
保護者アンケート記述１

①「３」や「４」に〇を付けた項目について、よかったことや2学期も続けてほしいこと

全般

◇キラリ発表（１年）。
◇うちの子は毎日歩いて学校に行っていて、途中校長先生に会えるかもっていう楽しみを
　もって、張り切って登校していきます。普段から校長先生とお話できる環境は素晴らし
　いことだと思います（１年）。
◇木曜日や長期休みの学習会（６年）。
◇学校での子どもの様子があまり分からないので、親もっと関心を持つようにします
　（６年）。
◇どの項目も、学校での取組はとてもよいと思っています（２年）。
◇嫌なことを言われても気にしないようにしています（１年）。
◇６年生が1年生のお世話をよくやってくれているようです。これからも他学年との交流
　をしていってほしいです（１年）。
◇担任の先生や学校でやっていることを、２学期も続けてほしい（６年）。
◇先生方が子どもの成長を第一に考え、様々な取組をしてくださっていることに感謝し
　ています。今後もどうぞよろしくお願い致します（３年）。

2
お子さんは苦手な学習に対してもがんばろうとす
る姿を見せている。

◇苦手な勉強を家に持って帰ってきて分かるまでしていました（１年）。

4 お子さんは、家庭学習に取り組んでいる。

◇学習したことに対する先生のメッセージが子どもは嬉しく、何をすれば成果につながる
　か、課題が見えやすいようです。ありがとうございます（５年）。
◇家庭学習は苦手なので宿題プリントがあって良いと思います（６年）。
◇毎日宿題で復習ができております。ありがとうございます（２年）。
◇宿題があることによって復習できているので、今後も続けてほしい（１年）。
◇家庭学習の取り組みは、今のやり方になってから内容で悩むことがなくなり、積極的
　に取り組めているのでよいと思う（５年）。
◇宿題など家庭学習を促す取り組みを続けほしいです（家で勉強する習慣をつけさせた
　いので）（４年）。
◇家庭学習については、通信教材も使っていて、本人も気が向いたら自分から教材に取
　り組む姿勢も見られるので、引き続き頑張ってもらいます（１年）。
◇家庭学習は学校で習ってきたことを復習し、また吉雄につながり、机に向かう姿勢が
　身についてきている。宿題プリントも少し出されていいですね（４年）。
◇毎日の宿題をしっかりと出していただき、家庭学習の取り組みも指導してもらい、毎
　日自分で考え勉強に取り組めています。その他にも、放課後学習や夏・冬休み学習会
　もしていただけて、子ども達の意欲らにもつながるように思います。有り難いです
　（５年）。



5
家族で家読をしたり、子どもの読みたい本を与え
たりして子どもが読書に親しめるようにしてい
る。

◇家読はした方がよいと思います（１年）。
◇読書の時間もいいと思います（３年）。

6
授業は子ども達の関心・意欲を大切にしながら進
めている（授業参観や学級便り、お子さんの話な
どをもとに評価していただいて結構です）。

7
いじめや言葉遣いについて、全校で指導している
様子が分かる。

◇いじめに対する取組は今後も続けてほしい（１年）。
◇いじめが始まる前に気付いて話し合いをする姿勢は素晴らしいです（１年）。
◇いじめや言葉遣いについて、今後も目を配っていってほしいところです。受けた子ど
　もへのフォローはもちろんですが、いじめを起こした側の子どもへのフォローも大切
　だと思います（６年）。

10
「ありがとうボックス」の取り組みは、「思いや
り」や「言葉遣い」に対する子どもの意識を高め
ている。

◇ありがとうボックスや体力テストは今後も続けてほしいです（４年）。
◇ありがとうボックス（５年）。
◇「ありがとうボックス」の取り組みはとてもいいと思います。直接言えなかった時でも
　伝えられるそうで、子ども達も「続けた方がいい」と声を揃えて言っていました
　（５年）。
◇アンケートに答えるために、子どもと話し、初めて知ったことが多くありました。「
　ありがとうボックス」もその一つです。聞いていて親も掲示を見て見たくなりました。
　次回参観日では校舎内の掲示物もよく見てみたいと思いました。アンケートを通じて
　学校について子どもとよく話せたことが大変よかった。今後もアンケートの質問を見
　て、子の活動を振り返りたいと思う（３年）。
◇「ありがとうボックス」は友達のいところを見つける事ができ、思いやりの心を育て
　ると思うので、良い取り組みだと思います（４）年。

12
学校では、道徳の時間にどんなことをやっている
のか分かる。

13
子どもがインターネットを通したいじめやトラブ
ルに巻き込まれないよう家庭でもルールを作って
いる。



14
体力テストは、子どもの体力を向上させるのに役
立っている。

◇ありがとうボックスや体力テストは今後も続けてほしいです（４年）。
◇体力テストや生活リズムチェック、歯磨き、読書カードは、自分の生活リズムを守る
　のにすごく役立っています。それがあるおかげで努力する励みになっているので、ぜ
　ひ続けてほしいと思います（５年）
◇体力テスト（５年）。
◇運動が好きなので、体力テストがあると頑張ろうという気持ちになるみたいです
　（５年）。
◇体力テストの結果がほしい。子どもからの情報だけだと足りない（４年）。
◇体力テストも続けてほしいです（４年）。
◇体力向上の取り組みは続けられるといいと思います（３年）。
◇体力テストは得意な子（妹）はますます体育が好きになっていたけれど、不得意な子
　（姉）は、特に体力がついたイメージが持てないでいたけど、昨年より足が速くなっ
　たと喜んでいたので、他の子より昨年の自分と比べられることがよかったと思います
　（５年）。

15
子どもは、学校でも家でも外で元気よく遊んでい
る。

16
家庭では、「５つの約束」が守れるように努力し
ている。

◇体力テストや生活リズムチェック、歯磨き、読書カードは、自分の生活リズムを守る
　のにすごく役立っています。それがあるおかげで努力する励みになっているので、ぜ
　ひ続けてほしいと思います（５年）。
◇生活習慣に関する取組（リズムチェックや歯磨きなど）は、子ども達も「頑張ってい
　る」ということが目に見えて分かるので、今後も続けてほしい（１年）。

17
保護者アンケートで学校の取り組みを評価した
り、意見や要望を伝えたりすることは、子どもの
ために学校をよくすることにつながっている。



18
学校便りは学校が目指している子どもの姿や重点
にしている教育活動について伝えている。

◇学年便り、学級便りの発行が多く、子ども達の様子、クラスの様子が分かり助かって
　います（２年）。
◇学級便り、こまめに出していただき学校での様子がよく伝わります（６年）。
◇一生懸命学校での取り組みを伝えてくれて、とても分かりやすいし、教室の雰囲気が
　分かる（４年）。
◇学級便りでクラスの様子、取り組みを教えて頂けているので、ありがたいです
　（５年）。

20
学校は、子ども達が安心して過ごすことのできる
取組みを進めている。

◇学校内以外、バス通時、ちょっとからかわれた時は、バスの運転手さんから注意等を
　していただき、見守られていることを実感しました（２年）。
◇今の担任の先生になって本当に楽しそうに学校に行き、教えてもらったことを沢山話
　してくれます。子ども同士のもめごとはそれなりにありそうですが、今は本人が安心
　して相談できるようなので、これからも遠慮することなく子どもたち同士ぶつかりあ
　って経験させてほしいです（５年）。
◇４月から登校して毎日楽しく過ごしていることが娘の様子を見ていても伝わります。
　このまま楽しい学校生活を続けてほしいです（１年）。
◇上の子も下の子も、素晴らしい担任の先生に恵まれ、安心して学校に通わせることが
　できています。ありがとうございます（４年）。
◇学校での様子をよく話してくれます。自分が認められているという感覚があり、意欲
　的に取り組んでいる姿がうれしく感じます。あらゆる場面で道徳的教育、生きていく
　上で大切なことを伝えていただき、感謝しております（５年）。
◇友達との多少のトラブルも、互いの意見を尊重し、過ごしやすいクラスづくりに努め
　てくださっていることがよく分かり安心しました（５年）。

保護者アンケート記述２

②「１」や「２」に○をつけた項目について改善が必要なことや新たな取り組みを期待すること

全般

◆親自身が変わらなければと思いました（２年）
◆１、２につけた項目は先生方にではなく、私自身や子ども達が自身で自覚し努力しなく
　てはいけない部分だと思います（５年）。
◆いろいろやっても不得意なことや苦手なものは改善されにくいこともあると思います。
　頑張れ頑張れとお尻をたたくばかりではなく、できないことをコンプレックスに思わな
　いような指導をお願いしたいです（６年）。
◆まだ入学したばかりで親もよく分からないまま毎日を過ごしているので、これから少し
　ずつ分かっていければと思います（１年）。
◆特にありません。いつも親身に対応していただいております（２年）。
◆1年で取り組みがあったりなかったりする活動が最近多い（５年）。
◆個人的な問題ですが、親自身がもっと学校での活動に積極的に関わらないとなりません
　（３年）。



2
お子さんは苦手な学習に対してもがんばろうとす
る姿を見せている。

◆項目２は特に気に留めたことがなかったので、どうして欲しいということではありま
　せん。信頼しています。お任せします（３年）。

4 お子さんは、家庭学習に取り組んでいる。

◆宿題、自学が多くて、外で遊ぶ時間もない（５年）。

5
家族で家読をしたり、子どもの読みたい本を与え
たりして子どもが読書に親しめるようにしてい
る。

◆本を読むのが苦手で家では全く読みません。学校で読書する時間があり、助かります（５年）。
◆読書の習慣がなかなか身につかず、放課後もなかなか習い事もあって図書館へこまめに
　通えないので、今後家庭でも意識していきたい（６年）。
◆「５」あまり読書をさせていないので、反省しています（２年）。
◆本をなかなか買ってあげる機会がんいし、家では本人もあまり興味を示してくれないの
　で、今後少し家読の時間を作ってあげたい（１年）。

6
授業は子ども達の関心・意欲を大切にしながら進
めている（授業参観や学級便り、お子さんの話な
どをもとに評価していただいて結構です）。

7
いじめや言葉遣いについて、全校で指導している
様子が分かる。

◆３年生の男子が同じクラスの男子に、自分が忘れたプリントを教室まで取りに生かせるのを見まし
た。使いっ走りにされているように見えました。このままだといじめにつながるのでは？？「あ、プ
リント忘れた！○○！俺の机からプリント持ってきて！」（４年）。
◆言葉遣いは学校で指導して改善すのは難しいのではないかと思います。悪い言葉遣いの度に注意す
る時間があるのか？基本は家庭でいることかなと思います（５年）。

10
「ありがとうボックス」の取り組みは、「思いや
り」や「言葉遣い」に対する子どもの意識を高め
ている。

12
学校では、道徳の時間にどんなことをやっている
のか分かる。

◆道徳の時間にどんなことをしているか、あんまり分からないかもしれません（１年）。
◆道徳授業内容は全く知らなかったので、親は時々教科書などを見て、子どもと話してみようと思い
ました。

13
子どもがインターネットを通したいじめやトラブ
ルに巻き込まれないよう家庭でもルールを作って
いる。

◆13番（ネットトラブル関係）は、今現在そういったものを使わせていないので（近々使うことも
なく）、まだいいかなと家庭では思っているのですが、そういうものを使う前に徹底して教えた方が
いいのかなと思う（１年）。

14
体力テストは、子どもの体力を向上させるのに役
立っている。

◆普段からの取り組みがなければテストだけでは体力向上まではいかないと思う。我が子は運動量が
少ないです（６年）。
◆体力テスト結果は、後で知らされますが、具体的には向上に役立っている部分が見えにくいと感じ
ています（２年）。
◆体力テストは結果を持って帰ってきただけで、その後の体力向上には役立っておりません。『昨年
よりも良くなったね」だけで満足してしまいました。全国平均など分かれば、ほめる・伸ばす項目も
分かりやすいかと思いました（３年）。
◆14の体力テストでは、体力の向上にならないと思う！（６年）。
◆学校ではどのように取り組むのか、ただテストをして終わりなのか不明（個人的には少年団などで
取り組んでいますが）…（５年）。



15
子どもは、学校でも家でも外で元気よく遊んでい
る。

◆外で遊べるよう声をかけていきます（４年）。
◆「１５」外で身体を動かしたり運動させたりできていません。これも反省しています（２年）。
◆我が子の放課後の過ごし方を見ていると、自宅で妹たちとビデオを見ている時間が長く、同級生た
ちと交流が少ないように感じます。これが普通なのでしょうか（自分が小学生の頃は、もっともっと
友人と外遊びしていたので、少し心配です）（２年）。
◆「15」について…「２」につけたのは、家ではあまり外遊びをしていないな…と思うからです
（家の問題です）（１年）。
◆外で遊ぶことについては家庭で何とかしたい（６雪）。
◆外で遊ぶ時間が少ないので、放課後にグランドで遊べる時間があればいいのにと思います。逆上が
りの練習とか体育の時間以外でもできれば運動量も増えるのではないでしょうか（５年）。

16
家庭では、「５つの約束」が守れるように努力し
ている。

17
保護者アンケートで学校の取り組みを評価した
り、意見や要望を伝えたりすることは、子どもの
ために学校をよくすることにつながっている。

・「17」→一部の意見だけのような気がする（６年）。

18
学校便りは学校が目指している子どもの姿や重点
にしている教育活動について伝えている。

20
学校は、子ども達が安心して過ごすことのできる
取組みを進めている。

◆学校からの文書の誤りが非常に多いと思います。今回のアンケートの鑑分でもありま
　すよね…。学校が正しいものを出せないと、子どもに対する指導に疑問を抱くことに
　もつながります（４年）。

学校や学年の懇談や研修会などで話題にしたいこと

■学年やクラスでいじめや暴力は本当にないのか。あった場合どう対応するのか（４年）。
■特には思いつきません（５年）。
■子どもが忙しくなかなか話す時間取れませんが、元気に学校に行くので安心しています。何かあれ
ばよろしくお願いします（５年）。
■家庭学習は自分で学習する習慣をつける意味でも大切だと思っているのすが、先生によってしっか
りやってくださる先生と、提出してもしなくてもどちらでもいいというったように、子供の意欲に
よって差が出てしまうやり方の先生もいらっしゃるようです。家でも声かけ等はしっかりしています
が、学校でも先生によって大きな差が出ないように取り組みをしていただけたらと思います（５
年）。
■校内文集「ともだち」が今年からなくなるとのことですが、とても残念です（５年）。
■運動会のチームジャンプ、ＢＧＭは必要ないと思います。縄の子同士の掛け声がお互い聞こえず、
タイミングを合わせられず、皆にも声が聞こえず飛びづらそうでかわいそうでした（６年）。
■別紙ですが、「裏面に～文書をつけた」と記載されていましたが、なかったです（１年）。
■学年委員の行事を全学年まとめて１回とかにしてみてはいかがでしょう。（例）学校バザーみたい
に金魚すくいや輪投げなど（お化け屋敷とか）を参観日（日曜）の後に体育館で行い、その運営は学
年委員で行う。その他に１回各クラスでの行事を行い、修了…。いかがでしょう。屋台なので、焼き
鳥や焼きそば、綿あめとかもあったらいいな…。子どもの夢を育てる祭りの学校バージョン的な（４
年）。
■子どもも言っているかもしれませんが、傷ついたり気にしていることを言わない事を徹底してほし
い（１年）。
■木曜日の学習会に参加したいのですが、少年団の練習と重なっていて参加できません。１回でも違
え曜日だと嬉しいかなーと思います（４年）。
■昨年度はCRTや体力テスト等に力を入れて取り組み、子ども達にも力がついてきたとは思うのです
が、あまりに数値にこだわっている様に感じました。数字に表れない部分も先生方が押さえて励まし
て頂けていたら幸いです（３年）。
■子ども達の学習について（学力）底を上げる！という取り組みは大変良いと思いますが、もう一歩
進めて、とても学力の高い子達に対する特別なプログラム等があるとよいのに！と考えます（４
年）。
■いじめや言葉かけの指導をされている様子は分かれますが、いじめや悪口は変わらず続いていま
す。困っています。先生がテストの日をころころ変えたり、あいまいな伝え方をしていて困ってい
る。子どもは頑張っているのに、先生の都合で「今日は練習テスト」と言われたりするのは、子ども
の意欲に影響を与えるし、先生を信用できなくなります（４年）。
■校内文集「ともだち」を本年は予算の都合と図書購入の調整により廃止となったようですが、毎年
とても楽しみにしておりました。子ども達の成長の記録として、また、子どもが振り返った時の第２
のアルバムとして毎年保管しております。校内文集「ともだち」そのものが、子ども達の”あしあ
と”であり、貴重な財産だと思います。図書購入が必要との部分も理解しますが、町の図書館の利用
についての積極的な考えもあってよいかと思います。また、必要な本のリクエストも図書館と協議し
てもよいのではないでしょうか。伝統ある標茶小学校の文集として、今日まで作成してきた経過を、
もう少し検討してもよいと思います（６年）。
■いつもご指導ありがとうございます。何かあるときちんと連絡をくださったり、連絡ノートで細か
く相談②のってくださるので、安心しています。今後ともどうぞよろしくお願いします（５年）。



■学年やクラスでいじめや暴力は本当にないのか。あった場合どう対応するのか（４年）。
■特には思いつきません（５年）。
■子どもが忙しくなかなか話す時間取れませんが、元気に学校に行くので安心しています。何かあれ
ばよろしくお願いします（５年）。
■家庭学習は自分で学習する習慣をつける意味でも大切だと思っているのすが、先生によってしっか
りやってくださる先生と、提出してもしなくてもどちらでもいいというったように、子供の意欲に
よって差が出てしまうやり方の先生もいらっしゃるようです。家でも声かけ等はしっかりしています
が、学校でも先生によって大きな差が出ないように取り組みをしていただけたらと思います（５
年）。
■校内文集「ともだち」が今年からなくなるとのことですが、とても残念です（５年）。
■運動会のチームジャンプ、ＢＧＭは必要ないと思います。縄の子同士の掛け声がお互い聞こえず、
タイミングを合わせられず、皆にも声が聞こえず飛びづらそうでかわいそうでした（６年）。
■別紙ですが、「裏面に～文書をつけた」と記載されていましたが、なかったです（１年）。
■学年委員の行事を全学年まとめて１回とかにしてみてはいかがでしょう。（例）学校バザーみたい
に金魚すくいや輪投げなど（お化け屋敷とか）を参観日（日曜）の後に体育館で行い、その運営は学
年委員で行う。その他に１回各クラスでの行事を行い、修了…。いかがでしょう。屋台なので、焼き
鳥や焼きそば、綿あめとかもあったらいいな…。子どもの夢を育てる祭りの学校バージョン的な（４
年）。
■子どもも言っているかもしれませんが、傷ついたり気にしていることを言わない事を徹底してほし
い（１年）。
■木曜日の学習会に参加したいのですが、少年団の練習と重なっていて参加できません。１回でも違
え曜日だと嬉しいかなーと思います（４年）。
■昨年度はCRTや体力テスト等に力を入れて取り組み、子ども達にも力がついてきたとは思うのです
が、あまりに数値にこだわっている様に感じました。数字に表れない部分も先生方が押さえて励まし
て頂けていたら幸いです（３年）。
■子ども達の学習について（学力）底を上げる！という取り組みは大変良いと思いますが、もう一歩
進めて、とても学力の高い子達に対する特別なプログラム等があるとよいのに！と考えます（４
年）。
■いじめや言葉かけの指導をされている様子は分かれますが、いじめや悪口は変わらず続いていま
す。困っています。先生がテストの日をころころ変えたり、あいまいな伝え方をしていて困ってい
る。子どもは頑張っているのに、先生の都合で「今日は練習テスト」と言われたりするのは、子ども
の意欲に影響を与えるし、先生を信用できなくなります（４年）。
■校内文集「ともだち」を本年は予算の都合と図書購入の調整により廃止となったようですが、毎年
とても楽しみにしておりました。子ども達の成長の記録として、また、子どもが振り返った時の第２
のアルバムとして毎年保管しております。校内文集「ともだち」そのものが、子ども達の”あしあ
と”であり、貴重な財産だと思います。図書購入が必要との部分も理解しますが、町の図書館の利用
についての積極的な考えもあってよいかと思います。また、必要な本のリクエストも図書館と協議し
てもよいのではないでしょうか。伝統ある標茶小学校の文集として、今日まで作成してきた経過を、
もう少し検討してもよいと思います（６年）。
■いつもご指導ありがとうございます。何かあるときちんと連絡をくださったり、連絡ノートで細か
く相談②のってくださるので、安心しています。今後ともどうぞよろしくお願いします（５年）。


