
 

 

令和４年度　学校評価（児童アンケート）結果

項目 ア イ ウ エ
プラス評価

（ア＋イ）％
前年度

マイナス評価

（ウ＋エ）％
前年度

28 10 9

87 7 4 2

12 将来の夢や目標をもっている。 64 19 9 7 83

家
庭

学
校

12 全校で運動する業間体育は楽しい。 71 17 6 5 88

12
困っている人がいたら，自分から助けに行くこと
ができる。

58 31 7 3 89

12 いじめは何があってもいけないことだと思う。 88 8 3 1 96 4

11

16

10

12
困ったことがあったら，自分から誰かに相談でき
る。

51 29 12 9 21

60 20 5 14

48 29 14 9

80

35 8 4

63 24 9 5

31 10 3

15 家の手伝いをしている。

16 宿題以外の学習を自分から頑張っている。

67

13 早寝早起きをしている。

14 朝ごはんは必ず食べている。

7 休み時間は外で運動したり，遊んだりしている。

1 学校が楽しい。

2
先生や友達に明るく元気のよいあいさつをしてい
る。

4 49

72

56

72

55

52

12 タブレットを使って学習できる。

9 本を読むことが好きである。

10 自分は頑張っていると思う。

11
自分からすすんで授業に参加している。

（ろうか歩行・時間を守るなど）

5 先生や友達の話を最後まできちんと聞いている。

6
分からないことがあったときに，自分で調べた
り，先生に聞いたりしている。

8 英語の勉強は楽しい。

勉強がよくわかる。

91

87

84

94

24 6 3

57 30 10 3

35 11 5

22 5

54

18

19

14

15

12

13

19

9

13

16

6

15

82

80

85

85

85

89

86

52 30 11 7

1

29 10 5

13 8 6

64 21 9 6 13

22

4

19

83

85

14

14

10

12

14

6

8

11

1085

23

6

3 人の役に立ちたいと思っている。

74

92

77

81

90

88

84

83

87

66 24 7 3 90

80

77

94



 

 

 

 

令和４年度学校評価（保護者アンケート）結果　　　回答率７２．４％

項目 ア イ ウ エ
プラス評価

（ア＋イ）％
前年度

マイナス評価

（ウ＋エ）％
前年度

15

1 96 89 4 7

5

12
学校は，子ども一人一人を大切にする姿勢で指導
にあたっている。

42 55 3

6

14
学校は，人権や多様性を尊重する心を育ててい

る。
38 58 3

1 97 88 3 8

13
学校は，マナーや集団生活のルールを大切にする
心を育てている。

44 52 4 1 95

96 92 4

15
学校は，基本的生活習慣や礼儀（挨拶，ありがと

う，ごめんね）などを育てている。
48 48 3

91 6

1 96 81 4

8
友だちや先生などとの協働的な学びを大切にして

いる。
49 47 4 1

生
徒
指
導

11 子どもは，楽しい学校生活を送っている。 69 27 3

学
習
指
導

5
子どもたちの興味・関心を大切にして，自ら課題
を見つける姿勢を育てている。

38 55

1

9
学習内容や指導方法が工夫されており，授業がわ

かりやすい。
34 60 5 1

1510 読書時間を確保し，読書活動を推進している。 33 51 14 2

94 85 6 11

84 81 16

96 4

95 5

7 タブレットなど，ICT機器を効果的に活用している。26 44 26 4

6
座学だけでなく，体験的な学びも取り入れてい
る。

50 45 4 1

70 30

3 4

4
学校は，保護者や子どもの悩みや相談に，親身に
なって応じている。

46 51 2

6 1 93 7

1 97 85 3 12

3 4

2 教職員は，教育に熱心に取り組んでいる。 60 38 2 1 98 94 2 3
学
校
運
営

1
学校は教育方針や教育活動をわかりやすく伝えて

いる。（学校便り，学年便り，ホームページ等）
46 51 3 0 97 93

3
学校は，安心・安全な教育環境の整備に努めてい

る。（一斉メール，登下校等）
54 43 2 1 97 93



≪学校評価の考察≫ 

１  児童アンケートより 

今年度は全国学力状況調査や現在の勝田台小学校の課題等も考慮し，前年度と同じ質

問項目もありますが，前年度と比べるという考えでは行っておりません。 

 「早寝早起きをしている」以外は全て前向きな回答率が８割を超えております。 

※前向きな回答とは，アまたイで回答したことを指します。 

 その中でも，９割を超える回答が「学校が楽しい」「人の役に立ちたいと思っている」「先

生や友達の話を最後まできちんと聞いている」「いじめは何があってもいけないことだと

思う」「朝ごはんは，必ず食べている」となっています。 

 一方，後ろ向きな回答率が高い「タブレットを使って学習できる」「困ったことがあったら，

自分から誰かに相談できる」「早寝早起きをしている」「家の手伝いをしている」「宿題以外

の学習を自分から頑張っている」が心配されます。 

 来年度はタブレットを活用した授業を推奨し，相談しやすい雰囲気づくりの研修を行って

いきたいと考えています。また，家庭に学校教育へのご協力とご理解をいただきながらも，

積極的に家庭教育への助言も行えるよう努めてまいります。 

 

２  保護者アンケートより 

 今年度も数値的には本校の学校運営や教育活動に対し概ねご理解をいただけている結

果となりました。特に学校運営につきましては昨年より評価の上がった項目が多く，保護

者や地域の皆様のご協力とご支援に深く感謝しております。コロナ禍の３年間でしたが，

今年度は感染症対策の流れに子どもたちも教職員も慣れ，保護者のご協力を得ながら対

策を継続しつつも，スムーズに学校行事等に取り組むことができたり，また過去２年間より

は行動制限に若干の緩和傾向が出されたことが要因のひとつではないかと考えます。 

 学習指導においても，校外活動への制限が緩和されたことにより，校外学習等で体験的

な学びを多く取り入れることができたことも高い評価をいただ要因と考えます。ただし，

学習指導におけるその他の項目については，細かく見れば，プラス評価の中の２番目（イ）

に回答数が多く，この真意を謙虚に受け止める必要があると感じています。 教師の授業

力をあげることはもちろんですが，教育課程の見直しも行いながら，子どもたちの学力を

伸ばすための手立てを継続的に検討してまいります。 

 生徒指導においても概ね高い評価をいただきましたが，１２番「子ども一人一人を大切に

する姿勢で指導にあたる」こと，１４番「人権や多様性を尊重する心を育てる」ことにつきま

しては特に校内でも協議を重ね，全教職員が同じ方向を向いて指導にあたれるよう学校

全体で取り組んでまいります。 

 最後に，今年度の学校評価は紙面から Web での回答に切り替えましたので，想定はし

ておりましたがやはり回答率が７２．４％とやや低い結果となっています。来年度の課題と

して，ご理解をいただくための周知方法や回答期間，時期についても検討してまいります。 

 

 

 



３ 評議員からの評価 

・６年生を送る会の子どもたちの姿はすばらしかった。変な意味で「やらされている感」が 

なく，優しさや素直さ，男女の仲の良さがよくわかった。 

・大卒新任の先生が４月からすぐに担任になるのは，一般企業では考えられない。自社で

は研修期間は少なくとも３カ月。よくがんばっていると思う。また，現在の学校は，報道の

通り，学校が抱えるべきでない様々な案件に対処せねばならず，気の毒に思う。 

・教職員から療休者を出していないことについて，何か具体策はあるのか？ 

→本校の柱となっている体育科研究，業間活動や学校行事の効果は大きいと思います。

学級が閉鎖的にならず，日常的に支援し合える環境，学校文化があると考えています。 

・多様性の尊重について，非常に難しい課題だと思う。何でも認めることになりはしまいか。 

少数意見を尊重しつつも，大多数の声も改めて拾うことが肝要であろう。 

・学校施設の老朽化に伴い，PTA の予算と連携して，計画的に修繕や改装を進めて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 登下校

楽しく学校に通っているようで、いつも大変お世話になっております。
下校時間より早めに家にいるようにはしていますが、まだ鍵を持たせていないの
で、下校予定時間より早めに帰宅する場合は、メール配信などがあるとありがたい
です。

→ご迷惑をおかけしました。子どもたちの安全に関する事項ですので，できるだ
け善処してまいります。

2 教育課程（学習）
単元テストの返却が、前期・後期末にまとめてではなく都度返却していただけると復
習に取組みやすいです。

→クラスにより差があった課題のひとつとして認識しています。子どもたちの学
力定着のためにも，共通理解を図ってまいります。

勉強(特に国語算数)があまり得意でない生徒に対し、もう少し手厚く指導して欲し
い。

→基礎基本の定着は，学校教育における最も大切な課題のひとつと考えていま
す。担任が一人一人にきめ細やかな指導と支援を行うことが基本ですが，学校
としても担任だけに任せることなく，校内人材をフル活用して対処できるよう，
さらに体制を整えていきます。

これから最高学年、さらには中学進学へと進むに当たり、基本的な学力や幅広い
興味、関心を育てていきたいと思います。

→現行の学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」を目指しおり，本校で
も校内研修を柱として，教員の授業力アップを図っています。何よりもその根底
にあるべきものは，「授業が成立しているか」という現実的な問題です。周知の
とおり，本校は学校経営の柱に体育を据えています。これは単に体力や精神力
を鍛えることを目的としているものではなく，学びに向かう肯定的な集団を子
どもたちの理想像として掲げ，取り組んでいるものです。従って，体育や体育的
行事で培ったものが，他の授業や学校生活すべてに効果的に波及できているか
が鍵となります。現在，全職員で知恵を出し合い，次年度の教育課程の編成作業
に取り組んでいるところです。当たり前ですが，子どもたちの1日のほとんどは
授業時間です。そこで子どもたちの学びが保障され，個々の可能性を引き出し
伸ばすことに全力で取り組んでまいります。

保護者様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年２月２４日

学校評価保護者アンケート　自由記述欄への回答

　たくさんのご意見やご要望をありがとうございました。今回いただきました自由記述欄への回答です（個別
がよいと判断した案件につきましては，直接，保護者様にお電話，お手紙，面談等で対応しています）。



3 教育課程（運動）
朝運動が始まってるがやってるときとやっていない時がわかりづらい。朝運動はなく
てもいいと（思う）。

→文面から拝察しますと，朝運動に行こうとしたけれどできなかった，というこ
とでしょうか。
　まず朝運動を復活させた経緯から説明いたします。朝運動を中止していた当
時の子どもたちの昇降口の様子ですが，かなり早い時刻から登校してきた子ど
もたちも含め，開門前は元気な子どもたちでごった返しており，密集，密接状態
そのものでした。感染拡大のリスクがあるとされ，文科省から制限されていた学
習活動，例えば対面での会話を伴うグループ学習や教具や器具を共有する体育
学習などに比べ，野外とは言えかなり高リスクであり，気になっていたのは事実
です。そこで感染リスクを低減させるためにも，昇降口で待っている子どもたち
を早く教室に入れることにし，開門を７：４５としました。その時間ですと，全担任
が教室にいる訳ではないので，安全面を考慮し，広い校庭で遊ばせて，複数の職
員で見守ろうと考えました。他校では，働き方改革もあり，子どもたちの登校時
刻を遅らせているところもあることは知っていました。しかし，本校はまったく
逆の流れで，職員に勤務時間外の出勤を無給で求めることにしました。もちろ
ん，職員にも家族があり，早朝出勤ができない者もたくさんいますが，現在のと
ころ，上学年児童の朝の奉仕作業も含めて，うまく機能していると感じていま
す。
　また，「朝運動をやっていないとき」に関してですが，集金日の朝とグラウンド
がぬかるんでいる時が，それに該当します。私の認識ですと，後者で使えない時
には必ず校内放送が入っています。放送後に登校してきた子どもたちの中に
は，使用できない理由がわからなかった子がいたかもしれません。

体育の授業が少ないと聞きました。先生に聞くと、寒いからしない。の、返事が返っ
てきたそうです。いいのでしょうか？

→返事の真意は図りかねますが，本当にそれだけの理由ならばあってはならな
い言葉だと思います。きちんと指導します。体育に関しては，公開研究会や授業
研究との兼ね合いで，時期的に集中して行うことが多々あります。定められた年
間授業時数の中で調整しているので，体育が少ない期間があるのも事実です。
子どもに説明しにくい部分があって，そのような言葉を使った可能性も感じまし
たが，気をつけてまいります。

来年は6年生で小学校生活最後になります！今しかできないマラソン大会を是非来
年こそは実施してほしいです！リレー大会は2回もいらないと思います！マラソン大
会は辛いけど、大人になったとき、良い思い出になってるはずです！

→現在，次年度の教育課程の編成作業の最中ですが，職員間でも小運動会の在
り方が議論となっています。数ある体力の要素で，短距離の走力だけではなく
他の要素とも関連させることで，より多くの子どもたちが輝けるようにしたい，
という方向で検討しています。ただし，現状を鑑み，接触を伴うすもう大会のよ
うなもの，または，マスク着用による身体の負担が危惧されるマラソン大会など
には慎重な意見が多いです。屋外ではマスクを外すように指導しても，以前のよ
うに戻るには時間がかかりそうですし，そもそも以前のように戻るのかも不透
明な状況です（職員には屋外では率先して外すように指示しています）。

4 生徒指導

生徒数が多いことから、担任の先生が各生徒の特長を把握することは極めて困難
かと思いますし、大人の社会でも同様ですが、「自己主張の強い」タイプの声が届き
やすい環境にならざるを得ないと思います。
その点について、子供たちの生きやすい環境を作ってあげていただければと思い
ますし、具体的には生徒と先生との個人面談のような形が実現できればと思ってお
ります。

先生から保護者への依頼についても、もっとお伝えいただいて全然問題ないと思っ
ておりますし、”激務”と認知されている教育者のお立場を少しでも軽く出来るので
はないかと。
（人により価値感が違いますので、無責任な発言でしたら申し訳ありません）

→様々なことを考慮しされ，学校の在るべき姿を考えてくださっていることに
深く感謝申し上げます。現在，本校では学校生活アンケートを毎月行っています
が，紙面形式を減らし，その分，少なくとも学期に1回は，担任との面談で子ども
たちの困り感を直接聞き取ろうと計画しています。そのことも含めて，教育相談
の充実に注力しているところです。
　少し個人的な考えとなり，校長の立場として公にすることに若干躊躇します
が，以前，職員会議で次のような例が過去にあったことを職員に話しました。同
じ市内の小学校です。高学年を受け持った担任の先生が，子どもの抱えている
課題に正面から向き合い，保護者に対して言いにくいことも話した結果，「今ま
での先生にはそんなことを言われたことがなかった」と厳しく問われたことがあ
りました。言い方自体に問題があったのかは不明ですが，「子どもの課題を先送
りしていては何の意味もないし，職責を果たしているとは言えない。本気で子ど
ものことを考えた上での発言ならば大丈夫。」ということを伝えたつもりです。
ただし，担任はそのことはわかっていても，保護者さんと協力し合いながら子ど
もに向き合っていきたい気持ちが優先され，なかなか踏み込んだ内容にできな
い実情も理解しています。
　次年度は個人面談の時間を十分に確保し，希望制ではなく全保護者との年２
回の面談実施を考えています。ただし，担任の業務量のバランスを考慮し，通知
表の所見を年度末の1回にする方向で検討中です。
　ここで述べることではありませんが，全国的に教職員を目指す学生が激減して
います。八千代市も例外ではありません。それに伴い教職員の産育休に伴い不
可欠な代替講師の要請も厳しい状況です。これをお読みになられている保護者
さんで，もし一緒に働いてくださる方がいらっしゃれば有難いです。教員免許に
関しては，かなり要件が緩和されているのが実情を反映しているところです。ぜ
ひ本校までご連絡ください。



5 ICT
出席停止の際はオンライン授業が受けられたり、家庭でもタブレット学習ができるよ
うにしたりするなど、ICT学習の推進を望みます。

コロナ陽性でリモート授業をしていただきました。教室の児童を見ながらで大変だっ
たと思いますが、先生が大変気にかけて進めてくださり、子どもの不安もだいぶ解
消されていました。子どもの先生への信頼が見え、親としても安心しました。

学校では使用しているようですが、調べ学習の宿題を出すのならタブレットを持ち
帰りやすくしていただかないと一人一台配られた意味があまり無いように思いま
す。タブレット持ち運びのためケースも購入したりしているためご検討いただきたい
です。

→クラスにより，子どもたちの学びの保障に差が出てしまったことは，管理職と
して責任を感じています。申し訳ありませんでした。インフルエンザや次のコロナ
の波も念頭に，しっかりと対応できるように努力します。
　家庭でのタブレットの活用に関しては，市が定めている管理面での取り決めも
あり，子どもたちが日常的に持ち帰りにくくなっているのが実情です。紛失や破
損への対応も含め，できるだけ環境面を整えていきます。

6 成績・評価
1学期、2学期、3学期ごとにいただけると嬉しいです。長期休みのまえに、子どもの
学力や生活態度の様子が知れると家庭で注力する時間を長くとれるのでありがた
いです。

→ご要望にお応えできず大変申し訳ありません。現在，八千代市では３学期制で
ありながら，評価に関しては前後期の２期制をとっています。前述のとおり，次
年度から通知表の所見は年度末１回のみとし（評価評定は現行のままです），そ
の分，個人面談の充実を図るつもりです。ご了承いただきたいと思います。

7 アンケート自体 このアンケートは背景がキラキラと動くので、どうも落ち着きません。

→改善します。

匿名のアンケートの方がいいのでは。
9問目以降は保護者には見えない部分が多い。



学校生活をどのように過ごしているか分からないアンケートの質問があり、選択肢
に「わからない」を追加してほしかったです。

→匿名，記名のどちらにも長短があります。校長としてお約束したいのは，どの
ような厳しいご意見でも，そのご家庭が不利益を被ることはないことです。改め
て書くまでもない当然のことですが，そのことを踏まえて記名式にご賛同いた
だきたいと思っています。匿名であった場合，早急に対応すべき事項に，迅速適
切に手が打てないデメリットがある，そのことを一番重要視しています。
　アンケートの内容に関しては，ご指摘のような項目があると思います。可能な
限りで構いませんので，お子さんとの日常生活，会話などでご判断いただきたく
思っています。また，本アンケートは，千葉県教育振興基本計画の調査に反映さ
れる側面も併せ持っています。そのことも含めて，できる範囲で精査していきま
す。

8 連携

学校からの案内が不明確。授業参観が中止になるとのメールが届いたが、そこに
参観日の振替についてまた連絡すると記載があった。結局、中止なのか、延期す
るのか分からなかった。また連絡するというのなら、きちんと結果を再度メールにて
配信してほしいです。

→当該クラスの参観中止に関して，誠実な対応をとることができておらず，大変
申し訳ありませんでした。このようなことはあってはならないと深く反省してい
ます。ご指摘のとおりです。以後，十分に気をつけていきます。

学年だよりが届くのが遅いです。帰る時間など予定をもっと早く知りたいです。冬休
み前に1月の予定が届いてないのはおかしいのでは…。

→１月の学年だよりですが，１２月の最終日か１月初めか，発行日を迷いました
が，新年のあいさつを優先して１月初めにしました。１２月号で１月の主な行事に
ついても記載しているので，良しとしてしまいました。下校時刻については，ご
指摘のとおり１２月中にお知らせするべきでした。次年度は１２月最終日に１月号
を配付できるようにします。

プリントについて、アプリをとりいれデータ化するなど、紙を減らしてほしい。

→学校からの配布物のことと受け取りました。ペーパーレス化推進に関すること
でもあり，早急に取り組みます。試験的に，３月の学校・学年だよりを学校連絡
メールの添付ファイルでお送りします。不都合，不具合を精査して，４月からも継
続できるよう善処します。

メール機能があまり活用されてない気がする。先生方が多忙だと思い、急用以外
の要件についてメール機能を何度か利用させていただいたが２日以上経っても反
応が無い。子供に先生にメールを確認してるのか問い合わせしてもらってやっと
メールを確認してもらった。いつ、そのメールを誰が確認してるのか運用について明
確に示されてない為利用しにくい。

学校への問い合わせについて。連絡帳や電話のみですと限られた時間になるた
め、困ることがある。仕事がおわってからでは電話問い合わせ時間が終わってい
る。お休み連絡はメールでも受けていただいておりますが、他の連絡や問い合わせ
も対応を検討して欲しい。

先日、勝田台小学校に嫌がらせを繰り返している男性が逮捕されましたが、保護者
にも不審者情報を学校から教えていただきたかったです。

あと、先日勝小に爆弾予告した人が捕まりましたが、学校からの手紙があっても良
いのでは？と思いました！

→大変ご心配をおかけしました。威力業務妨害，偽計業務妨害，ゴミの不法投棄
等で，現在，裁判が進行中です。地域住民であること，現在裁判中であり刑が確
定していないことの２点を踏まえての判断です。A氏が行ったことは許されるこ
とではありませんが，肝心なのは仮に刑期を終えて自宅に帰ってきた時です。自
暴自棄になることを一番心配しています。PTAさんに依頼している防犯カメラ
設置とは別の観点で，A氏の生活を見守り支える地域の力が不可欠です。子ど
もたちを守るために，防犯と支援という相反するものを両立させるべく，八千代
警察，市教委，地域代表者の方々と連携し，今後に備えているところです。



授業参観時に、子どもたちの学習姿を観れるのですが参観に来た保護者にもその
授業内容のプリントなど配布していただけると子供達が発表した時に　「この事に
対してはこう思っているのか！」や「この問題が苦手なのか」など直接保護者が知
る事ができますし、「〇学年でもうここを勉強している！」など授業の進み方も知る
事ができると思うので、配布して頂けると助かります。

→本文書配付日と前後してしまいますが，先日の授業参観では対応させていた
だきました。貴重なご意見ありがとうございました。

9 家庭学習
宿題の音読でページ数が多いと取り組む意欲が出にくいようなので、多い場合は
ページ数を区切っていただけるとありがたいです。

他の小学校の話を聞くと、週末に作文や自学ノートの宿題があるという話を聞きま
した。全国学力・学習状況調査の国語科の改善策部分に期待しております。

→音読や家庭学習カードについて，再検討中です。音読の効果について下低学
年と上学年では異なるものがありますので，特に高学年では，なるべく意欲的
を引き出し，効果的な取組となるよう考えていきます。
　書く力に関してです。週休日等の家庭学習ですが，子どもたちの過ごし方に違
いがあることも考慮し，基本的には過度な負担はかけたくないと思っています。
現在，教科書の内容も年々変化し，自分の気持ちを書き表し，まとめる学習が多
くなってきています。１つ１つの学習を丁寧に行っていくことも大切にしていき
ます。

10 施設面

子どもより、1年生の教室近くにある女子トイレの件で、トイレが4つあるうちの2～3
つが故障で使えずトイレ待ちの列ができていると聞いております。その影響で、水
を飲む時間が取りにくい、トイレも休み時間の中で間に合わず入れないことがあっ
て困ったこともあったそうです。他の学年のトイレを使ってよいと指導されているそう
ですが、行きにくいようです。短い休憩時間のなかで、トイレや水を飲む時間に無理
のないよう確保いただけるとありがたいです。

→子どもたちに申し訳なかったです。２／９現在，１つは修繕完了し，もう1つは
便座部品の納入待ちです。１年生にとって４年や６年のトイレを使うことは厳し
かったです。

備品整備をして頂きたいと思いました。

→教室環境を含め，本校の大きな改善点，課題と深く受け止めています。施設が
古いことを言い訳にせず，整理整頓を心がけていきます。２月の授業参観で，ま
だ気になったことがありましたら，遠慮なくご連絡ください。

11 集金 月々の集金を引き落とし等にしていただけたら、と思います。

集金を引き落としにしてほしいです。

現金集金ではなく引落やキャッシュレス決済にして欲しい。（都内の学校では学期
ごとの引落で対応していた）現金を持たすのが不安なのと、現金（小銭、札）を用意
しないといけないので。

→学校としても現金を扱うこと安全管理上の問題があり，特に担任は現金を預
かることに不安と負担があります。考え方としては共通する部分があると言え
ます。事務の先生が，集金業務支援サービス（enpay）のシステムについて調べ
ましたので，以下，メリットとデメリットを書いてみます。
メリット・毎月LINEでメールが届き，決済方法を保護者が選択できる（コンビニ
決済，キャッシュレス決済，カード払いなど）・ご意見のように保護者が小銭等を
用意しなくて済む・現金の盗難などを防ぐことができる・公金の不正使用など不
祥事を防止できる。
デメリット・決済に手数料がかかる（手数料に関しては，なかなか周知されてい
ませんが，引き落としになった給食費も，実際には手数料が発生しており，それ
は市が負担しています。また兄弟姉妹がいた場合には，人数分の手数料が発生
するようです）
給食費引き落とし移行後の市発表の徴収実績では，未納が増加していることが
わかり，大きな課題となっています。手数料を誰がどのように負担するかも含め
て，PTA役員さんと協議していこうと考えています。

12 学級編制
毎年クラス替えする方針になりましたが、受験する子供にとっては、あまり大きく環
境の変化は望まないので5.6年は同じクラスでいてほしいです。担任の先生もその
まま継続でお願いしたいです。

→クラス替えや担任を替えて欲しい，との要望とは真逆のご意見であり，有難い
と感じています。多くの子どもたちや保護者に，そう思ってもらえるよう，今後
も精一杯努力してまいります。
　個人の経験で申し訳ありませんが，古くは，多くの学校で２年間単位で学級編
制が行われるのが一般的だったと認識しています。現在，学校を取り巻く環境
が大きく変わりました。そこには職員構成やご家庭の多様なニーズも含まれま
す。お気持ちは十分理解しておりますが，本校では毎年学級編制を行うことが最
善策と考えています。説明不足な点があると思いますので，匿名で構いません
ので，直接校長までお電話いただければご説明申し上げます。



13 その他のご意見
授業参観や運動会など、子供が楽しく学校生活を送っている様子を見てうれしく
思っています。
電話の応対もいつも丁寧でありがたいです。

登下校の時、先生たちが積極的に声をかけてくれる姿に安心感があります。地域と
共生しながら、あたたかい雰囲気で子供たちの育ちを見守っていただける環境づく
りを、これからも継続してもらいたいと思います。

毎日楽しく通学しています。朝活動等、体を動かす機会がたくさんあり、元気いっぱ
い！他学年との交流があったり、地域の方へ感謝を伝える日など様々な経験を通
して心も成長している気がします。リレー大会などクラスが一致団結する姿にも成
長を感じました。担任の先生をはじめ、先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。

2019年末からのコロナ禍で先生たちの業務も大きく変化し、大変なことも増えてし
まったと思います。その中で学校、先生方は出来る限りのことを精一杯やってくだ
さっていると本当に頭が下がる思いです。子どももコロナで色々な制限がある中、
毎日学校生活を楽しんで過ごしています。心から感謝しております。

何度も相談にのって頂き、ありがとうございました。

先生方の素晴らしいご対応にとても感謝しております。また、子どもが学校が楽し
いと感じていることは、先生方の温かいご指導のおかげだと感じております。

勝田台小学校の先生方のお人柄や方針にとても恵まれた環境で子どもも親も過ご
せていることを本当に感謝しております。いつもありがとうございます。今後とも、よ
ろしくお願いいたします。

毎日楽しく学校に通えているようです。いつもありがとうございます。

担任の先生がいつもどんなに小さい事でもすぐ対応してくださるので親は安心して
子供を学校へ通わす事ができいつも感謝の思いでいっぱいです。いつも本当にあ
りがとうございます。

一生懸命頑張っていらっしゃる先生方、職員の皆様に感謝しています。いつもあり
がとうございます。

いつもありがとうございます。とても親身にご指導くださり、感謝の気持ちでいっぱ
いです。今年も大変お世話になりありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願
いいたします。

性同一性障害、聴覚障害、外国籍などのひとが身近にいます。その人たちを、興味
本位で見たり、差別したりすることなく受け入れていたので聞いてみたところ、先生
のお話によるとのこと。じっくり多様性について話し合うことができ、ありがたかった
です

いつも細かいご指導感謝しています。子供の目線で向き合ってくれている事が子供
の話からも伺えます

毎日、楽しんで学校に行っています。先生との相性が良く、先生の雰囲気がとても
良いそうで、毎日、学校に行くことが楽しいそうです。（クラスの係のお友達）と解決
できないトラブルがあり相談すれば、先生がみんなに気づかれないように仲裁して
くださり、またそれが良い方向に働き、子供の解決能力があがり、トラブルのあった
子とは、同志として絆が深まったのではないかと親として感じました。入学してから
は、先生方はとても若い方が多く、先入観で大丈夫なのもなのかと心配しました
が、思い違いでした。子ども達と全力で遊んで下さる先生方を見て、感謝の気持ち
でいっぱいになりました。子どもとの向き合い方も、嫌な事があれば、すぐに相談に
のってくださり、すぐに解決に導いてくれました。良いご縁が重なって、毎日、楽しく
過ごさせてもらっています。感謝の気持ちを伝える場がありませんので。いつもあり
がとうございます。充実した毎日を過ごせています。



いつも熱心に関わって下さって心から感謝しております。

毎日、楽しく学校に通っています。

先生方は、本当に学級経営をしっかりとさせ、体育を通じて様々なことを学ばせてく
ださり、感謝しかありません。引き続き、卒業までよろしくお願い致します。

勝田台小学校は、多様性を大切にされている環境であると思いますし、学校見学
の際に大きな学びを得ております。

先生方がこんなに保護者や子供の気持ちを考えていただいてるんだ…と感じまし
た。お忙しい中、お時間を作って話しを聞いていただき本当に感謝しかありません。
子供も先生方のおかげで楽しい学校生活を過ごせていると思います。

毎日楽しく学校生活を送っているようで安心しています。お友達や先生方に恵まれ
ていると感じます。

担任の先生には熱心に勉強のフォローを頂いて感謝しております。

いつもあたたかく見守ってくださり本当にありがとうございます。

子どもが、毎日学校に通う事が出来ているのは、担任の先生をはじめ、学校職員
の方々のおかげです。親として感謝しかありません。いつもありがとうございます！

現担任の先生は、個人をとても大切にしてくれます。悪い面だけでなく良い面にも
目を向け、それを伸ばすような関わりや声掛けをしてくださるので、親も子どもも救
われます。以前の学年では、面談時悪い面だけを羅列して伝えられました。ダメな
子どもと決めつけられているようで、非常に悲しかったです。学校生活の中でも、毎
日関わる大人からそのような扱われ方をされていたら、自己肯定感が下がってしま
い非常に残念だと感じました。

今のクラスや先生になって、とても楽しく過ごせているようで、毎日充実し、休みたく
ない！！と言って学校に通っています。多少の問題はあったとしても、それを上回
る楽しさがあるんだな～と毎回聞きながら感じています。あと３ヶ月ですが、皆が楽
しく笑顔でいられるクラスでありますように。よろしくお願いします☺️

子供が終業式を終えて帰って来ると、冬休みは先生方や友達と会えなくて寂しいと
話していました。この言葉を聞いて、楽しい学校生活を送っているのだなと思いまし
た。子供が安心して学校に通える環境を作って頂き、感謝しております。

授業やクラスのルールなど、子供たちが楽しく取り組めるようにかなり工夫されてお
り、とてもレベルの高い授業をしてくださっていて、担任の先生には感謝しかありま
せん。

ホームページで学校の様子をよくアップしてくださるので、わかりやすくとてもありが
たいです。

→一部，個人を特定する言葉は割愛させていただきましたが，このような温か
い励ましの言葉があること，心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
職員と共有して，子どもたちの笑顔と輝きに還元できるよう，さらに努力を重ね
てまいります。

八千代市立勝田台小学校長　木梨朋幸
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