ある
行事の充実や新しい教育に必要な活動における
組み換えなどは、今後も見直しを図っていきた
いと思います。 

25 
・１０日〆シフトの場合、勤務調整が必
要なため、もう少し早く予定を知りた
い。 

管理
職 

・わかっている行事等については、できるだけ
早く周知できるようにしていきます。 

26 
・参観や、学校公開など日数を増やして
ほしい。 

管理
職 

・今年度はコロナの影響で削減を余儀なくいた
しましたが、来年度のコロナの状況をみながら
計画してまいります。 

27 
・卒業式・入学式に正門を開けてほしい
です。 

管理
職 

・現在は３つの門を使用しており、昔の正門は
使用していない状況にあります。卒業式・入学
式においても、通常使っている門を使用しま
す。 

28 
・オンラインシステムや動画配信等を利
用した、授業参観や懇談会の実施。（感
染症対策、仕事を休みにくい保護者の参
加率向上のため） 

管理
職 

・来年度よりＧＩＧＡスクール構想がスタート
します。オンラインシステムや動画配信等、そ
れと並行しながら今後、検討していければと思
います。 

29 
・校内の水回りや電灯などの環境が整う
とよい 

管理
職 

・市内で最も古い学校のため、修繕箇所もたく
さんあります。優先順位をつけながら、順次修
繕していければと思います。 

30 

・外トイレの改修工事をしてほしい。 
他１３名 

管理
職 

・外トイレについては、毎年のように教育委員会に
お願いしております。市でも検討はしてもらってお
りますが、莫大な予算がかかるため、新たな改善策
がないか現在、検討しております。今後も引き続き
市に依頼してまいります。北校舎の時計について
は、配線の大がかりな工事が必要とのことであり、
早急に、何とかしていきたい課題と考えており、現
在どのように直すか市と検討をしております。 

31 
・6 年生の教室のカーテンが短く、女子の
着替えが見える時がある。場所を移動す
るか、ガラス扉の下の部分を布などで覆
った方がよい。 

管理
職 

・これについては市に検討を依頼し、現在改善
されております。 

32 
・PTA の活動も制限され、意見交換の場
がないことに不安を感じる。先生方の思
いや考えをたくさん発信してほしい。 

管理
職 

・コロナ禍において、色々な活動が制限されて
おります。各種通信等を通じて、できるかぎり
学校の今を発信できればと考えております。 

33 
・通知について、必要書類やスケジュー
ル等いろんな書類にそれぞれ書いてある
と見落とす。１つの書類にまとめてほし
い。 

管理
職 

できるかぎり一つのお便りで済むようにはして
まいりますが、随時必要になってくるお知らせ
もあり、この点については、ご理解ください。 

34 

・学年だより、クラスだよりが担任によ
り差がある。校外学習の日程・行先変更
など事前のお知らせや集金の遅れがあ
る。授業で使用する材料など突然すぎて
困る。クラスだよりが休校明けから全く
ない。 

管理
職 

・学級だより等は、担任の任意で作成している
ものであります。学年だよりは月１・２回程度
発行されていると思いますので、そちらを確認
していただければと思います。授業に必要なも
のについては、各クラスで差異が生じないよう
にしてまいります。 

35 ・学校だよりがもう少し多く発行された
らうれしいです。 

管理
職 

・月１回を原則としておりますが、検討してま
いります。 

36 
・手紙や連絡帳等の電子化による、印
刷・配付・確認などからの教員の負担軽
減。 

管理
職 

・様々なものの電子化については、検討してま
いります。 



37 
・何度か電話をしましたが、元気がなく
暗い印象。対応や愛想が悪いという意味
ではありません。 

管理
職 

・若い教員も増えていき中、電話や来客者の対
応についても、学校全体として研修をしてまい
ります。 

38 ・先生の中で、保護者に挨拶しない人が
いる。 

管理
職 

・教員、児童に限らず挨拶はコミュニケーショ
ンの基本、学校全体で大切にします。 

39 ・オンライン教育を取り入れてほしい。 管理
職 

・今後、検討してまいります。 

40 

・子どものけがのため、車で迎えに行っ
ていますが、登下校中校内での子供との
接触事故をおこさないように注意をはら
っています。子どもの歩く場所と車の通
る場所が分かれていたらいいなと思いま
す。 

管理
職 

・駐車場は子どもの遊び等禁止になっておりま
すので、事故等起きないよう再度徹底します。 

41 
・いじめについての教育をもっとしてほ
しい。 

生徒
指導 

１０・１１月のいじめ防止月間の取組、道徳の
授業、中学年の非行防止教室で指導を続けてい
ます。 

42 

・もっと笑顔で大きな声であいさつでき
るよう、家庭でも身に付けさせる。 

生徒
指導 

誰に対しても、ただ大きな声で挨拶ができるこ
とを一番とは考えていません。知っている人と
会ったら自分から挨拶をする、挨拶をされたら
挨拶を返す等、学校でも地域でも自然に挨拶が
できるように指導をしています。 

43 ・挨拶できる子が少ないと感じます。 生徒
指導 

１２と同じです。 

44 

・上の学年になればなるほど荷物（絵の
具、習字道具など）が多く、雨の日には
手がふさがったりして大変そうですが、
昔みたいに学校に置くことは無理なので
しょうか。 

生徒
指導 

絵の具セット、習字道具は蛇口の数が少なく、
学校では洗えないため、その都度持ち帰りにし
ています。できるだけ持ち帰る荷物が重ならな
いように配慮します。 

45 

・お世話になっております。今年度、コロナ禍
の中でも子ども達の育ちの場、成長の場を確保
して頂き、大変感謝しております。今後も、毎
日の学校生活と学習の積み重ねで、次の成長に
つながるように教育して頂きたいと願っていま
す。学習に必要でないものを持参している現場
があった場合には、ぶれずに指導して頂きたい
と思います。 

生徒
指導 

引き続き指導を続けていきます。 

46 ・児童同士の関係が良好。挨拶も気持ち
がよい。 

生徒
指導 

ありがとうございます。 

47 
・体育用の冬服の使用を許可してくださ
い。 

体育 ヒートテックのような体育着の下に着るのは体
温調節が困難なため禁止にしています。体育着
の上に重ね着をすることを認めています。 

48 
・給食のじかんが短い（１０分）５年。
歯磨きをしてほしい。 

保健
＋管 

・食べる時間も個人差があり、給食時間は全体
の日課のバランスの中で考えております。歯磨
きについては、コロナ禍の中、学校全体として
は指導を控えております。 

49 

・他校と比べ、コロナ対策があまり行わ
れていないように感じる。 

保健
＋管 

・子供達が過ごす場において、どういった感染
対策に実効性があり、有効かを検討しながら進
めております。感染対策としてはいいが、子ど
もにとっては適していないという防止策もあ
り、今後も試行錯誤しながら、安全な場づくり
に努めてまいります。 

50 
・感染症の対策を実施していただきあり
がたい。 

保健 ・今後も適切に対応していきます。 

51 
・石鹸、ハンドソープをいつも置いてほ
しいです。 

保健 ・石鹸、ハンドソープなどは常に所定の場所に
置いてありますが、補充が滞ることがあったよ
うですので、対応を見直していきます。 

52 
・階段等のほこりが児童のそうじだけだ
と行き届いていないと感じるところが多
くあるように思います。 

清掃 ・細かい箇所まで掃除が行き届かない所がある
ようですので、改めて清掃のやり方を確認し、
活動させます。 

53 ・校舎がきれいだと良い。 清掃 ・引き続き、清掃活動に取り組んでいきます。 

 


