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274回収数

Ⅰ．学校全般に関することについておたずね
します。

「海陽小の教育」に関する保護者アンケート集計結果
平成29年1月23日

学校便り　（別紙）

2
学校は、授業や朝の活動、長期休業に、学校支援
ボランティアや読み聞かせ会など、保護者や地域
の参加を得ながら教育活動を進めている。

1

クオリティスクール「子どもの学力〔資質や能
力〕が高い学校」「子どもの学校に対する満足度
が高い学校」「保護者や地域住民の学校に対する
信頼度が高い学校」の創造を目指した学校づくり
に努めている。

5
学校から家庭への連絡は、適切に行われていると
思います。

3
学校は、人付き合いや学習で困り感を持っている
児童へ、特別な支援を行っている。

4
学校は、保護者や地域の協力を得ながら、不審者被
害・交通事故防止など、安全・安心への取組は進めて
いる。

Ⅱ．お子さんの生活に関することについてお
たずねします。

10
お子さんに、学年×１０分＋１０分という、宿題
を含めた最低限の家庭学習習慣が身に付いてきて
いる。

8 お子さんは、学校へ行くのを楽しみにしている。

9

6
学校は、保護者が必要なとき、気軽に足を運
べる雰囲気になっていると思います。

お子さんは、授業が分かりやすく楽しいと言って
いる。

7
全員参加をめざすＰＴＡの活動や、環境整備
や子どもとのふれあいを目指す『おやじの
会』の活動の充実・発展を望みます。
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先生は、お子さんの相談や連絡に、適切に応じて
いる。

11
親の読み聞かせも含めて、お子さんに家庭での読
書習慣が身に付いてきている。

12
お子さんに、「早寝・早起き・朝ごはん」など、
基本的な生活習慣が身に付いてきている。

14

20 ＰＴＡ活動には、思うように参加できている

17

19
子どもの、「早寝、早起き、朝ごはん」、読書、
家庭学習、お手伝いなど、基本的な生活習慣の育
成に向けて、学校と連携して取組めている。

子育ての悩みを相談できる人が、周りにいる。

18
授業参観、懇談、学級行事などには、よく参加し
ている。

16
先生は、お子さんのまちがった行動を、適切に指
導している。

Ⅲ．あなたご自身のことについておたずねし
ます。

Ⅱ．お子さんの生活に関することについてお
たずねします。

15
先生は、お子さんの気持ちを理解しようとしてい
る。

13
お子さんに、年齢相応の健康維持能力や運動能力
が身に付いてきている。



平成２８年度　保護者記述

◇とにかく楽しみに学校に通えていること。それが一番。

◇いつもありがとうございます。子どもが「学校が楽しい」と言ってくれることが何よりで
す。

◇学校に行きやすいのでよいです。

◇担任の先生をはじめ、多くの先生方にお世話頂いていると感じています。

◇校長先生、教頭先生がしっかりされている上、オープンなので相談しやすいです。海陽の
子の文が楽しいです。先生はとてもよい先生ともうひとつの先生の差が激しいです。

◇子どもが学校へ行くのを楽しみにしています。

◇6年間お世話になり感じたことは、学校が苦手な場所ではなかったということが、先生方
又関わる方々がご協力くださったおかげであると、心から感謝すべきことだと日々感じてお
ります。本当にありがとうございました。

◇子どもが学校が楽しい、先生が好きと言える環境であることがありがたく思います。

◇クラスの中が良く、全員遊びの日をとても楽しみに学校へ行ってます。先生も一緒に参加
してくれると喜んでいます。

◇子どもが楽しく学校に通えているのでよかったです。

◇校長先生のお話の内容がよいです。行事の挨拶、海陽の子も含めとてもいいと思います。
自分自身、親となって気づきの場面のきっかけをたくさんいただいていると思います。

◇子どもが学校へ行くのが楽しみ、授業が分かりやすくて楽しいと言ってくれることです。

◇毎日、学校へ行くことを楽しみにしてくれているのが、親としてうれしく、感謝の気持ち
（先生に）でいっぱいです。

◇支援学級に対して学校全体が温かく見守っていてくれてすごく良かったと思います。

◇全体的によかったと思います。

◇気軽に学校に行けるところが、親と子の関係にもよいと思いますし、先生方も親との関係
を大事にしているように思います。子どもも楽しく学校生活をおくれているようです。

◇地域の方が来てくれて、室蘭に行って教えてくれた事（鳴り砂）

◇子どもは毎日登校するのを楽しみにしていて、「学校に行きたくない」と言ったことはほ
とんどありません。家庭学習や読書など課題はたくさんありますが、「学校が楽しい」と思
える学校・学級づくりをして頂いていることに感謝しています。

◇先生方の温かい、日々のご指導で楽しく通い、学習にも取り組めて過ごせることをとても
ありがたく感謝しています。

海陽小に通わせていて「良かった」と評価できるものを記入ください。

【学校の雰囲気】
◇入学してから半年過ぎ、最初はちゃんと学校楽しいと思って言ってくれるだろうかと不安
でしたが、今のところ学校に毎日行ってて楽しいというのを聞くと安心します。

◇1年生が上級生と触れ合う機会が多いのは、とても良いと思います。「～できてすごい
ね」「可愛いね」と言われて嬉しかった等と話してくれいます。

◇休み時間に自由に遊ぶことができる。



◇算数クラブはとてもよいと思います。

◇朝の算数クラブを楽しみにしています。ご指導ありがとうございます。

◇（学習）帰宅してからできない時は、朝早く起きて行うなど自分から行うようになってき
ています。また、わからない所、まちがった所を自分で復習できるようになってきました。
担任の先生の声掛けや間違っても学校で学んでくるという教育方針で娘も私も安心して通う
ことができています。下の子も一文字一文字丁寧にチェックしていただき娘も意識しながら
宿題をやるようになり、助かっています。

◇子どもたちに会社をつくらせ、いろんなことをお友達と話し合う機会を設け、クラスのみ
んなが楽しく快適に過ごせる場を自分たちで作り上げる過程を経験させてくれ、息子はやる
気アップしています。また、下の子の担任の先生は２学期中に学年の漢字をすでに習得させ
てくれ、英語も身に付けさせていただき、ありがたいです。

◇長期休業中の「算数クラブ」は休み中でだらけがちな生活が正されそうで、続けていって
頂きたいです。他の科目や日数も増えるとより参加しやすいと思います。

◇家庭学習が習慣として定着できるように担任の先生があの手この手で子どもたちのやる気
を刺激する取組をして下さっていて本当にありがとうございます。学年×１０分＋１０分が
いつもできているかとなると、できない日もありますが自分から進んで取り組んでいること
が多いので、先生のお声掛けのおかげと思っています。今後ともよろしくお願いいたしま
す。

◇家庭学習は毎日、自ら進んでやっているのでとてもよいと思います。

◇算数クラブの実施はよいと思います。朝スクールバスに乗ると間に合わないのが残念で
す。

◇家庭学習が身に付いたことがよかったです。今までは宿題も嫌々でしたが、家庭学習ノー
トをもらいやる気スイッチが入ったようです。何をしたらよいかがわからない時は「声に出
したい日本語シリーズ」の本などを開くようになり、とてもよかったです。このまま続けて
ほしいと思います。

◇夏休み冬休み中の算数クラブをして下さることはとても良いことで仲間とともに学習する
ことはとても良いと思います。

◇連絡帳、口頭などで毎日の様子などを教えてくれるので、安心しています。間違ったこと
や言葉遣いなど厳しく注意してくれるので助かっています。

【学習】
◇自主的に家庭学習に取り組もうとする。（勉強が楽しいと思えている）

◇人付き合いや学習で困っている子に親身になって対応してくれる。

◇九九マスター免許証は、とてもよいアイディアだと思いました。九九は今後も使う重要な
部分なので、のぼり・くだりのみならず、ランダムパターンがあってもよいと思います。

◇学年×１０分＋１０分がとてもよいです。親が「勉強したの？」と聞くと、反抗すること
もあるので、学校（先生）が宿題や家庭学習ノートを提出するよう言ってくれたり、がん
ばった月に賞状をくれたりと子ども自身が進んで、家庭学習をしてくれるようになりまし
た。感謝しています。

◇市内の中でも楽しい学校だと思います。

◇学校にはいつでも行きやすいです。

【情報発信】
◇学校から家庭への連絡は特に助かっています。



◇担任の先生の対応に日頃から大変感謝しております。心配事の相談にのっていただき、学
校での様子も教えて下さるので、安心して娘を通わせられています。学習内容の指導につき
ましても満足しています。

◇子どもも私も主人も、子どもの気持ちに寄り添ってくれる担任の先生が大好きです。参観
で授業を見ても、子どもがまず興味を引くような授業の導入（一番最初に食いつかせ方）子
どもに飽きさせず繰り返し学習させる工夫、毎度内容にうなっております。集中力がない我
が子が楽しんで授業に臨めるのは担任の先生のおかげです。

◇子どものことで何かあれば、先生が連絡をくれるのでよかったです。先生が児童１人1人
をちゃんとみてくれていると思いました。

◇担任の先生やその他関わる先生方とどんなことを話したか等教えてくれることが年々増え
てきており、先生との良好な関係が学校へ行く楽しさややる気を引き出すことに繋がってい
て、とても感謝です。

◇支援学級に行っているので、少し過敏になっていたんですが、担任の先生が親身になって
話を聞いてくださり、いつも笑顔で挨拶をしてくれたりと、担任の先生に会うだけで
「ホッ」としています。体調を崩したとき、怪我をしたときも「どうしてなったのか」「そ
の時の様子とアフターフォロー」をわかりやすく話してくれました。女性は結果論が聞きた
いわけではなく、その工程を知りたがる方が多い中、先生は忙しい中丁寧に毎回説明してく
れました。

◇何か友達関係などでトラブルがあった時に子どもが先生に相談するといつも迅速に対応し
てくれるみたいなので安心できる。

◇担任の先生が子どもの事をとても褒めてくれて、勉強も体育の授業も積極的に取り組んで
いる。宿題も努力したところはクラス全体で共有して、児童同士が競い合うように家庭学習
のノートを提出したりしている。学級通信が頻繁にでることで、学習の進み具合や学校での
我が子の様子、成長を感じることができる。

◇学級内の事は担任の先生に早い対応をしていただき、娘も安心して通えているようです。
スクールバスのバス停の件もその日の内に対応していただいたので感謝しています。

◇何かあれば連絡ノートに書くとその日の内に担任の先生がすぐ対応していただき、指導な
どして頂けるので安心して通わすことができるので、とても良いと思います。これからもす
ぐに対応していただきたいと思います。

◇担任の先生の手厚さ（メリハリ）のある教育で勉強もできるようになりました。担任の先
生には頭がさがる思いです。

◇児童による「あいさつ運動」など、児童同士の関わりも多く、上級生が下級生の面倒をよ
くみるなど児童同士の関係が密なところがよい。

◇学校の行事に参加する時に、学校内での生徒たちのあいさつが大変良いと思いました。

【教師】
◇友達とのトラブルに間に入って、話を聞いていただき、とても助かりました。

◇子どもは支援学級に在籍していますが、交流学級の先生はいつも気にかけて対応してくだ
さり有りがたく感じています。支援の担任の先生も本当に子どもの事をよく見て下さり、交
流学校の先生と連携して対応していただいており、とても感謝しています。支援の補助の先
生方にもいつもお世話になり感謝しています。ありがとうございます。

◇長期休業中の算数クラブがよいです。

【子どもたち】



◇保護者と先生との連携は素晴らしいと思います。報告・連携・相談もしっかりできている
と思います。ただ、過剰になりすぎるところも正直あります。

◇地域の方が来てくれて、室蘭に行って教えてくれた事（鳴り砂）がとても娘は勉強になっ
たと言っていました。これからもビオトープなど地域での活動を続けてほしいです。

【危機管理】
◇不審者対策がよい。

【地域・家庭との連携】
◇朝の通学時に、市民の方が信号に立っていてくれたり、子ども達が大人から守られて安全
にがっこうに行けてる事に感謝します。

◇安全パトロールの方々が毎日子どもたちの安全を守ってくれていることはいつも素晴らし
いと思っていて感謝しています。

◇担任の先生は子どもの気持ちを理解できています。

【学校行事】

◇運動会では児童に抽選させて席を決めるというやり方はとても良いと思いました。今後も
続けて頂きたい。

◇授業参観等、グラウンドに車をとめられるので、とても便利になりました。

◇前年度まで行事予定表に記されていた「いつでも参観日」というのは開かれた学校のイ
メージがあり、とても素晴らしいと思っておりましたので継続してほしいです。

◇参観日の時いつも立っているので、足が疲れるのですが、先日は椅子を出してもらい座っ
て見れたのでとても良かったです。小さいお子さん連れのお母さんもいるのでとてもよい対
応でした。

◇なかなか宿題に取り組めなかったり、朝は遅刻気味の子ども達ですが、人として大事なも
のを持っているという先生の言葉に救われます。根気よく接してくださる先生方に感謝で
す。

◇担任の先生は子どもの相談や連絡に適切に応じてくれますし、子どもの気持ちをよく理解
してくれています。

◇子どもが友達との関係で悩んだとき、早急な対応をし、話をしっかりときいていただき、
安心して学校に通うことができました。また、その後の子どもの学校での生活状態を家庭に
連絡をいただき、親としても安心して学校へ通わせることができた。忙しい中、ありがとう
ございました。

◇担任の先生は子どもの間違った行動を適切に指導してくれています。

◇先生にはいつもお世話になっており、親身になっていただき本当にありがたく思います。

◇担任の先生を心から信頼できています。

◇家庭での子どもが話す担任の印象や自分の子どもへの対応が、時折相談させていただいて
たことを踏まえて対応してくれているようで、何より本人が学校へ行けてることが自信にも
つながっているので、これは大きいかなと感じています。

◇担任の先生が相談にのってくれて、長期にわたり子どもの不得意な分野を伸ばす働きかけ
をしてくれた。



◇より多くの友達ができるよう、学級、学年を越えて接することができる取組の検討を願い
ます。例えば、縦割りの給食など。

◇配布物の配り忘れを無くしてほしいです。配り忘れている事に気付かない学校の体制も改
善してほしいです。子ども間のトラブルで他のクラスの先生も入り、話し合いが行われてい
たことを他のクラスのお母さんから聞いたが、担任からは一切連絡はなく、そのせいでうち
の子が悪いと思われたままになっています。あったことの連絡をしてくれれば、こちらも対
処できるので、改善してほしいです。

◇子どもの作品等見る機会がもっとあると嬉しいです。教室の前にあるのに見れないことも
ありました。今は何を飾っているか通信にでも書いてあると迎えに行くとき、学校の玄関に
行くだけでじゃなく、教室の前まで行こうかな（入ろうかな）と思うと思いました。

◇大臣表彰おめでとうございます。

◇子育ての悩みを相談できる人が周りにいる。

◇朝の読み聞かせがよいです。

学級・学年・学校の取り組みで改善すべきところ、アイディア等を記入ください。

【学校・学年・学級経営】

【ＰＴＡ　等】

◇学級委員でレクの準備をした際に、試食会の代金等を表にまとめてくれたり、「準備して
おきます」と言ってもらいました。全員参加だしと丸投げではなく、「大変なので」といろ
いろ助けてもらったり、連携できてよかったと思いました。図書ボランティアにも参加して
いて、他の学年にお子さんが居るお母さんと交流したり、わからない事を聞けたりできるの
もとても良い機会だと思っています。

◇図書館ボランティアに参加していますが、毎回楽しく参加しています。子ども達が壁面等
を褒めてくれて嬉しいです。

◇漢検を学校で受けれることはとてもよいことだと思いました。できれば、日程が決まって
いるのであれば、全て日程を早めに教えてほしいです。通知がおよそ1か月半前だったので
すが、早くわかっていた方が対策しやすいです。

◇読み聞かせは、より絵本を身近に感じて、親しめることや考えたり、想像したり、学んだ
り、よいと思います。

◇読み聞かせや図書ボランティアなど、読書習慣が身に付くような活動がとてもありがた
く、効果も得られていると思います。

◇たまに遅くなることもあるが、基本的に早寝、早起き、朝ごはんはよくできていると思い
ます。

◇地域の方が登下校時に毎朝見守っていただきとても感謝しています。雨や寒い日でも頑
張ってくれているので。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

◇毎日朝ごはんを食べて、学校へ行くのを楽しみにしています。このまま中学校でも毎日、
学校へ行ってほしいです。

◇地域の方々には大変感謝しています。安心して通学させています。



◇友達関係が難しくなってきているので、気軽に先生に相談できるようにしてほしいです。

◇学級写真以外でもクラスでとった写真など購入できるようにしたらいいと思います。

◇先生方も忙しいと思いますが、低学年のうちは学級の様子がよくわかる通信の発行部数を
増やすや親に子どもの気になることなど連絡ノートなどで知らせてほしいです。親からは様
子が知りたくても迷惑かなと遠慮したり、子どもは毎日学校の一日の様子を話しますが、自
分は悪くないのに今日も叱られた。今日も、今日もと言います。自分を嫌なんだと言いま
す。理不尽なことを経験するのも集団生活のいいところですし、自分は悪くないってことは
絶対ないんだよと話しています。でも、低学年に言い過ぎたなーと気になることがあるのも
本音です。

◇懇談会は手紙を読むだけではなく、参加している人の子どもの様子などを細かく聞きたい
です。

◇困っている児童に対してもう少し先生の人数が増えて、もっと目が届きやすくなるとよい
なと思います。1年生が特に人数が多いクラスであったとしたら、なおさらそう思います。

◇兄弟姉妹が在籍中、上の子だけに配られる手紙というシステムを中止して全員に行き渡る
ようにしてほしいです。（最初なぜないのか不安でした）
胃腸炎による学級閉鎖がありましたが、その後の説明が懇談に出た父兄のみにしか説明され
ておらず、クラスや学校全体に対応がわかる様にしていただきたいです。
○○先生には４月の入学時からクラス内でのトラブルについて対応や改善をお願いしていま
すが、その後どう対応してくださっているか成果が見られません。先週たまたま子ども達の
トラブルに居合わせましたが、担任が不在で近くにいた支援学級の先生が対応してください
ました。その後、担任からの連絡等は全くありません。学級内の様子も学習の進め方も他の
1年生のクラスに比べ差がついているようで不安です。
それと、個人的な意見ですが、校長先生のスーツ姿に赤いスリッパは職務上、不適切ではな
いかと思います。せめて、来賓や父兄を迎える行事等では場に合った靴を履いてほしく思い
ます。

◇学級で配布するプリント等がうちだけなのか、渡し忘れが何度もあり、困ったことがあり
ました。忙しいのはわかりますが、最低限それだけは気をつけてほしいです。
学芸会の時、順番待ちで待っているとき、暗いしせまいので、入り口付近がごちゃごちゃし
て毎年わかりづらいです。学年ごとに入れ替えなのはわかりますが、もっとスムーズに出入
りできるように改善してほしいです。学年ごとに座る席を決めるか１学年の親が全部体育館
を出終ったら、次の学年の親を誘導するとかしてほしいです。

◇行事等の中身が転勤族にはわかりずらい。前もってわかるような説明になるようなものが
ほしい。

◇学校のお便りには毎日が参観日ですと書かれていましたが、必ず連絡してからでないとい
けない雰囲気があります。

◇クラブ活動が１学期で終わってしまうのが、とても残念に思います。

◇保護者の教育に関する意識は高いと思うが、中には学校側とうまく連携が取れていない方
もいるのではと、心配するところもある。そういう方でも気軽に学校へお尋ねができるよう
に質問箱を設置できればよいと思います。

◇学年通信において、行事等の連絡に言葉足らずな印象を受けることが時々あります。例え
ば、１学期、運動会の総練習が天候不良で中止になった際、翌日に実施されることが知らさ
れず、娘のランドセルで登校し、お友達のお母さんが水筒を届けてくれました。先生方に
とっては当たり前の事でも、保護者（特に長子が初めて入学した親）にとってはわからない
ことが多いです。読む側の立場に立って、細かな記載を希望いたします。

◇改善というか、他校との交流。縦割りで、上の学年が下の学年を面倒をみる習慣が学校全
体でできたら素敵だと思います。



◇宿題プリントの返却がまとめて返されることがあり、なおして再度出すことが大変なこと
がありました。せめて２～３枚だと大変助かります。

◇宿題を少なめにしてください。風呂に入りたいから。

◇子どもから聞く話で、○○学級の様子が気になります。先生の話（授業とは関係ない）だ
けで終わったとか。それには色々と事業があるとわかるので、苦情ではないのですが、子ど
も本人がそれが嫌だと言っていました。たぶん、授業や宿題に脳内に余裕がないのだと思い
ます。先生の雑談が息抜きみたいになって気楽に感じる子もいれば、うちの子のように違和
感を覚える子もいます。体育でも始まる前におしゃべりだけして待っているのと練習して
待っているのでも違うからいやだと言っていました。「楽しく」学ぶことが脱線しすぎない
ような授業を望みます。

◇家では甘えが出るので、自学ノートの件、帰りの会で言ってほしい。（笑）

◇この度、上の子が算数が特についていけていないことがわかり、担任の先生や学校の配慮
で少人数で教えていただき、とてもわかるようになったようです。うちのようなケースだけ
でなく学年が上がるにつれて、算数が大変という話はよく聞くので、TTだけではなく、習
熟度別に分かれて勉強する等できると全体の底上げになると思いました。

◇宿題などをもっと多くてもよいのではないでしょうか。聞けば、他校の半分くらいだと
か。もっともそう思っている親ばかりではないので、難しいところですが。

◇先月、授業参観を見て思ったことですが、１学期と変わらず落ち着きがなく先生の話も最
後まで聞いて理解しようとしてない子もちらほら…。何かあると親ができてきたり、先生方
も怒ったりすることが難しい時代だなと思いますが、学校にいる間は先生方子ども達の親だ
と思いますので、しっかり怒っていいと思います。

◇娘の意見です。科目によってはわからないまま進んでいることがあるので、もう少しわか
りやすく進めてほしい。学校の中のルールを守れていない子がいるので、きちんと指導して
ほしい。（走ってはいけない、暴れてはいけない、水道の使い方等）

◇勉強についていけない子がいたり、集中できない子がいたら、先生の方でよく見てほし
い。子どもはあせってやろうとすると、適当になってしまったりするので少し不安なところ
が親としてあります。

◇他校の人に聞くと海陽は学力も低く荒れていると聞くことがあります。私個人としてはま
だ比較ができないので、よくわかりませんが…。ただ、やはり学力が高めだとは感じないで
す。一人一人様々な子どもと親がいるので本当にみんなが学力も人付き合いもすべて満足い
くようにというのは難しいと思います。ただ、例えばあきらかに困っている児童に対して何
かをしているという話をあまり聞いたことがないので。私個人の情報不足だけかもしれませ
ん。個人的には、今のところ子どもも楽しく学校に行けているので特に不満はありません。
先生達はいろいろな生徒がいて大変だなあと思います。今後ともよろしくお願いいたしま
す。

◇「算数クラブ」のように「漢検クラブ」があり、みんなで勉強するなどして、取り組めが
漢字検定を受ける児童が増え、目に見える形での学力向上となりいいと思う。

◇学年が上がってから参観日で授業をみていると、前の学年のときよりも私語というか、手
を挙げずに話をしている子が目立ちます。もう少し叱ってもいいのではと思います。

【学習・授業・家庭学習】



【家庭・地域との連携】

◇トラブルがその後どう解決して何が起きていたのか、連絡帳でもいいので知らせていただ
きたかったです。いまだに解決したかわからないので、子どもと話すことすらできない。

◇二学期も後半に入った頃に、日頃の様子を電話で伺いました。その時に「一学期からなん
ですが」と言われたので、一学期の事は夏休み前に一度教えてほしかったなと思いました。
前に、誰かはわからないが「○○だろうが！」等、先生が児童に怒鳴っている声が聞こえま
した。○年生の廊下だと思います。言葉遣いや相手の気持ちがどうか等を教える先生がこう
いう言い方をするのはよくないんじゃないですか？

◇ノロウィルスが出た時の対応について。早い段階でお便りを配布する。一時的でもネット
の石鹸はやめる等。ノロウィルスとは関係ありませんでしたが、以前に隣の席の子が嘔吐
し、娘の服にかかってしまったことがありました。服を着替え、そのまま持ち帰ってきまし
た。学校ですぐに消毒や手洗いをして持たせていただけないものかと思いました。自分が嘔
吐して汚したのなら、そのままで構わないのですが…。感染系の病気でしたらすぐにうつる
と思います。

◇他校は不審者がでたら、近くの幼稚園まで範囲を広げ、不審者情報を共有します。海陽は
チョコチョコ情報は聞くものの学校から連絡がきたことは1度もないので不安な部分があり
ます個人の情報を公開することなく、「不審者が出たので気を付けて下さい」などの注意喚
起は必要だと思います。

◇緊急メール配信や連絡網の対応をもう少し早い段階で回してほしいです。特に、朝の場
合、登校前に伝わるようにしていただきたいです。

◇もっといじめの芽を摘むために、先生方に目を配ってほしいです。

◇昔よりも完全管理が雑なような気がします。不審者が校内に入ろうと思えば、入れるよう
になっている。名札が徹底されていない上に職員玄関でのチェックが甘い。

◇悪天候時の休校の連絡はなるべく早く一斉メールで知らせてほしいです。連絡網だとどう
しても時間がかかり、微妙な天候の時は困ります。（私の出勤時間が子どもと同じくらいな
ので）

【学校行事】
◇学校生活が初めてなので、いつも思うのですが、行事の案内がわかりにくいことが気にな
ります。初めての人でもわかるような説明があると助かります。学校からの一斉メールにつ
いてですが、学級連絡網はあるようで無い状態ですし、いったいどのような事例で利用して
いるのですか？運動会、学芸会以外で利用された記憶がないので気になります。インフルエ
ンザ、ノロウィルスなどほぼ不可抗力的なことやほんとうに些細なことでも一斉メールで事
前に知らせてもらえると、心の準備ができるし、仕事の調整もしやすくて助かります。

◇行事に対する連絡が遅いと思います。今年でいえばマラソン大会の連絡がなかなか来ない
ので、仕事に出勤する時間や登校のバスの時間があり困りました。せっかくメール送信があ
るので、検討中だとしても1度７時前には一斉送信してほしいです。さすがに7時半は遅い
かと思います。

【危機管理】



◇ベルマークの集計や何を交換したのか、学校にとってのメリットをもっと知らせるべき。

【その他】

◇修学旅行のお迎えの際、駐車場の通路の真ん中に車を停める方がいて、クラブのお迎えに
支障がありました。常識的に止める方がいけないと思いますが。

◇学校行事の日程を決めるの時は中学校の行事と日程が重複しないように今後も調整をして
決めてもらいたい。

【ＰＴＡ】

◇海陽フェスティバルの当日手伝いをしましたが、「集合する場所」「持ち物」等の記載が
なく少々不安になり担任の先生に確認しました。同じく当日手伝いのお母さんも「集合場所
とか何も書いてないので電話した」と言っていたので、手伝いの方は何時までに受付へ等の
記載がほしかった。

◇PTA活動で所属をしていながら全く活動をしていない保護者が多く困っています。全員
が参加するのであれば、もっと参加できる内容にすべきかと思います。実際数だけの委員で
は仕事が進みません。一人一仕事は必ず与えるべきです。

◇PTAの行事に不安があります。任意にしてもらえるとありがたいです。

◇算数の進め方について意見させていただきます。２年生でかけ算を繰り返し練習させるの
が重要だと思います。かけ算でつまづくとその後のわり算で全く分からなくなり、どんどん
授業についていけなくなり、子どもがやる気を全く失ってしまうことに繋がります。
だから、家庭での九九を徹底させてやらせる。例えば、家庭でカードをつくって親の前で言
わせて、シールを張る。わり算などでつまづいて、先生が遅れてきたと判断した場合、速や
かに親に知らせる。学校から家、家から学校とよい循環が勉強の遅れを早くとりもどせると
思います。

◇出勤時間が登校時間と同じくらいなので、地域の方が横断歩道付近に立って下さっている
のを見かけるのですが、その方たち（黄色いジャンパーを着ている方たち）が赤信号を渡っ
たり、危険な横断をしているところが気になります。寒い日も暑い日もボランティアで子ど
も達を見守ってくださり感謝しているのですが、子ども達がマネをすると危ないです。


