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令和４年２月２５日 

保護者様 

     八千代市立新木戸小学校 

校長  寺 田 好 江 

 

令和３年度 学校教育活動アンケート結果について 
 

 梅花の候，保護者の皆様にはますます御健勝のことと，お慶び申し上げます。また日頃より，本校の教育活動に対し

まして多大なる御理解と御協力を賜り，感謝申し上げます。 

 さて，先日多くの方に御協力いただきました，学校教育活動アンケート結果について，お知らせいたします。今回お

寄せいただいた御意見，及び御要望やアンケート結果を真摯に受け止め，次年度の教育活動がさらに充実するよう，全

職員で努力していきたいと思います。 

 御協力ありがとうございました。（12月実施  回収率：７５.７％ ５３９名/７１２名） 

 

１ 各質問に４・３・２・１のいずれかを選択し，答えていただいた結果 

４そう思う ３おおむねそう思う ２あまりそう思わない １そう思わない 

 

① お子さんは，楽しく学校に通っている。                  

【４：48.2％ ３：30.4％ ２：10.0％ １：11.3％】 

② お子さんは，進んで挨拶をしている。                  

【４：22.1％ ３：46.2％ ２：23.6％ １：8.2％】 

③ お子さんは，基礎的な学習内容を身につけている。  

    【４：31.9％ ３：45.1％ ２：16.7％ １：6.3％】   

④ お子さんは，悩みや心配ごとがあれば，先生や友達に相談できている。 

【４：18.7％ ３：46.8％ ２：26.9％ １：7.6％】 

⑤ お子さんは，ルールを守ったり，マナーに気をつけたりしながら過ごしている。 

   【４：33.8％ ３：43.6％ ２：14.7％ １：8.0％】 

⑥ 学校は，教育活動を保護者に学校だより，校長室だより，ホームページ等でわかりやすく伝えている。  

【４：40.1％ ３：39.7％ ２：11.7％ １：8.5％】 

⑦ 学校は，学力の定着のために努力している。             

【４：31.9％ ３：46.6％ ２：14.1％ １：7.4％】 

⑧ 学校は，お子さんの良さを認めようと努めている。         

【４：34.3％ ３：43.0％ ２：13.5％ １：9.1％】 

⑨ 学校は，授業や行事など創意工夫をして取り組んでいる。          

【４：37.3％ ３：39.7％ ２：13.9％ １：9.1％】 

⑩ 学校は，お子さんや保護者が相談しやすい雰囲気になっている。       

【４：28.4％ ３：42.7％ ２：21.2％ １：7.8】 

⑪ 学校は，いじめのない学校づくりに取り組んでいる。 

【４：22.4％ ３：53.6％ ２：18.0％ １：5.9％】 

⑫ 学校はお子さんの学習や生活に適した環境になるように努めている。 

  【４：30.1％ ３：45.8％ ２：16.9％ １：7.2％】 

⑬ 学校は，感染症拡大防止の対策を充分に行っている。 

  【４：32.1％ ３：44.7％ ２：13.5％ １：9.6％】 

⑭ 学校は，外国語科（言語活動科，外国語活動を含む）の充実を図っている。 

  【４：29.5％ ３：46.2％ ２：18.6％ １：5.8％】 

⑮ 一部教科担任制は効果的に行われている。（３～６年生） 

  【４：29.3％ ３：43.8％ ２：17.9％ １：9.0％】 

 

２ 学校行事や行事以外のことについて自由記述をしていただいた結果（主な意見） 

（１） 今年度のいろいろな学校行事について，保護者の方の目線で見て，子供のために「こうすればよい」という改

善案がありましたら，お書きください。 

＜授業参観＞ 

●授業参観もモニターで見辛く、そもそも接続不良で大半の時間は他のクラスの様子を見たのであまり学校での様子が

分かりません。もう少し保護者が参加出来る行事やイベントがあると嬉しいです。 

●授業参観を実際の子供の教室で見たいです。コロナ禍で難しいのは分かりますが、教室に入る人数を制限して日にち
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を分ける等、工夫してやってみてはどうでしょうか。別室からWEBで見るのは子供の様子が分かりづらいです。 

●授業参観の機会を増やしてほしいです。時間で区切って人数を減らす等，何か工夫して教室で参観するのは難しいの

でしょうか。リモートでは画面が荒く，何を言っているのかほぼわからない状態で残念でした。 

●授業参観について，コロナ禍ということで、リアルタイムの授業風景をウェブで視聴させていただきました。通信環

境が悪いのか何を話しているのか残念ながらわからない状況でした。録画したものを同じ形式で視聴させていただけ

れば、画質、音声が悪く聞き取れないということがないのかと思いました。教室での参観がまだ不可能な場合は検討

してほしいです。 

 

＜運動会＞ 

●コロナ禍、感染対策も大変なところだと思いますが，運動会や遠足など考えて実施して頂き感謝しています。 

●運動会，本当に素晴らしかったです。真剣にエイサーを踊る5・6年生の姿は1〜4年生の目に焼き付いたと思いま 

す。情熱あふれるパフォーマンスにこちらまで胸が熱くなりました。良い環境で、先生にも友達にも恵まれて感謝し

かありません。 

●運動会の徒競走について、子どもが学校で書いてきた出場何レース目という内容と実際運動会で流れたアナウンスが

異なったため、子どもの出番が分からなかった。子供は、男女合わせてのレース順の表記アナウンスは、男女別のレ

ース順の案内。次年度より統一をお願いします。 

 

（２）行事以外の本校の教育活動の中で， 

① ぜひ今後とも継続していった方がよいと思われる点について 

●勉強だけでなく、外部講師をお招きしたり、上級生と下級生が一緒に遠足に行ったりするなど、いろいろな活動をし 

てくれているなとお便りなどを通して感じています。 

●感染予防対策をしながら、多くの体験学習を取り入れて下さっていると思います。 

●コロナ禍でも工夫して行事を開催していただき、ありがとうございました。 

●親子で毎晩、ホームページの「新木戸ニュース」を見ています。学習の様子が分かるので、子どもと話すきっかけに 

しています。毎日の更新、本当にありがとうございます。 

●困った事を相談できる雰囲気をつくっている先生に感謝しています。 

●先生との距離感が良いと思います。 

●コロナ禍で色々な制限があるなか、子どもたちのために工夫を重ねて学習、行事を行って頂き有難いと思います。 

●「コロナだからできない」ではなく、「コロナだけれど(対策をとって工夫すれば)やれる」の方針に親 として本当に 

感謝しています。今後の感染拡大が不透明な世の中ですが、先日配布されたタブレットを最大限に活用して、感染拡 

大が広がらず、子供達の学びの歩みを止めないよう宜しくお願いします。 

●5〜6年生の時娘が友人関係で壁にぶつかる事があったのですが自分ではなかなか解決が難しく、親の私も頭を悩ま 

せていたのですが，私の相談にも親身になって下さりました。その後子供達にも働きかけて下さり解決へと向かった 

のでとてもありがたかったです。また担任の先生はとても丁寧に宿題を見てくださっていてとても信頼しています。 

●以前からとても細やかにご対応頂いていましたが、コロナ禍の大変な中でも授業や行事の運営に心を砕いて下さり、 

感謝の気持ちでいっぱいです。特に修学旅行は無理だろうと半分諦めていましたが、泊まりで実施されて良い思い出 

になったようです。自宅前から出発のバスを見送った時、息子だけでなく友達や他のクラスの子たちも手を振ってく 

れて涙ぐんでしまいました。先生や関係者の皆様の奮闘のお陰です。PTAなどの行事が殆ど無く、何もお返し出来ず 

心苦しい限りです。 

●男女仲が良く、先生とのコミュニケーションもよくとれていると思います。 

●さまざまな工夫で子供達の学校生活を楽しく過ごさせて頂き、本当にありがとうございます。 

●先生やお友達に恵まれて、本当に楽しそうに学校へ向かっています。いつもありがとうございます。 

●コロナ禍で大変な中、いろいろと頑張ってもらっていると思います。 

●他校とくらべて情報を速やかにとりいれ先生方のご指導が行き届いていると思っております。 

●夏休み明けはどうなる事やらと心配しましたが、担任の先生のご指導のおかけで，また楽しく通学出来るようになり 

ました。苦手だった教科も意欲的に学習するようになり、本当に感謝しております。 

●学校で子どもに問題が生じた時に、その様子をありのまま伝えていただけたことは、大変助けになりました。現在は、 

先生方の働きかけのおかげで、少しずつではありますが、本人の様子が改善してきていることを感じます。先生方の 

子どもへのあたたかいご指導に、改めまして深く感謝申し上げます。 

●コロナ禍の中、子供達が楽しく過ごせるようにいろいろ工夫して下さり、感謝しています。 

●子どもが楽しく生き生きと学校に通わせていただいているので、安心して先生方にお任せしております。 

●学校が大好きで楽しく過ごしています。 

●6年生の修学旅行についてコロナ禍の中、中止や日帰りにする選択もあったかと思いますが、何よりも子ども達の気 

持ちや実体験を重視して下さり、場所を変更してまで開催して下さったこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

校長先生をはじめ、先生方はご多忙の中、本当に大変だったかと思います。きっと子どもたちにとって、一生の宝物 
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の思い出になりました。 

●担任の先生には子供が体調を崩した時，勉強で悩んでいる時に親身になってサポートしていただきました。とても心 

 強かったです。 

●欠席連絡やアンケートがWebで出来ることで助かっています。 

●勉強だけでなく、外部講師をお招きしたり、上級生と下級生が一緒に遠足に行ったりする等、いろいろな活動をして 

くれているなと感じています。 

●校長先生、教頭先生、担任の先生の話を私達両親によく話してくれます。 

●給食だよりがとても楽しみです。子供のリクエストにより家で作ることがあります。 

 

② 子供の学校や家庭での生活をよりよくするために「こうすればよい」という改善案について 

＜学習に関すること＞ 

●漢字の取り組みなど、担任の先生の工夫が感じられます。息子も楽しみながら取り組めているようです。 

●運動会感動しました。タブレット学習のさらなる充実を期待しています。国語算数英語の先取り学習もできるとうれ 

しいです。 

●子どもの負担になり過ぎない程度の宿題（漢字や算数に関するプリント1枚［両面］、音読等）を毎日コンスタント 

に出していただき、学習習慣の定着になっていて良いと思います。クラスによってノートの使用量が全然違うような 

ので、クラスによって差が出ないかと不安に感じることがありました。 

●宿題が多いように感じます。 

●長期休みの宿題内容や、テストの採点等からもう少し、学校での様子が全く分からない保護者へ一言、二言添えてく 

れたらわかりやすく印象も変わるのにと感じます。 

●コロナ禍の中で色々と行事なども工夫して行って下さっているのは有り難いです。タブレット学習に関しては、学校 

側もきちんと把握した上で持ち帰らす必要性があるかと思います。 

●1年間で必要な物は（ペットボトルやカップラーメンの容器）学期の1番最初に教えていただけると、消耗品の使用 

を調整できるので助かります。 

●家庭学習（宿題）の量、またそれらに関し保護者が補助しなければならないものの量が少し多いように感じています。 

現代の小学校ではそれくらいの家庭学習量が普通のことなのかもしれませんが、習い事をしている児童や、共働きの 

家庭が多い中なので、家庭学習の量はこれで適切なのかと感じることがあります。 

●平日の宿題が少し多いように感じています。働いている親もいるので、十分に見る時間がありません。学童保育で宿 

題をやる時間がないこともあるようです。 

●英検Jrや、その他色々な取り組みを実施して頂き、本当にありがとうございます。もし機会がありましたら、今後、 

漢字検定等の検定も学校でチャレンジさせて頂けると良いなと思います。 

●勉強があまり得意でない子に対するケアがあるのか気になります。 

●宿題をやっていて理解してない事が多いように見受けます。もう少し解らない子にも合わせて進めて頂くなど、習熟 

度別にフォローするなどが有ると良いと思います。コロナ禍で授業数が足りないのかもしれませんが、家庭学習が多 

いようにも思います。 

●児童の家庭に学校での活動に必要な準備を求めるのはよく理解できますが、この連絡内容や手段は稚拙で足らないと

感じています。保護者間の確認が必要であるケースが多いです。直近の例では、書道用具は授業で何を使用するのか

示されないまま用品店のフライヤーのみが渡され、確認したところこれから整理して連絡します、との対応でした。

我が家では書道教室に通わせていませんので，まるで勝手が分かりません。前例に倣うためか昔はどの家庭にもあっ

たかもしれないが，今はないもの(新聞紙 軍手など)もあって対応に右往左往することも少なくありません。学校の

要請と実際のアンマッチが頻繁に起きていると感じています。 

●クラス通信みたいな紙面があると、クラスでどんなことをしているか、様子が分かって良いと思います。学習内容が 

難しくなってきているので、テストで80点以下などは宿題で追加のプリントを出してもらうとか、授業初めの5分 

を前回学習した内容の小テストをするなどしてもらえると定着するのではないかと思います。 

●先生方の負担を減らすためにも、高学年については外部講師への委託も含めて教科担任制をより強力に進めてよいと

思います。 

 

＜学級指導＞ 

●いつもお世話になっております。行事など工夫して開催してくださり、ありがとうございます。クラスのことなので

すが、面談のときにドアがあいていて、次の面談の保護者が後ろにみえていたので、話しづらかったです。コロナの

心配は、あると思うので、ドアをしめて窓をあけるなど工夫してほしいです。 

●今年度は、持ち物などギリギリに言われることが多かったので、もう少しはやめにいってほしいです。子どものこと

など、対応してくださることは、いつも感謝しております。 

●子供達に注意する際、一部の先生方なのですが、言葉使いが感情的になり、非常に乱暴のように見受けられます。も

う少し、丁寧な言葉で注意して頂きたいです。 
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●タブレットを配布した以外特に特別な教育活動はなかったように思う。教育＝担任の先生。6年間（５年時の先生以

外）担任の先生達には恵まれなかった。子供達が担任からの暴言、ヒステリー、男女差別を感じていたら、教育目標

の中の一つ「豊かな心」は育まれないと思う。 

 

＜PTA活動＞ 

●朝の旗振りの際、ほとんどの子が挨拶をしてくれない。ここ2〜3年そんな感じです。それ以前はしてくれる子が多

かったのに。特に低学年。親が送っている子も親さえも挨拶をしないからしかたないのかとも思う。挨拶は基本だと

思うので勉強面だけでなく人としての教育もしっかりしてほしい。 

 

＜その他＞ 

●回答の趣旨が間違っていたら申し訳ありませんが、毎月の教材費はキリ良い額にするとか、半年分をまとめて等には

できませんでしょうか。細かくて毎回困ります。 

●お便りは、もう少し詳しい内容でお願いしたいです。分からない事が多々あり、他の保護者の方達と情報交換してい

ます。今回のタブレットでも、お便りの手順に合わせやりましたが途中から開けず、お友達に確認したところ同じ状

態でした。後程 先生から自宅WiFiを繋いでやると聞きました。他の方に確認しなくても分かるお便り伝達だと助か

ります。 

●プリントや日々の連絡通知、問い合わせなどができるwebやアプリなどを活用すればよいと思います。 

●大変お世話になっております。先日，タブレットを自宅に持ち帰ってきた時，あのプリントだけでは自宅でどうした

らよいのかよくわかりませんでした。プリントはわかりやすく 記入お願いいたします。 

●子供の良い面も見てほしい。 

●まだ低学年なので、子どもの学校生活の詳細は把握できません。回答の中に「分からない」の選択ができると良いと

思います。また無記名で回答できたほうが、皆さんが思っていることを正直に書けるので良いのではないでしょうか。 

●昨今、教育現場でのお仕事は激務だと伺っております。先生にご相談したいことがあったとしても躊躇うこともござ

います。先生方のご負担を軽減することができるならば、より良い環境になるのではないかと思っております。 

●最近は先生になろうと思う子が減っていると聞きました。課外授業の一環で、校長先生や教頭先生も含め学校に関わ

っている先生方がどうして今の職業についたのか等をお話しされると喜ぶ子がたくさんいて、その中で先生になりた

いと思う子もいるかもしれません。また、私自身、今の教育を小学生の時に受けたかったと思うくらいに本当に楽し

そうなので、今後も子供がキラキラした目を失わない素敵な授業をして頂ける事を楽しみにしています。 

●トイレを衛生的に保ってほしいです。 

●毎月、委員会のみんなで数を決めて折り紙を折って掲示板を飾り付けします。その時の折り紙は、個人がそれぞれの

折り紙を使用しているらしく、新しい折り紙を２～３回持参しました。色の指定がある時等は用意が大変です。学校

の掲示板なのに、個人の折り紙を使用するのはどうなのかと思います。委員会の予算があると思うので、委員会活動

の折り紙は学校から支給していただければと思います。 

●クラスの人数が多すぎます。密だし、目が行き届かないと思います。学期途中でも、3クラスにするなどの対応を取

っても良いのではないでしょうか。 

●アンケートについてですが、教科担任制が効果的かの質問は外からは分からないことが多く、答えに困りました。ま

たSDGsなどの取り組みを学校で教わることは素晴らしいと感じていますが、卒業式での正装など、一度きりの行事

利用の為に用意するものはなるべく不要にするなど、実際の学校生活の中でもご活用してほしい。 

●マラソン大会を実施して欲しいです。メールなどの連絡が迅速でとてもわかりやすいです。曖昧な判断が無く、決断

力があると感じています。緑が丘西一丁目地区のヤマト運輸営業所付近線路高架下に信号を設置する様、行政に働き

かけて欲しいです。子供はきちんとボタン信号を渡っていますが、大人は信号のないところをショートカットして渡

って行きます。悪しき見本になっています。 

●授業中に正門前にずっと一人座っていた生徒がおり、15 分以上放置されていました。その後，友人が教頭先生に引

き継いだようです。万一その子が道路に飛び出していたら、と考えると、学校の危機意識に疑問を感じます。 

●クラス人数が多すぎる。副担任制度を敷くべきだと考えます。 

●一クラスの人数が多すぎます。学期の途中でも良いのでクラスを分けて欲しいです。今の人数だと指導も行き渡らな

い上、密も心配です。 

●四年生になり子供達の体格も大きくなって２クラスは限界を感じます。何卒３クラスになるようご検討下さい。 

●遠足は航空博物館がいいと思います。 

●子どもたちの多様性を尊重し、変動する社会に自信を持って対応できる人材を育てる学校教育にしてほしいです。 

●担任との関係はすごく良いのですが、学校の取り組みとしてはよくわからないです。また感染対策を必要以上に気を

つけるより、子どもの免疫力、体力向上、仲間と行動する事（修学旅行や実習など）もっと優先して欲しいと思いま

す。 

●コロナ回避で我慢より、今出来る事をもっと沢山させて欲しいです。 


