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保護者アンケート 

 児童数 407 名に対し 230 名の回答をいただきました。 

 いただきましたご意見を検討し、来年度の教育活動に生かしていきます。ありがとうご

ざいました。 

                                     （％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

観　　　　　　点 4 3 2 1

1 教育目標や教育方針、教育活動の様子が良くわかる。 27.2 64.0 8.3 0.4

2 学校は教育環境を整備し施設設備の安全に配慮している。 26.2 68.0 5.3 0.4

3
あいさつやきまりを守る等の集団生活をする上での基本的な生活態度につ
いて指導している。

27.2 66.2 6.1 0.4

4 体力づくり、健康教育が行われている。 35.5 60.1 3.5 0.9

5 児童の安全確保（集団下校・防災・防犯）に十分取り組んでいる。 33.3 61.0 5.7 0.0

6 学校は衛生面や、非常時の対策を行っている。 23.1 67.1 9.3 0.4

7
教育活動を保護者や地域に積極的に公開している。（学校公開、運動会、
校内音楽会、校内持久走会等）

58.1 39.3 2.2 0.4

1 授業はわかりやすく工夫されている。 35.2 60.8 2.6 1.3

2 先生は児童理解に努めている。 38.2 55.7 4.4 1.8

3 いじめのない温かい学級づくりに取り組んでいる。 34.6 57.9 7.0 0.4

4 家庭への連絡や報告を積極的に行っている。 28.8 57.2 12.2 1.7

5 お子さんのことについての相談に適切に対応してくれる。 38.4 56.8 4.4 0.4

6 言葉づかいに配慮し指導している。 40.2 56.8 3.1 0.0

1 児童は学習意欲をもち、進んで学んでいる。 24.2 60.4 15.0 0.4

2 児童は授業が分かりやすく楽しいと思っている。 29.5 60.4 9.3 0.9

3 児童に優しさや、思いやりの態度が育ってきている。 31.6 62.7 4.8 0.9

4 「読む」「書く」「計算」の基礎・基本が身についている。 22.0 58.1 18.1 1.8

5 あいさつなど基本的な生活習慣、学習習慣が身についている。 19.7 66.2 11.8 2.2
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ご意見 

【あいさつについて】 

○ 6 年間こちらから伝え続けてきましたが、旗当番中に子供のあいさつがほぼ返って来ず、

ずっと変わらないのが残念でした。校長先生が、朝、回ってくださるときに、あいさつ

について子供たちに一言あってもよいのではと思います。 

○ 学校全体の児童が挨拶を積極的にする子が少ないです。 

○ 朝、旗振りをしていると、昨年に引き続き、あいさつを返してくれる児童が圧倒的に少

なく、残念に思います。わが子を含めて、あいさつをするのが恥ずかしいと思っている

のでしょうか。 

○ 朝の旗当番でこちらから「おはよう」と声をかけたり「いってらっしゃい」と言っても

何も言わない子がほとんどである。 

○ 旗当番で自分の子供も含めですが、あいさつができない子があまりにも多いです。その

時にいる保護者によるのかわかりませんが。 

○ 旗当番の時、声をかけているが、あいさつできない子が多いです。 

➡昨年度も、あいさつについては多くのご意見をいただきました。改善が見られず申し訳あ

りません。 

学校は、月の生活目標にあいさつについての項目を設けています。（4 月「元気よくあい

さつをします。」9 月「気持ちよいあいさつをします。」1 月「進んであいさつをします。」）

校内では比較的よくあいさつをしていると考えています。地域、教育委員会の訪問などで

は「上南の児童はよく挨拶ができる」とお褒めの言葉をいただいております。校外でもあ

いさつができるように、引き続き、指導を続けていきます。学校での指導が効果を上げる

ためにも、学校と家庭が連携して、取り組む必要があると思います。ご家庭でも、あいさ

つについて、ご指導ください。 

 

【行事について】 

○ 学校公開と上南まつりを同日に行うのはやめてほしい。上南まつりの準備でほとんど公

開授業を見られなかったため。（２） 

➡PTA と協議して、次年度の予定を立てます。 

○ 持久走大会を見学させていただいたけれど、ゴールの位置がわかりずらく、手前がゴー

ルかと勘違いをしてしまった子がいたように見えた。 

➡現在、検討事項をまとめています。いただいたご意見は、担当部内で検討し、改善策を立

て、次年度の企画に反映させます。 

○ 学校行事の写真ですが、仕事や子育て、体調などで学校まで見に行けないことがあるの

で、ID、パスワードを使用したネットでの掲示も導入していただけると助かります。子

供に任せてもいいのですが、やはり、一枚の単価は高めなので、確認したいです。 

○ 音楽会の写真が以前は児童一人一人のアップが多かった気がするが、今回は少なくて残



念だった。 

○ 音楽会の写真は少しがっかりしました。 

➡ネットでの公開、販売については、今後の課題として十分検討時間をいただきたいと思い

ます。写真の内容については、業者に伝えたいと思います。 

 

【指導について】 

○ いじめ等があるようですが、学校から保護者への説明がなく、生徒が親に言う内容がそ

れぞれ違っていたり、言ってはダメなのにしゃべった等、保護者が混乱することがあり

ましたので、正しい説明をしていただきたいと思いました。あまりうまく言えませんが、

変な噂になったりすると思います。よろしくお願いします。 

➡「いじめ」については、未然防止、早期発見に全教職員で取り組んでいます。日ごろから

児童の小さな変化も見逃さず、速やかな対応、全教職員での情報の共有を心がけています。

加害、被害、両方の場合について親身に対応していきます。 

学校だよりでもお伝えしたように、いじめにつながる心配のある事案が発生しましたの

で、臨時に朝会を行い、全児童に指導をしました。このことも公表していますように、担

任から、保護者に言わないようにという指示が出ることはありません。 

○ 夏になると思うことがあります。戦争について子供たちはどこまで理解しているのかな、

もう少し踏み込んでもよいのかなと思いました。平和について考える「今」は恵まれて

いる環境で育っていることをもっとわかってほしいと思いました。 

➡児童の発達の段階に応じて、「戦争」「平和」「命の大切さ」などについて、指導していま

す。 

○ もっときびしくしてほしい。（２） 

➡教職員は「悪いことは悪い」と毅然とした態度で指導に当たっています。一方で、「良い

ところは認め」ほめる指導も心がけています。子供たちのより良い成長のため、適切な指

導を心がけていきます。 

○ 10 月にスキップシティや青木公園、荒川など校外学習があったが、子供に何をしたのか

たずねたら「何をしに行ったのか分からない。散歩かな。」という返事だった。残念に思

った。 

➡校外学習などの際は、事前学習、事後学習を十分に行うようにしています。児童に目的が

十分に理解されなかったことは、申し訳なく思います。児童一人一人が目的を理解して、

校外学習に臨めるよう、指導法を改善するなどしたいと思います。 

○ 11 月の音楽朝会を見させていただきました。歌の途中で地震が発生した際、先生方が即

座に対応してくださり、安心いたしました。今後ともよろしくお願いします。 

➡本年度は、ショートの避難訓練を実施してきました。予告なく地震が発生した想定の訓練

です。いつ、どこにいても、身を守る、命を守る行動をとることができるようになること

を目的としています。1 学期に連続 5 日間、2 学期にも連続 5 日間行いました。訓練自体



は 2，3 分程度で終わり、すぐに通常の授業に戻ります。 

今回、音楽朝会で歌を歌っている最中でしたが、「地震だ」の声に全校児童が一斉に「身

を守る姿勢」を取ることができたのは、訓練の成果だと思っています。今後も、児童の安

全のために、訓練を継続していきます。 

○ 教師の言葉遣いについて、男性の先生で「～ねえよ。」と言われたそうです。事実であれ

ば子供に対しても日々、言葉遣いに気を付けていただきたいです。 

➡教職員の言葉遣いについては、不適切な発言や言葉遣いがないよう、研修を重ねてまいり

ます。 

○ 体力テストでボール投げがあるがとても苦手。公園なども禁止のところが多いから、な

かなか練習できない。学校の校庭ぐらいしかやるところがないので、できればもっと、

ボールを投げるという時間を作ってほしい。 

➡体力テストの結果は、校内で検討、分析しました。ボール投げについては、１．2 年生女

子が県平均を上回りましたが、他の学年、男子は県平均を下回っています。その他、県平

均を下回るような項目については、対策を検討し、実施しています。体育の授業の中で、

県平均を下回った項目の運動に対応して、補強運動を行う、業間の休み時間に運動を取り

入れるなどです。結果として、学校全体での平均は上昇し、少しずつですが成果を上げて

います。引き続き、取り組んでまいります。 

○ 学力を平均まで上げる。 

➡引き続き、学力向上に取り組んでまいります。 

○ 担任の先生は、子供の性格をわかったうえで、様々な指導をしてくださり、とてもあり

がたく心強く思っています。 

○ うちの子は先生が大好きなようで、本当に良い先生に出会えたと感謝しています。 

○ 担任の先生のみならず、校長先生をはじめ、校内の先生方が児童一人一人に配慮してく

ださっているのを感じます。 

○ いつもよくしていただいているので安心しています。本人のやる気次第だと思います。 

○ 先生に褒められたこと、注意を受けたこと熱心に話してくれます。児童一人一人を見て

くれているのだと安心します。これからもよろしくお願いします。 

○ これからも、子供たちのより良い成長のため教育活動を期待しています。 

○ 特に要望はありません。先生方は、よく子供たちを見ていると思います。ありがとうご

ざいます。 

○ 私たち親世代が子供の頃の学校の先生に比べて、今の先生方は驚くほど対応が丁寧で腰

が低いと感じます。かなり、気を使われているのが、よくわかります。とはいえ、いう

べきことを言ってくださるのはとてもありがたいです。 

○ 日々、学校生活を楽しく過ごしており、問題なく勉学にはげんでおります。学校公開や

授業参観も適度なスケジュールで参加しやすく、有難く思います。いじめ等の問題もな

いようなので安心しております。 



➡ご意見ありがとうございます。 

 

【宿題について】 

○ 年度の途中から宿題の在り方の変更、2 学期もだいぶ過ぎた時点での給食のルール（牛

乳も含めて残すの禁止）の変更等、親は「え？そうなの？」という案件が多く、子供た

ちも戸惑っています。学習の面でも、理解できないまま進んでいることが多いようで、

自主学習も大事なのでしょうが時間を使い先生から直接対応してもらうことが大事な

のではないでしょうか。 

○ 宿題の進め方や、教材が変わった時には保護者会や手紙などで保護者に事前にお知らせ

がほしいです。保護者が「手をはなし、目をはなさない」ようにし、学校と家庭がそれ

ぞれの役割分担をすべきと思います。思っているよりも伝わっていないと思います。 

○ 宿題→自主学習 言っていることも、その理念もわかりますが小学校だからこそ発達段

階を踏まえてください。9 月から宿題→自主学習にチェンジした方針。1 年生には厳し

いものだと思います。幸いわが子に関して言えば、自主的にプリントルームからプリン

トを取ってくるので、1 学期より学習量は増えています。 

しかし、「音読」も自主学習になってしまうことはいかがなものでしょうか。「音読」は

1～6 年生のどの学年も必要なもので、1 年生には特に「必須」だと思います。 

そして日記。宿題を出しても、やってこない家はあります。でも、9 割ぐらいはやって

くるのではないでしょうか。 

低学年の間に「日記」の宿題がいかに大切なものか学校は本当に理解しているのでしょ

うか。 

わが子にとって 1 年生は一生に一度のことです。今年度「チャレンジした取組」なので

しょうが、親から見れば台無しにされたような思いです。 

○ 家庭学習の習慣がついていない低学年のうちは、きっちり宿題を出してもらったほうが

良いと思います。 

○ 9 月からの家庭学習ですが（宿題、授業でやった範囲、プリント）と家庭で取り組む範

囲が多いと感じました。そしてわかりずらいです。全員に伝わっているのかなと…中高

生がいる我が家としては理想的な取り組み方だと思いましたが、小学校低学年の子には

まだ早いのかなと思います。（子供に任せても家の人に伝わらなければやらない子もい

る。そもそも、理解できていないなど）できることできない家庭に輪が生まれるのでは

ないか。先生や子供たちの負担にならないか心配になります。 

➡「宿題」について多くのご意見をいただきました。ありがとうございました。 

 保護者の皆様が、家庭学習に熱心に取り組んでいただいていること、ありがたく思います。 

 年度途中の実施について、十分な説明がなされなかった点、学校だより等の連絡では不十

分だったこと、教員によって対応にばらつきがあった点、申し訳ありませんでした。 

 次年度につきましては、教員の合意形成を図り、年度当初、学校としての方針を明確にし



て、取り組んでいきます。内容についていただいたご意見は、校内で検討させていただき

ます。 

 

【その他】 

○ 献立表や下校時刻表などは、月末には配っていただきたいです。このところ、いつも遅

いです。 

➡早めの配布に努めます。 

○ 学校が作る保護者への手紙の日付間違いを減らしてほしい。 

➡間違いのないように、点検してまいります。 

○ 通学路のブロック塀の修理はいつになるのか。（２） 

➡今年度末までに、高い部分の撤去、対応を取る予定です。（1～3 月） 

○ 1 時間目は何時で終了か、時間の（1 時間目～5 時間目までの）把握を知りたいです。親

にもわかるように手元に（または連絡）手紙でもくれたらうれしいです。 

➡2 学期末の学校だより、裏面に日課表を載せました。ご覧ください。本来ですと、年度当

初にお知らせするべきでした。来年度は 4 月にお知らせします。 

○ 他の小学校で取り組まれているフッ素うがいをやっていただきたいです。 

➡学校歯科医の先生のご意見をいただきながら検討しています。 

○ クラスに感染症の疑いがある病人が出た際は、すぐ教えていただきたいです。 

➡感染症にも様々あります。感染の疑いでクラスまたは学校全体にお知らせすることは難

しいかと考えます。感染症が確認され、流行が危惧される場合は早めにお知らせするとと

もに、児童には感染予防の指導をしていきます。 

○ 楽しく学校生活を送っているようで、親としてはうれしく思っています。先生が本当に

よく子供たちのことを見てくれているので安心しています。一点気になるのは、登下校

時の荷物の重さです。文科省からも通知が出ていますし、そろそろ南小でもランドセル

の重さ対策を始めていただけたらと思います。国語、算数、理科、社会…全てある日の

ランドセルは大人でもつらいです。 

○ 置き勉、OK となってはいるが荷物が多い。 

➡教科書や資料集など学校に置いていくことは可能です。家庭での学習に支障がないよう

に各自で判断してください。 

○ 学区が狭いのに、学区外禁止は無理がある。 

➡校内生徒指導部で検討しました。 

児童の安全確保のため、児童のみでの行動範囲を学区内と決めています。児童の安全を第

一に考えての決まりですのでご理解ください。スキップシティ及び青木町公園は学区外

になります。 

学校外での行動については、いろいろなケースが考えられますが、子供たちの安全を第一

に考え、保護者の方が責任もってご判断いただきたいと思います。 



○ 個人情報の観点で「通学班」の編制は学校がするべきではないか 

➡個人情報の件について、配慮して編制をお願いしています。学校で編制する場合、学年の

偏りや、男女の偏りがないよう、地番によって、ある程度機械的に、編制することになり

ます。しかしながら、実際の通学班は個々の様々な事情を勘案して決めている場合もあり、

画一的には決められないのかと思います。一番大事なのは児童が安全に登校できること

ですので、保護者の皆様のお力もいただいて、編制しています。個人情報の取り扱いにつ

いては、十分にご配慮いただけますように、要請していきます。 

○ 修学旅行費を保護者（卒業対策委員？）が集めていると聞きましたが、教育活動に関す

る費用は学校が集金すべきではないか。 

➡ご指摘のように、修学旅行の費用については学校が集金すべきです。 

6 年生については、修学旅行が泊を伴い一般の宿泊施設を利用することから、他の学年の

校外学習費より、高額になっています。本校では、分割して積み立てる方法をとっていま

せんので一度に集金することになります。 

一方、6 年生は卒業アルバムの購入代金など卒業にかかる費用を卒業対策委員の方が集金

しています。どちらも高額のため、児童が持って登校するのは、危険と判断し、授業参観

懇談会の折に、両方を合わせて、保護者の方に持参していただいています。ご持参いただ

けたかどうかのチェックは保護者の方にしていただいていますが、集金袋から出し、金額

を確認し、6 年生の学年口座に入金するなどの本来の集金業務は、学校で行っています。    

修学旅行の代金と卒業にかかる代金を一度、口座に入金し、そこから卒業対策委員の方

にお渡しする、もしくは学校が代わってお支払することとしています。 

ご指摘のように、本来の教育活動である修学旅行の代金と卒業にかかる費用は分ける

べきです。来年度からは、修学旅行の集金の案内、集金、支払い、会計報告の会計業務は

引き続き、学校で行いますが、卒業にかかる費用については、卒業対策の方に予算だて、

集金の案内、集金、支払い、会計報告の会計業務をお願いし、きちんと分けていきます。 

○ 飼育小屋に今、動物が飼われていない？か、ウサギがいないと聞きました。家庭では動

物とか飼われない分、学校での動物の飼育は命の大切さや、勉強になるので、いてくれ

たらと思います。屋外が無理なら、室内での飼育。長期休みの間の問題などは、子供た

ちと家庭で話し合って決めるなど、やれたらと思います。なかなか難しいかもしれませ

んが。 

➡現在、飼育動物はいません。本年度途中から、この状態になりました。校内で来年度以降

どのようにしていくのか、検討しました。 

 飼育小屋で小動物を飼うことは来年度、行いません。委員会活動については、今後検討い

たします。飼育活動は行いませんが、「命の大切さ」などについては、全ての教育活動の

中で指導していきます。 

○ 特別なサポートを要する児童への指導とあわせて、その周囲の児童に対して心の面での

サポートをもう少し意識していただきたいです。（多くの場合我慢させられているよう



に感じます。どのように、こういう子に接したらよいかのアドバイス、また、周りの子

へのフォローや励まし、賞賛はあってほしいと思います。） 

➡全ての児童に配慮した教育活動を行うように、指導法の工夫改善に努めてまいります。 

○ 春も夏も秋も寒い時はパーカーを着用していたのに、冬になったら急に「中と外の区別

をつけて」という理由で上に来ていたパーカーを脱ぐように指導される理由がわかりま

せん。常識の範囲内で厚着をさせていたつもりが困惑しました。 

➡登校中に上着（ジャンバー・コートなど）を着てきた場合、校舎内（室内）では脱ぐよう

に指導しています。児童が納得できる指導ではなかったようで申し訳ありません。 

○ 図工などの、持ち物の準備を急に（前日に）持ってくるような指示があった時はびっく

りしました。その後、改善のほうに向いていたので、少しはホットしました。 

➡授業に必要な用具、教材の準備については、週の予定、学年だより等でお知らせしていま

す。急に準備を指示することがないように、計画的に進めてまいります。 

○ 日本語がまだあまり話せない外国のお子さんに補助や通訳の先生がいないように思い

ますが、授業内容等、理解できているのでしょうか。学校側としてはどのような対応を

取られているのか知りたいです。 

➡外国語を母国語としている児童については、日本語指導の先生に、個別指導をしていただ

いています。すべての授業に通訳の方や、補助の先生がついてはいません。保護者の方に

は、放課後、川口市教育研究所の日本語指導が行われていることを案内しています。また、

地域の日本語教室の情報など提供しています。 

○ 懇談会に出られない人には、その時の先生の話など後で手紙で配ってほしい。 

➡懇談会資料を児童を通じて、配布しています。ご覧ください。 

○ 冬用のジャージの件がよくわからない。持っているもので良いのか。色、形など。 

➡4 月の学校だよりでお知らせしたように、本年度から、長袖、長ズボンの体育着を用意し

ています。これまでの販売店に置いてあります。また、4 月から半年間ほど職員玄関前に

見本を展示していました。 

 冬用のジャージの利用については、強制ではありませんので、各ご家庭で購入されるかど

うか、ご判断ください。これまで通り、冬季は体育用に用意したトレーナーなどを着用す

ることもできます。この場合、普段着とは別に、体育専用にご用意いただきます。 

○ もう少し登校班の班長さんに指導してほしい。（後ろを見ないでひとりで進む子がいる

ので） 

○ 班長が後ろも気にせず、話に夢中で下の子たちがついてこれないなどあります。 

➡通学班での登校の状態が良くないと判断した地区、範囲ついては、昼休みに集めて指導い

たしました。今後も引き続き、児童の安全のため通学班班長、班員への指導を行います。 

○ うちの前で 17 時まで遊んでいる子たちがいる。帰宅時間が学校決められているのに守

っていない。道路上で遊んでいるが通行の妨げになっていること、あいさつもしない。

車が近づくぎりぎりまでどかない。この間、私の車にペットボトルのキャップが当たっ



たがすぐに謝りに来なかった。私から声をかけてやっと謝罪。学校の先生だけではもち

ろん目の行き届かないことがあると思います。 

教育は学校と保護者が協力してやっていくものだと思っています。子供たち、主にわが

子を保護するのは親であると考えています。なぜ１６：３０までに帰宅するように促し

ているのか子供たち自身はもちろん、保護者の方々に理解させる必要があるのではない

かと思います。今後、私のほうからも注意をしていこうと思っています。 

➡下校後の過ごし方について、十分指導してまいります。 

○ 先生の仕事が多すぎて心配です。 

➡ご心配いただきありがとうございます。教職員の働き方改革につい来ましても、教育委員

会の指導をいただきながら、進めてまいります。教職員が児童の指導について十分に力を

発揮できますように、保護者の皆様のご理解と、ご協力をお願いいたします。 

 

【施設について】 

○ トイレの使い方が汚いなあと思いました。（参観などで） 

➡トイレの使い方、清掃の仕方について、引き続き指導していきます。 

○ プールの老朽化・水道中のさびが気になります。 

➡施設の維持管理については、十分に安全点検を行って使用しています。長期休業の後は、

水道水に濁りが見られることがありますが、排水を十分に行い、水質検査を実施して使用

しています。また、施設の経年劣化については、教育委員会に連絡し対応しています。 

○ 保護者会で見て感じたのが、ロッカーが小さいので、荷物が廊下の荷物をかけるところ

にかけるしかないのか、うまくかけられなかった荷物がパラパラと落ちて、せっかくの

制作物が汚れていくのを見て悲しくなりました。背が小さい子には上の段は難しそうで

す。 

➡教室内のロッカーについては、大きさが十分ではなく使いずらいと感じています。改修に

は多額の予算が必要であること、同時期に建設された川口市の他の学校を調査した結果、

ほぼ同じ仕様のロッカーを使っていることなどから、すぐに、改修することは無理かと思

います。要望として教育委員会に伝えていきたいと考えます。 

 廊下のフックについても、低学年の児童には上の段のフックは使いずらい、数が少ない等、

改修の必要が考えられます。今後、教育委員会等と相談、検討いたします。 

○ 門のカギはいつもかけないのでしょうか。職員室から見えにくそうなので、防犯のため

カギをかけて来校者にはインターフォンで対応したらよいと思います。 

➡現在は、児童が在校中は、門扉を確実に閉め、カギはかけない対応を取っています。防犯

上、カギをかけることも考えられますが、遅れて登校する児童や PTA 活動で来校する保

護者の方、物品配達業者など、学校には多くの方が来校されます。来校者はインターフォ

ンで申し出ていただくことになっていますが、人員的に、門扉にカギをかけた場合、全て

の来校者に一人一人開錠の対応をすることができません。職員室で、インターフォン越し



ですが来校者の確認後、来校者には各自で門扉を開けて、校内に入っていただいています。

来校者は必ず確認し、安全に配慮しております。 

○ 教師の取組と児童の取組をもう少し熱心に取り組んでください。 

➡教職員は教育活動全般に熱心に取り組んでいるつもりですが、熱心さが足りないと感じ

られたのは申し訳ありません。子供たちのために、誠心誠意、教育活動に取り組んでいき

ます。 

 

【PTA 活動について】 

○ 夏休み見回り当番について。何をどうする、何かあった場合、警察のほかどこに連絡す

るなど、全く何のためかわかりませんでした。相方に連絡するも応答なし。仕事を早め

に切り上げて参加したにも関わらず、ということでやや不十分とさせていただきました。

たくさんの行事で、盛り上げていただいているのは感謝しております。一年生なので、

それらの行事の場合（登下校について）細かい連絡が不十分だったと思いました。（お

手伝いもせずに意見させていただいて申し訳ありません。） 

➡PTA にご意見を伝えました。PTA 常任理事会、専門部で検討した結果、次年度以降廃止

することになりました。 

○ 1 年生で買った算数セット、うちは一人っ子なのでとってもきれいな状態。その話をし

たら、何人もそういう人がいた。上南まつりなどで出品することができたら、リサイク

ルになるのでいいのではないか。（体育館履きもサイズが合うとだが、キレイだし…も

ったいないけど 

➡PTA にご意見を伝えました。リサイクルできるように、PTA で検討していきます。 

○ 役員の仕事をしてみて感じたことは、「上南まつり」の日と参観が重なり、役員の仕事

をしている中で子供の様子を見に行きづらいことや、祭りに参加する余裕がないことで

す。運動会でも同じように思いました。年間の仕事を見ても、各役員の仕事が多いので

様々な家庭の事情で参加できない方がいると誰かに負担が言ってしまい（あるあるです

が…）不満が出やすいように思いました。みんなで譲り合う余裕がないというか、働い

ていると参加が難しいです。たとえば、平日の部会や資料の作成などそうしてもできる

人に負担がいってしまいます。連絡網がなく、先生たちに頼ることが多くなってしまう

のも心苦しいです。 

○ 朝、忙しい中旗当番に行く意味があろうか考えます。 

➡PTA にご意見を伝えます。 
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こ　う　も　く

1 学校
がっこう

生活
せいかつ

は、楽
たの

しいですか。 63.4 29.8 4.33 2.54

2 授業中
じゅぎょうちゅう

、進
すす

んで勉強
べんきょう

していますか。 45.6 44.1 9.02 1.25

3 友
とも

だちとなかよくしていますか。 74.1 22.1 3.3 0.51

4 先生
せんせい

に困
こま

ったことを相談
そうだん

できますか。 39.5 39.5 16.4 4.62

5 先生
せんせい

は、わかりやすく勉強
べんきょう

を教
おし

えてくれますか。 72.5 24.2 2.8 0.51

6 先生
せんせい

は、困
こま

ったときに、話
はなし

をよく聞
き

いてくれますか。 71 22.9 4.83 1.27

7 先生
せんせい

は、いいことをほめて、いけないことをしかってくれますか。 74.3 22.4 3.05 0.25

8 学校
がっこう

の決
き

まりや約束
やくそく

を守
まも

っていますか。 49.9 42.5 6.87 0.76

9 あいさつは、自分
じぶん

から進
すす

んでできますか。 52.4 33.8 8.91 4.83

10 おしゃべりをしないで、掃除
そうじ

をしていますか。 23.9 47.6 17.3 11.1

11 交通
こうつう

ルールを守
まも

っていますか。 77.1 19.1 3.56 0.25

12 外
そと

で元気
げんき

に遊
あそ

んでいますか。 51.9 26.8 13.6 7.69

13 家庭
かてい

学習
がくしゅう

を、自分
じぶん

から進
すす

んでできますか。 44 35.4 16.5 4.07

14 忘
わす

れ物
もの

をしないように、準備
じゅんび

をしていますか。 44.3 42.2 10.7 2.8



 


