
令和 2年 学校評価 10月  保護者ご意見 

保護者意見 △：要望 ●：提案 ⇒学校からの回答 

 

学校生活全般 

・毎日、楽しく学校に通えています。 

・本年度は、今までにない学校生活になりましたが、わが子は、以前と変わらず楽しんで学校に通っています。

先生方は、いろいろと大変だったと思いますが、 子ども達のために動いてくださって本当に感謝しています。 

・コロナ禍において休みの日はどうなることやらと心配していましたが、学校が始まり、勉強も意欲的に取り

組める教科もできて、安心しているところです。ただ、やってはいけないこと、やらなければいけないことが

増え、少し窮屈に思っていることもあるようです。もう少しやれることがでてくるとうれしいなあと思ってい

ます。自主学習がなかなか取り組めません。興味のあることなど自分で考えてすすめていけられるようになる

といいなあと感じています。 

●SC、ALT、SGLとは、何でしょうか。 

⇒SC：スクール カウンセラー：心の悩み等の相談に乗って頂く専門家 

ALT：アシスタント ランゲージ ティーチャー：外国語助手（英語のネイティブの方） 

SGL：スクール ガード リーダー：登下校の安全を守って頂く方 

△運動がぜんぜんできていないので、学校で運動ができるとありがたいです。学校がないともっと運動してい

ないと思うので、ありがたい。意欲的にならないので学習習慣が身につくようにしたい。 

⇒コロナ禍で全校運動がなかなかできなかったですが、11月 4日より、全校朝運動を再開しました。 

・コロナ禍による日々の様々な対応や行事の検討においては、子ども達の気持ちを尊重し、保護者の意をくん

でいただいているのがよくわかり、毎日本当に感謝しています。学級では、○○キャンペーンなどクラス全体

が一体となって高められるような高学年らしい取り組みが新鮮に思います。今年は、授業参観が無いものの、

学級通信でこうしたクラスの状況を伺えられるのがありがたく、楽しみになっています。 

・先生方にはいつも子ども達を支えて頂き、心から感謝しております。一年生ではなかなか思うようにいかな

いことで、親の方が焦り困ってしまう毎日ですが、子どものそういった一面や生活があることを認め、家でや

りきれないことを学校生活の中で対応してくださっている感じです。家と学校での様子が違うことも十分理

解し応援していきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いします。 

・日頃から子ども達に教育活動及びコロナ対策をして頂き、ありがとうございます。先生方のおかげで、子ど

もも毎日楽しく学校に行くことができているので、本当にありがたく感じています。 

・いつも親身になってくださり、感謝しています。うちの親子に会った対応をしてくださりいつも助かってい

ます。先生はいつも忙しく大変なのに、ご迷惑ばかりかけているにもかかわらず、力になってくださり本当に

嬉しいです。2年生になった時、親子ともに不安でコロナもあり、さらに不安でしたが、先生の努力のおかげ

で今があります。 

・コロナの影響により、いつもと違う学校生活を送っているが、去年と変わらず楽しそうに学校に通うことが

でき、よかったです。 

・いつも子どもの気持ちを察してくださり、居心地の良い環境を作ってくださるので、学校に楽しく通うこと

ができています。交流級では、クラスの一員として受け入れてくださり、お友達との関係も築けているようで

感謝しております。ささいないざこざも、それがゆえに出てきましたが、話し合うこと、気持ちを聞いて解決

することを考えて対応してくださって安心しております。子どもの成長を共に考え、相談にのってくださいま

すので、ありがたく感じます。 

・新しいクラスになって、また、新しく友達もでき、毎日、学校での出来事を話してくれます。良いこともそ

の逆も・・・、わが子の特性を理解し、配慮してくださっているので、何とか学校へ通えている状況です。大

変感謝しております。 

・「先生が一緒に遊んでくれるから楽しい。」とよく言っています。「学校が楽しいことが一番だと思っていま

す。消毒等いつもと違う日々ですが、毎日本当にありがたく思っています。 

・いつもお世話になりありがとうございます。学校は、毎日楽しく登校でき元気に通うことができ嬉しく思っ

ています。4月は、コロナで休校になり、学習面での遅れなど気になりましたが、夏休みも授業時間に充てて



いただきしっかりと対応して頂け感謝しております。先生方には、良い所を認め伸ばす教育で、学校でたくさ

ん認めてもらえる事が本人のやる気や学校が楽しいという姿につながっていると感じています。親は、ついダ

メな所ばかり注意しがちですが、先生のとにかくほめて意欲につながるように導いてくださっているのを実

感し、感謝と反省する（親が）日々です。ありがとうございます。 

・いつも子どものことを気に掛けてくれてすごく感謝しています。他の子より少し時間がかかったりすること

が多いですが、上手にほめてくださるので、すごい自信になっているようです。クラス全員で「グッド ジョ

ブ」をたくさん出来るようにする取り組みもすごくいいと思いました。家でも「これって グッジョブじゃな

い？」といいながら手伝ってくれることも増えました。 

・コロナ対策をしながらの教育活動は大変なものだと思います。毎日本当に頑張ってくださり、感謝しており

ます。今後、どのように世の中が動いていくかは分かりかねますが、今まで通り学校生活が送れるよう、家庭

でも感染対策を怠らない様、気をつけたいものです。 

・今年度は、子ども達も私たちも学校も皆初めて経験する出来事が起き、大変なこともたくさんありましたが、

先生方が臨機応変にその都度対応してくださり、安心して学校へ通わせることができました。 

・生活面、学習面ともに丁寧にご指導頂き、ありがとうございます。毎朝、意欲的に学校へ向かう姿に子ども

の成長を感じています。コロナのために消毒などの作業が増えて、先生方には大変ご苦労をおかけしていると

思います。お忙しい中、ありがとうございます。 

・いつも親身にお話を聞いてくださり、助言、支援をありがとうございます。 

・いろいろな制限のある中、先生方には工夫をして活動を進めて頂き、感謝しています。長子の 1年生なので

全てが初めてのことになり、本人は普段と違うことがあまり理解できていないので、他の学年の子よりストレ

スが少ないと思います。それでもマスクをつけ続けることや友達と近寄って遊べないといった平時にはない

ストレスもあるようなので、家でも傾聴していきますし、学校の方でも意識して頂けるとありがたいです。普

段以上に気を使うことが多く、先生方の気苦労も計り知れません。どうか無理をなさらないよう、これからも

お願いします。 

・今年度はコロナの影響で参観日がなく、先生の様子や子どもの学校生活が把握しにくかったので想像で記入

しました。６月スタートとなり、詰め込みの学習になるのでは・・・と心配していましたが、長い休みがあっ

たことも忘れてしまうくらい子どもに無理のないペースで進んでいると感じています。学習と集団生活のコ

ロナ対策で、ご苦労をされたことと思います。手洗い場やトイレ等の毎日の清掃作業ありがとうございます。

今は、行事が少なくて寂しいですが、先生方の努力を思うと私たちは我慢するしか無いと思っています。 

・緊張から起こしてしまう息子の事をよく理解し、優しく接してくださり、感謝しています。懇談会の時に、

私の話をメモしながら聞いてくださっていたことが印象的でした。幼稚園の時と比べれば、先生と会って話す

機会は少ないですが、安心して子どもを送り出せています。コロナのことがあり、異例なことだらけですが、

とても楽しく学校に行けているのが良かったです。滝呂小のホームページにたくさんの写真がアップされる

ので、家族で楽しく見ています。 

・入学式を終えて、しばらく休校、新しい環境に早くなじめるのか、学校に行くことを嫌がらないか、この状

況下のもと、普段は思いもしないことから不安な気持ちでいっぱいでしたが、先生達の動画など学校に触れる

機会を作ってくださり、休み中も家で過ごすことができました。先生方は、普段の仕事に加えコロナ対策を考

えてくださり、心身共に大変なことだったと思います。ありがとうございます。 

・コロナで遅れた授業内容を詰め込み、進めるのは初めての 1年生には、少しきついのかな・・・と感じまし

た。本人は頑張って弱音を吐くことはありませんが、上の兄弟の 1年生の頃の様子や同じ多治見市内の 1年生

の授業の進め方の様子の話を聞くと、少しゆっくりと進めてもらえるときつくないのかなあ・・と思いました。

ですが、コロナの中、先生方がいろいろと子ども達のために考え運営してくださっていることに感謝していま

す。子どもの宿題や授業のノートのチェックなど細かくしっかり見てくださってありがたいです。子どもも先

生の花マルがほしくてがんばっているので、無理なく自分から頑張れて良い感じです。 

・今年度は、４月当初から、コロナの影響で思い通りにならない学校生活の中、力を尽して頂き、ありがとう

ございます子ども達も、普段の生活とは全く違う環境の中でも、柔軟に対応して、今の生活を取り入れていま

すね。それも、先生方が何度も話し合いを行なって、計画を立ててくださったおかげだと思っています。 

・今年度は、４月当初から、コロナの影響で思い通りにならない学校生活の中、力を尽して頂き、ありがとう

ございます子ども達も、普段の生活とは全く違う環境の中でも、柔軟に対応して、今の生活を取り入れていま

すね。それも、先生方が何度も話し合いを行なって、計画を立ててくださったおかげだと思っています。 



・コロナのある中、子ども達のためにと対応してくださってありがとうございます。運動会は、今までとは違

うものでありましたが、カメラマンが入って、来ることができなかった人への生配信や写真注文などアイデア

を考えてくださってありがたかったです。担任の先生には、息子のことを理解し、接してくださることがあり

がたいです。また、周りの先生方も同じように息子の様子を見てくださってありがとうございます。 

・コロナで業務が激増する中、動画作成や課題の作成など学習を進めるために動いてくださりとても感謝して

います。何か手伝えることがあれば、ボランティアを募ってもらえたら良いと思います。児童がいろいろ我慢

しているので、学校の中では、少しでもリラックスして過ごせているといいなと思います。楽しい活動の削減

が少ないことを願っています。 

・教職員・環境の様子の項目について、反抗期もあり、学校での様子が分かりません。以前、息子が悩んで（あ

まり話さないので）いた時に担任の先生とすぐお話ができたことに関してのみで○を付けました。難しい年頃

ですが、学校へ行くところを毎朝見送ることに安心感を覚えます。 

・後期は、楽しく登下校して残り少ない小学校生活が悔いの無いものにしてほしいと思っています。 

・最終学年の一番節目の年ですが、コロナ禍の影響で学校職員各位のご尽力いただきありがとうございます。

これからも先、約半年となった学校生活が楽しく過ごし、将来につながる教育、思い出づくり等をお願いしま

す。 

・今回休校が続いたことで、学校の大切さを改めて感じることができました。感染対策など大変な中、毎日安

全に楽しく通わせて頂いている事に感謝しています。まだ、しばらくは制限のある生活が続きますが、その中

でも、できることに目を向けて楽しく生活できるといいなと思っています。 

・毎日、学校での先生やお友達の話を楽しそうに話してくれます。先生がゲームしてくれたと楽しそうに話す

姿に毎日ほっこりしています。コロナでなかなかできないことがたくさんあって、学校も退屈しちゃうかなと

心配していましたが、先生がクラスのみんなを楽しませようと頑張ってくれているのが、とてもうれしいです。

子どもが楽しく学校に行けているのは、本当に嬉しいことです。先生を見習って家でも子どもを楽しませてあ

げたいです。 

・コロナの影響により、いつもと違う学校生活を送っているが、去年と変わらず楽しそうに学校に通うことが

でき、よかったです。 

・コロナウイルスの影響で休校になり、娘はストレス等を感じていましたが、無事学校が再開し、娘も私も安

心しています。例年通りの行事が中止になり、子ども達の姿が見られず、親として残念です。子ども達は密に

気をつけながら工夫して学校生活を送っているようです。先生方、コロナの大変な時期にいろいろと努力し対

応して頂き、ありがとうございました。 

・休むことなく学校に行けるようになって良かったです。 

・毎日楽しく登校しています。 

・休むことなく学校に行けるようになって良かったです。 

・おかげ様で、楽しく意欲的に通えています。 

・３・４年と勉強を楽しむことができず、学習面ですごく不安でしたが、今では、朝活（朝勉）までするよう

になり、勉強をとても楽しんでいます。もともと勉強が好きな子だったので本当に良かったです。担任の先生

に感謝しています。大嫌いな分数が大好きになりました。 

・子どもは元気に生活できています。ありがとうございます。 

・今年は、今までに無い年で精神的にもとても疲れる年だったと思います。それでも子ども達が不安がらず毎

日楽しかったー！と帰ってくるのは、先生方のおかげだと思います。毎日の授業にコロナ対策本当にありがと

うございます。 

・いつも細やかなアドバイスと見守り、本当にありがとうございます。毎日毎日学校が楽しくて仕方が無いと

楽しめているようです。元気に通えていることに本当に感謝です。 

・おかげさまで楽しく通えています。 

・家ではグータラな娘ですが、学校での様子をお聞きし、頑張っていることが分かりました。もっとほめてあ

げないといけないですね。学校で認めてもらえ、自分に自信がついたようです。日々、コロナ対策ありがとう

ございます。学校行事が少なくなり寂しいですが、先生方の努力を思うと、今は、こらえることが協力になる

と思っています。 

・コロナで大変だと思うのですが、先生がとても優しく指導してくださるので子どもは、のびのびと学校生活

を楽しんでいます。先生やお友達の楽しいお話を笑顔でたくさんしている子どもの姿にほっこりしています。



勉強や本を読むことをあまり好きではないので、ご迷惑をおかけしてしまいますが、よろしくお願いします。 

・トラブルに対しても先生方が迅速に対応してくださり、安心して学校に行くことができています。些細な事

にも丁寧に対応してくださり感謝しております。 

・コロナ対応が大変な中、子ども達の活動を前向きに考えていただき、ありがとうございます。子どもが楽し

く学校に行けているので、ありがたいです。 

・休むことなく学校に行けるようになって良かったです。 

・今年度は、４月当初からコロナの影響で思い通りにならない学校生活の中、力を尽して頂きありがとうござ

います。子ども達も普段の生活とは全く違う環境の中でも柔軟に対応して今の生活を取り入れていますね。そ

れも先生方が、何度も話し合いを重ねて計画を立てて頂いたおかげであると思っています。修学旅行も何とか

行なわれるようになりありがとうございます。最終学年ということもあり、他にも思い出に残る何かを子ども

達が感じられるよう、今後ともよろしくお願いします。 

・今年は、今までにない状況の中で、できる限りの経験をさせてあげたいという先生方の思いが伝わりとても

嬉しく感謝しています。小学校生活最後の一年で、できないこともたくさんあり、それは残念ではありますが、

その中でも今まで当たり前だったことが、当たり前でなくなった事に気づけたり制限がある中で何ができる

か考えて行動に移せたりすることにつながっていくといいなと思っています。 

・たまに行きたがらない日もありますが、おおむね楽しく通えています。 

・先生のことも友達のことも大好きで楽しく学校に通うことができています。親としてとてもうれしくありが

たく思っています。 

・いつも子どもに対し熱心なご指導をいただき感謝しています。コロナの影響で小学校生活最後の一年です

が、いろいろな行事がなくなったりして残念です。卒業式には、両親で出席ができ、にぎやかな最後の一日が

過ごせるといいなと願っています。 

・コロナや熱中症など制約の多い中で、学校が様々な工夫をしてくださっていることに感謝しております。休

校が続いたことで、詰め込みのスケジュールになるかと不安でしたが、子どもの負担軽減に配慮して頂いたの

で安心しました。遠足についてのアンケートで保護者の意見を聞いて頂いたり、運動会を子ども主体で開催し

たりするなど学校側の押しつけを感じないところが良かったです。アンケートの開示も信頼感が持てました。

先生方の負担が、今年は大きいと思いますが、おかげで学校生活を毎日遅れていることに感謝します。生徒指

導担当発の「大人の生徒指導だより」の続編を期待しています。 

・授業への興味が高まっているのを感じます。 

・以前お話しした時より学校が楽しくなってきているようです。これからもよろしくお願いします。 

・コロナの影響でいろんな行事がなくなったり、変更になったりしてしまい、しょうがない事とは言え、小学

校最後の年なので、残念です。その中で、できることを考え少しでも多くの良い思い出が残ってくれるといい

と思います。長い休みもあったので学習面の心配はあり、中学生へとスムーズに進学できるか不安はあります。 

学校側の対応もとても大変かと思います。残りの小学校での生活、充実した 1日 1日を送ってほしいです。 

・６年生なので小学校生活が最後なのに、いろいろな行事が中止になったり、制限があったりしてとても残念

です。 

・今のコロナ禍の中で少しでも子ども達に楽しい学校生活を様々な対策を考えながら日頃から子ども達に寄

り添って勉強や行事を行えるように努めてくださる事、本当に感謝です。子どもも安心して学校生活を送れて

います。 

 

教科担任制・少人数指導に関わって 

・（教科担任制に関わって）授業や教科書の内容から少しはずれるような話でも、その教科についての詳しい

話などから、教科（学習）への興味を子どもがより持つように感じました。 

・今までと環境が大きく変わってしまった中、子ども達のことを考えて指導していただき、ありがとうござい

ました。 

・４年生になってから、教科担任制が始まり、より多くの先生に関わり教わることを子どもがとても喜んでい

ます。学んだことを、その日の夕食で話したり、クイズ大会にしたりするなど、楽しく取り組めている様子を

嬉しく思うと同時に感謝しています。スポーツフェスティバルにおきましては、当日までの練習にも余裕があ

ったように感じました。コロナのみならず熱中症への心配も無く、安心でした。当日も、観覧者数が減るなど



観覧しやすく、短縮されたことで、親への負担（朝のテント張り、お弁当など）は、軽減されましたが、また、

本来の運動会が再開されることを願っています。イベントとしての運動会を味わいたいです。 

・教科担任制が導入され以前よりも楽しく社会や理科等の授業を受けられているようです。中学校に向けての

良い準備（心の準備）にもなると思います。コロナにより異例の学校生活になり、心配していましたが、先生

方の「何とか良い思い出を 何とか楽しい学校生活を」という思いが伝わってきて忘れられない一年になりそ

うです。ホームページで６年生が頑張っている姿を見ることができて、成長を感じています。残りの半年、少

しでも楽しい思い出を作ってほしいです。 

・教科担任制が子ども達にどう良い影響が出ているかまだ、分からないです。苦手な教科に対して個別授業を

行なって頂けてとてもありがたいです。みんなの前では聞けないことも、個別で先生が気づいてくださるので、

今後も続けてもらいたいです。 

・今年は、教科担任制となり、たくさんの先生の目で子ども達を見てくださることで、チームで指導されてい

ることが伝わります。中学に向けてのステップとしていいなあと思います。コロナの影響で変更中止となった

行事もありますが、そんな中でも子ども達のためにいろいろ考えて対応してくださり、ありがとうございます。 

△子どもに聞いたところ、音楽や英語の先生があまり注意しないので子どもが調子に乗って騒いでいるらし

いです。担任ではないので遠慮があるかもしれません。しかし、その他の面では、科目によって教師が異なる

ことに抵抗はないようですし、中学校にあがってからの変化に対応するには、良いことだと思います。 

△４年生（中学年）では、特にコマ数多い国語は、担任の先生に受け持って頂いた方が良いのではないかと感

じた。頻繁に出る宿題の様子や普段の生活の様子などが授業につながるのではないかと感じました。コロナで

ゴミ処理工場などの社会見学がなくなる中、子ども達の興味と理解が深まるように授業内容を工夫して頂き

ありがとうございます。子ども達も楽しいと言っております。 

⇒教科担任制のあり方について、検討を重ねていきます。当該学年の職員の関係で、次年度以降、変更がある

場合もあります。 

△算数の少人数制は、とてもありがたいです。もう少し人数を増やして頂けるといいと思います。少人数に行

きたくても行けない時があるようなので。 

⇒人数が少なくなるほど一人一人に対応できます。しかしながら、人数が少なくなるとご指摘のように少人数

で個に応じた指導を受ける機会が減ってしまいます。最適の環境を検討していきます。 

 

トラブル・困りごと等 

・コロナの影響でスタートが遅れ、最初は学校に行くことをためらっていました。全然慣れずに、お友達もた

くさんいるはずなんですが、なかなか打ち明けることもできなかったようです。宿題をやるということもなか

なか理解できず、未だに宿題をすぐやるという認識ができていません。もう少し楽しい宿題（授業がにつまっ

ていることはよく分かりますが）を出してもらえる日があると気分転換もできて楽しく取り組む事ができる

と思います。遠足もなくなり友達との距離もなかなか縮むこともなく、毎日の工程をこなしているだけ・・・・

は、ちょっとかわいそうな気がします。 

・２年生になり、少しずつ学力に差が出てきたと思います。特に算数では、それが顕著に表れているのではな

いでしょうか。わが子は、算数が苦手で正直あまりできません。やる気はあり、できるようになりたいという

気持ちは常に持っていますが、クラスのお友達に、「お前こんなものもできないか？」「なんでできないの？」

等 思われそう、言われそうで、分からないことを隠して授業を受けていました。そういう気持ちが決して分

からないわけでありませんが、意思表示が出来ず家で泣く日々が続きました。「どうせ僕なんかダメダメだか

ら・・・」と言われたときは、親の私もさすがに泣いてしまいました。コロナの影響もあり、学習の遅れを取

り戻すのに先生方も日々大変だと思いましが、子ども自身に目を向けて頂くことはもちろんですが、「クラス

の雰囲気作り」という点もクラス全員で話し合う機会があってもいいのでは？と思います。この間もテストの

点数でお友達に言われたと・・・と帰ってきました。先生方には、親身になって指導して頂いているので、感

謝しかありませんが、「どうせ僕なんか・・・」というセリフを言われた私はショックしかなく今回は書かせ

て頂きました。 

●最近殴られたという話をよく聞きます。「もういやだー！！」ということも本人から聞きます。 

⇒担任が話を聞き、対応して解決しました。 

・先日、子どもが学校で友達からいじめにつながりそうな事をされ、担任の先生に相談させていただきました。



すぐに対応してくださり、安心して通わせることができました。ありがとうございます。 

・子どもは発達障害があり学校生活に対して心配事が多くありました。しかし、先生が親身になって相談に乗

っていただいたり、様々な事を教えて頂けたりするので、私自身とても助かりました。初めの頃は、前向きな

言葉が少なかったですが、今は、友達と楽しかった事や友達のいい所を話して以前より気持ちが前向きになり

ました。たまには、弱音をはきますがこれからも見守っていきたいと思います。 

●とにかく言葉遣いが悪く友達は呼び捨てだったり、すぐに死ね！とかこのクソ！という言葉を使ったりす

る。お前、あいつなど本当に言葉が悪く、注意しても開き直るだけで聞いていない。子どもの相談になりすみ

ません。 

●言葉が悪くすぐに死ねとか、死ぬと言う。あいつ、このクソがとか、消えろとか。注意してもなかなか直ら

ない。子どもの相談になり、すみません。勉強は嫌いなので、分からない所を教えようとするとすぐに怒った

り、分からないと泣き出したりしてしまいます。授業は聞けているか心配です。 

⇒言葉遣いにつきましては、学校でも繰り返し指導しています。が、なかなか改善が見られなかったり、教師

の前だけ直したりしている姿があります。生徒指導通信も発行させて頂きましたが、家庭と学校で協力して、

正しい言葉遣いができるように働き掛けていきます。 

●学校と家庭の環境の変化に戸惑いを感じながら、新しい友達に優しく接してもらい、楽しく学校生活ができ

安心しておりました。担任の先生にもたくさん気をつかって頂き感謝しております。２月頃から環境の変化に

よって腹痛を訴えることが多くなり、半年以上、病院で薬をもらい毎日飲んでおりますが、それでも腹痛にな

ることがあります。そんなときに、担任の先生をはじめ、お友達にも気にしてもらえて何とか頑張れている状

態です。先日、理科の授業でお腹が痛くなってしまい、先生に伝えたところ、思っていたことと違うことを言

われてしまい、辛く悲しくなって、保健室で休みながら泣いてしまいました。友達にも、「あんな言い方しな

くてもいいのにね。」と言われたそうです。今は、学校に行けている。それだけでもがんばれているので、も

う少し子どもに寄り添った発言をして頂きたいと思っております。その日以来、学校に行くのがイヤだと泣く

ことがあります。 

⇒子どもたちに寄り添った指導・支援を心がけていきます。 

・今年は、異例の年で、学校行事も変更があったり、学習方法も異なる方法となったりする中でも、その状況

下での学習方法を考えてくださり、子ども達も動揺せず、学校生活が遅れていると思います。クラスのお友達

とトラブルが生じた時も、何で起こったのかこれからどうしたらよいのかを子ども達と一緒に話し合ってく

ださり解決して頂いているので、同じ事が繰り返されないよう、本人達も意識して学校生活が送れていると思

います。 

・子どものいじめに対し担任の先生を初めに対応をして頂いた教職員の方は、大変真摯に向き合って頂いたの

で感謝しております。ただ、相手の親と会って話しをしても、態度を改めない方がいたので、その方に対して

諫めるにはどうしたらよいか悩みます。 

△激務の中、相談させて頂いた事に対応して頂きありがとうございます。しかし、返答に時間がかかりすぎる

と過ぎだと思います。いじめにつながらないか親としては、心配です。今後、スピードを持って対応して頂き

たいです。テストの採点に誤りがあり、訂正してもらうよう、持たせても教科担任に会うことがなかったため、

また、本人も忘れてしまうこともあります。細かいことですみませんが、本人のやる気につながります。 

⇒児童本人や保護者の気持ちに寄り添い、対応していけるように努めていきます。 

・毎日、学校のことを聞くと必ず「楽しかった」と言います。先生やお友達のことが大好きで、学校のことが

楽しいと思えることが親としてとても嬉しくありがたく思います。 

●実際、６月からの３ヶ月間だけですが、友達とも仲良くやっているようで、安心しています。ただ、男の子

同士のけんかがあり、けんかを止めようとするときに巻き込まれて、痛い目にあったという話を何度か聞く事

があり、少し心配しています。 

⇒痛い目に遭うことのないように、話し合いをしました。 

●本人があまり学校へ行きたくないとぼやいています。ある一人の子が半強制的に誘ってくるそうで、本人は

嫌みたいです。毎日言ってきます。 

⇒事実確認をし、解決しました。 

●常日頃、「学校は好きじゃない。」「クラスが好きじゃない。」「嫌なことしかない。」と言っていて心配です。 

 ⇒本人と保護者との連携を図り、改善に努めています。 

△子どもが、人間関係にとても悩んでおり、学校に行くのが嫌だという日が増えてしまいました。学級委員を



自分なりに頑張っているけれど、特定の子から暴言を受けたり、嫌なことを言われたりするのが辛いようです。

他の子は皆、見方をしてくれたり、かばってくれたりするそうですが、やはり、嫌なことを言われ続けるのは、

子どもに限らず誰でも嫌です。話の通じないお子さんかもしれませんが、言われた方だけが我慢して、そうい

う子だからと納得させるのも親としては、わが子が辛い思いをしているのに、解決策を出してやれず歯がゆい

ばかりです。先生からも今月中には、解決してくださるとの報告を受けておりますので、信じています。 

⇒本人と保護者との話合い相手の気持ちを考えた言動について指導しました。 

 

挨拶に関わって 

●旗当番の時に挨拶があまりできていないことにさみしさを感じます。自分たちの安全を確保してくれるボ

ランティアさんには、特にあいさつをしてほしいです。家でも一度息子に話してみます。 

●何度か旗当番をしたときの感想ですが、美容室と西友（コインランドリー）の間の横断歩道を通る子ども達

の挨拶がありません。１グループに一人か二人挨拶をする子がいればいい方です。こちらから挨拶してもほと

んどの子が下を向き、あたりまえのように通り過ぎることに悲しく思います。毎日、ボランティアの方が見守

ってくださっているので、元気な挨拶をすることで感謝の気持ちを伝えるべきではないでしょうか。挨拶運動

の時や先生がいるときだけ皆元気に挨拶するのは、前から違和感があります。 

⇒挨拶は、学校の課題の一つになっています。本年度は、当初、大きな声を出さないで、「会釈のみの挨拶」

を子ども達に指導しました。そういう事情もあり、声を出す挨拶がなかなかできていない現状もあります。教

えて頂いたように、今一度、「元気な挨拶」を目指して、指導していきます。 

 

学校公開・授業参観に関わって 

●コロナ禍で安全な学校生活に努めて頂きありがとうございます。感染対策に気を緩められない状況ではあ

りますが、今年度一度も授業参観がなく、子どもの授業の様子を直に見られないことが残念です。 

△本年度は、学校へ行く機会も少なく「教職員・環境の様子」は、よく分からないというのが正直な意見です。 

・勉強を重たく感じているようで、学校に行きたがらない日々ですが、お友達がよいので休み時間や学校が終

わったら、遊べるよと励ましながら毎日通学させています。コロナ禍でなかなか授業の様子を拝見する機会が

ないですが、少人数ずつでも参観できればなと思います。（先生方の負担が増えることは、大変申し訳なく思

います。） 

△参観日等がなく子ども達の様子がわかりにくく、情報が少ないと感じます。少しでもオンラインでもよいの

で、授業の様子が見えたらいいなと感じました。 

△いろんな行事の中止や縮小でただでさえ学校の様子が分からない状況なので、授業参観をユーチューブで

見られるようにしてくださると（たきっ子ＴＶなどで）いいかなあと思ったり・・・まだまだ厳しい状況です

が、よろしくお願いします。 

・コロナウイルスの影響で休校が続き、家での生活は子ども達にとって大変でした。娘は新 1年生ということ

もあり、授業の心配や学校に行けられるか馴染めるか心配はありましたが、無事学校が再開し、先生方のおか

げで、娘は今楽しく学校生活を過ごしています。感謝しています。今年は、例年と違い、授業参観や学校での

子どもの生活を見ていないので、子どもの様子が分からないのが残念です。今後も、学校生活が子ども達にと

って安全第一で楽しく過ごしていってほしいと思っています。 

△今年度はほとんどの行事がなくなってしまいました。子どもが入学し、学校での様子が見られないのが本当

に残念です。大変だとは思いますが、少人数とか希望者のみとか何とか一度でも学校生活を送っている姿を見

られる場を作ってもらいたいです。 

●コロナ禍で安全な日々を子ども達に送らせて頂きありがとうございます。大変な状況下ではありますが、今

年度、一度も参観日がなく、子どもの様子を直に見る事ができないのが残念です。 

・今年度は、コロナ禍で、参観日もなく学校生活の様子は例年のようには分かりませんが、何かあれば担任の

先生が連絡をくださり、安心して通わせることができております。本人も学校に行きたくないということは全

くなく楽しく通えております。 

●今年度は、参観等がなく学校の様子が分からないです。 

・コロナの影響で、新学期から休校が続き、いろいろな面で不安がありましたが、毎日充実した日々を送って



いるようで安心しております。担任の先生の熱い指導が本人にはマッチしているようで、何事にも頑張って取

り組めています。また、クラスが一つにまとまっているなあーと学級通信や子どもの話からよく伝わってきま

す。授業参観がなく、実際の雰囲気が見られなくてとても残念ですが、すごく恵まれたなと夫婦そろって実感

しています。 

●今年は、参観等がなく、学校の様子が分からないです。 

⇒別紙にて案内させて頂きましたが、1 月 14 日に、「オープンスクール」を計画させて頂きました。ただし、

今後の新型コロナの状況により計画の変更があるかもしれません。変更がある場合、年内に連絡する予定です。 

 

家庭学習・宿題に関わって 

・毎週時間割の作成ありがとうございます。宿題欄を見て親は確認するのですが、記載されていないこともあ

り、子どもに聞いても分かるとき分からないときがあります。４～６月頃はメールで配布忘れ等のお知らせが

ありましたが、現在は子どもへの伝言をとのことだと思いますので、クラスまたは学年で確認をして頂けると

ありがたいです。（忘れて困るのは、子どもなので） 

△宿題があるのは良いのですが、土曜日・日曜日までやらなくてはいけないのは、子どもも休みがなく辛そう

です。計算カードも秒数ばかり気になってしまい、計算をする（考える）力が劣ってしまう気がしています。 

・昨年度末からのコロナウイルスによる休校期間を経て段階的な学校再開、そしてようやくほぼ通常通りの学

校生活が送れるようになり、ひとまず安心しているところです。子どもの様子を見る限りでは、コロナ禍で通

学することの戸惑いや学年が上がり徐々に勉強が難しくなっていく事への不安等は、感じられませんが、親と

してはそれがありがたくもあり、心配であるのが正直なところです。学校行事が縮小され子どもの学校での様

子を知る機会が限られたことはやむ得ませんが、日常の宿題や課題を提出する中での担任とのやりとりをも

う少し目に見える形で残して頂けると学校生活の一端を知る機会にもなり、より安心して送り出せるように

思います。 

△宿題の提出方法ですが、週一回よりも毎日提出し、チェックしていただいた方が、子どものやる気も上がる

ように感じました。 

△宿題もメリハリを付けてもらえると、もう少し前向きに取り組めると思っています。 

⇒家庭学習については、職員会議でそのあり方や方法を検討しています。発達段階に応じたより効果的で主体

的に取り組める課題の仕方を研究してまいります。 

 

教職員について・対応について 

●職員室に用があり出向く際、先生方がすぐ出てきてもらえない事がある。呼んでいて、近くにいるのに出て

きてもらえないとこちらも時間がないので困るときがある。速やかに対応してほしい。 

⇒改善に努めていきます。 

・先生の明るい優しい人柄がクラス全体を良い雰囲気にし、みんなが仲良くのびのびと過ごしているように思

います。良いところをほめてくれ自信につなげてくださるところもとても感謝しています。毎日楽しい！と登

校するわが子を見ると私も嬉しいです。 

・いつも子どもをあたたかく見守っていただき、ありがとうございます。先生の優しさに子どもも救われ、自

信を持っていろいろなことに取り組めています。今後ともお願いいたします。 

●朝、速い速度で車が入ってきて、先生方の駐車場に車を止めている方がいたのですが、危ないのでやめてほ

しいです。 

⇒全職員で共通理解を図り、改善に努めます。ナンバーも分かりましたら、連絡頂きたいです。 

・先生方には、この異例な状況が続く中、子どもの意見、保護者の考えにも耳を傾けて頂き、子ども達にとっ

てよりよい環境で学べるよう、その都度対応してくださる様子に本当に感謝しております。日々の業務に加え、

子ども達の健康チェック、夏の暑い日の登下校の見守り、消毒作業があったり・・・、行事についても一つ一

つ熟慮してくださっていることが伝わります。参観できない分、日々の子どもの話題に共感しづらい点もあり

ますが、体調を大きく崩すことなく毎日元気に登校してくれているので、安心して送り出させて頂いておりま

す。早くコロナが落ち着いてくれますように・・・。願うばかりです。 

・いろいろな制限がある中、いつも以上に児童の事を考えてできることをやっていただけると感謝していま



す。家庭との連絡もしっかりとって頂けるため子どもから聞いたことでの問題もすぐに対応して頂けます。こ

ちら側が、迷惑を掛ける事もあると思いますが、引き続きお願いいたします。 

・毎日の「生活ノート」に子どものことを考えてくださっている優しい温かいお言葉を頂きありがとうござい

ます。学校での様子で気になったことなど連絡を入れて頂けてとてもありがたいです。 

・友達とトラブルがあった時も、子どもが納得するまで話を聞き向き合ってくださったので、子どもも自分を

見つめることができ、相手の気持ちを考えることもできたので、ありがたく思っています。 

・小さいことでも相談しやすい環境を作ってくださり、感謝しております。また、子どもにもよく声を掛けて 

くださり、安心して学校に通うことができています。 

 

登下校・校外生活に関わって 

●色別下校時、走ったり並び順を抜かしたりして下校してくる日が増えているように思います。家庭でも危な

くないように帰るよう念を押していますが、学校からも改めて指導して頂けると助かります。 

●最近の２日間程、下校時にある子からいろいろ話を聞いたようで困っていました。１日目は、友達が泣いて

しまったようです。3人で下校時に集合はするけど、ある子は離れて歩く。二人が先に行く場合、ぬかしては

いけない。というルールがあるようです。 

⇒通学班長会や問題がある班単位で指導しています。問題が起きたときに即連絡頂けると即対応できるので

ありがたいです。 

△コロナ禍なので難しいと思いますが、予定表（特に下校時間）が早く分かると大変ありがたいです。 

⇒前月の 20日を、目標に努力します。 

 

行事に関わって 

・スポーツフェスティバルを参観させていただきました。リレーでは、子どもの成長を感じることができまし

た。集団行動では、コロナ禍で自由ではない中、子ども達がそれを受け止め、そんな中ででも、できる事に取

り組む姿に感動しました。先生方に感謝です。 

・スポーツフェスティバルの開催ありがとうございました。入学後初めての大きな行事で楽しみにしていまし

た。コロナのため、通常の開催ではありませんでしたが、皆が協力して頑張っている姿を見る事ができ、よか

ったです。 

・様々な行事、活動が中止になる中、スポーツフェスティバルが開催されたことを嬉しく思います。当日まで

の練習におきましてもコロナ対策、熱中症対策をして頂きながら。競技数が減ったことで時間のゆとりもある

中で取り組めた様子で、1 年生としては無理なくできた事が良かったかなと思いました。「すごく楽しかっ

た！！」と帰ってきて、嬉しかったです。 

・例年とは大きく環境が変わってしまい、最初はとまどっていた子どもですが、今は、とても楽しそうに学校

に通うことができ、親としてもうれしく思います。先生方が、負担が増える中で社会見学や修学旅行に関して、

子どものことを第一優先に考えていただき、本当にありがたく思います。運動会もとても楽しみにしています。 

・行事がことごとくなくなってしまったので、学校生活の中で何か楽しかった！と思い出に残るような行事が

あると 子どもも喜んで話してくれると思います。（遊びも取り入れてもらえたらありがたいです。） 

・この大変な状況の中でも、少しでも子ども達のためにと行事を行なおうとしてくださることに心より感謝し

ます。 

・コロナ禍の中、普段以上に力を尽して頂きありがとうございます。最終学年ということもあり、スポーツフ

ェスティバルのＤＶＤ販売は、子どもが「思い出に残る」と大変喜んでおります。また You Tube配信も祖父

母が暑い中ではなく気軽に楽しめると喜んでおりました。ぜひ、来年からも続けて頂きたいです。 

・コロナ禍の中、スポーツフェスティバル開催で子どもの様子が見られる機会をありがとうございます。 

・社会見学の中止ですが、この学年は、昨年の社会見学も多治見市内になっており少々かわいそうです。アン

ケートでは、4年生は６０．９％の賛成だったので実施が無理になってしまったのはわかりますが、・・・。ア

ンケートの時に、例年の行き先、本年度の予定地も書いてくださったら、良かったなあと思いました。 

・コロナ禍での学校生活、子どもも先生達も大変だと思いますが、親としてできる協力はしていきたいと思い

ます。野外活動の行事変更等も、子ども達の気持ちを考え取り組めて頂いていること、とても感謝しています。 



△運動会の選手リレーは、1年生から出ればいいと思う。コースをうまく走れないなどの意見があった気がす

るが、教えればすむことでしょ？ 

⇒低学年の選手リレーを行なわないのは、低学年は、リレーを学ばない（学習指導要領にない）ことが、一番

の理由です。 

 

情報発信について 

・特に休校中のサポート感謝いたします。定期的な電話やさくらＴＶにより登校している気分になり、子ども

も喜んでいました。ＨＰの更新が頻繁なので、親子ども共楽しみにしています。学校の様子を知る手軽な手段

なので今後も期待します。 

・まめに学校からメールを送ってくださるので、学校のことがよく分かり助かっています。運動会のＹｏｕ 

Ｔｕｂｅ配信も、外国にいる父も生で見られるので、とてもありがたいです。子どもの話を聞いているとクラ

スの子達でお互いのことをよく褒め合っているようで他の子の良いところに気づく子が多いのだなあと感心

しています。それもあってか学級は団結力がある、クラスのみんなが仲良しなのだなあと思いました。子ども

も毎日楽しそうに学校に行っています。ビオトープがお気に入りのようで、毎日ザリガニを捕まえているよう

です。 

・ホームページの更新が、ひんぱんにあるので、学校での子どもの様子がよく分かりよいと思います。 

・休校中のサポート、本当にありがとうございます。今までにないことだったので、大変だったと思いますが、

課題やスケジュールを考えて頂いたおかげで乗り越えられました。また、さくらＴＶで登校している気分にな

れたようです。ＨＰの更新を楽しみにしています。子どもの話だけでは学校の様子が分からないので、助かり

ます。 

・今年度は、コロナの関係で「毎年通り」の活動ができない中で、先生方が、子ども達のために何か楽しいこ

とはできないかを考えてくださっていることがありがたいです。変更になったことや新しいことを学校報や

メール、ホームページ等でこまめに伝えてくださり、安心です。 

・今年は入学式からいろいろと調整が多く先生方も対応に追われ大変な中、たきっこサクラＴＶ等で新しい先

生を観て親しむことができました。学校が始まった６月から少し通常とは違うからか「学校」という初めての

環境だからか、精神的にひどく疲れているようです。 

△「ぽっかぽか」に写真を載せてくださっていますが、もう少し見やすいとありがたいです。 

⇒改善に努めます。 

・コロナ禍において、メール等で他の学校に比べて早く連絡がいただけたと思います。対応ありがとうござい

ます。 

・休校期間中の動画もとても理解しやすく子どもと一緒に楽しく視聴させていただきました。ありがとうござ

いました。 

・学級通信で子ども達のいいところをたくさんほめていただいて、親子もとてもうれしいし、また、頑張って

ほしいという気持ちになり、続けていただきたい。先生が子ども達のことをよく見てくださっていることに感

謝です。 

・先生方にはコロナ禍の最中に、先生方の自宅も大変であったとは思いますが、ＨＰ動画等で子ども達を励ま

して頂き感謝しております。どこへも行けない中、先生方の明るい動画を見て楽しそうに喜んでいました。「早

くともだちに会いたいなあ。」と学校に行くことを心待ちにしておりました。先生方のおかげで、無事、学校

も再開でき、いまでは元気に楽しく学校に登校しております。 

△学校生活の様子がほとんど分かりません。本人も積極的には話しませんし、聞いても特に答えません。指導

されている様子も知ることが出来ないので、先生にも懇談でお話しする程度ですが、家での様子をお伝えする

だけで時間も過ぎてしまい、他のクラスでは、通信欄にこまめに一言書いてくださっているとも聞いたため、

些細なことでも友とのやりとり、出来なかったこと、注意されたことなどあれば、エピソードなど一言でもよ

いのでたまに記入してもらえると嬉しいです。（大変だと思いますので、あくまでも願望ですが！） 

⇒重大な事項については、連絡しています。お子さんの様子が伝わるように、エピソード等できる限りお伝え

できるように努めていきます。 

・休校中のサポート、本当にありがとうございます。今までにないことだったので、大変だったと思いますが、

課題やスケジュールを考えて頂いたおかげで乗り越えられました。また、さくらＴＶで登校している気分にな



れたようです。ＨＰの更新を楽しみにしています。子どもの話だけでは学校の様子が分からないので、助かり

ます。 

・滝呂小のホームページがこまめにアップされており、日々の過ごし方など知ることができて安心していま

す。 

・コロナで大変な期間がありましたが、ユーチューブや連絡等で対応してくださり、ありがとうございます。 

 

施設等について 

△子どもの要望としては、運動場にブランコがほしいようです。遊具がもっとあると休み時間が楽しいのにな

あといっていました。 

⇒このような要望があることを、市教育委員会に伝えておきます。 

△体操服のズボンのポケット、一つではハンカチ他ティッシュなどまで入らない。両脇にポケットがあると良

い。 

△（コロナ禍では難しいですが）夏場にノーランドセル通学を実施した学校の記事を目にしました。大変良い

対応策だと感じました。検討していただけたらありがたいです。一方的な意見ばかりで申しわけありません。

コロナ禍で日々大変な中、先生方には様々な配慮や対応をしていただき、心から感謝しております。本当にあ

りがとうございます。 

⇒他校も参考にしながら、検討していきます。 

●習字の時間に使う墨は、服についた時、洗って落ちるものに統一してもらえるとありがたいです。わが家だ

け気をつけていても、他人に汚される心配があるため。 

⇒調べてみると、「洗濯で落ちる墨液 ４１０円」「一般的な物 １７０円」と費用に差があります。そのこと

もふまえて、保護者に働き掛けていきます。 

●もし、給食にトングが導入していただけるのであれば、どの子も扱いやすいので、先が割れているおたまよ

り良いと思います。 

⇒検討いたします。 

△卒業文集が昨年からなくなったと聞きました。子どもが大きくなったときに小学生の頃どのような思いで

いたのかを知る大きなものだと思っていたので、残念です。違う形で子どもの夢や思い出を残して頂けるとう

れしいです。 

⇒卒業文集をやめた理由の最大の理由は、個人情報を守ることです。自分の作文を他人に見せることをやめる

ことです。心配していらっしゃる「小学校の思い出を残すこと」は、６年生の国語の教材「今、私は、ぼくは」

の中で、今の自分の思っていること、将来の夢など作文を書き、発表原稿を作成し、スピーチをする。という

内容を学習します。 

・暑い日の引き取りは仕事もありますし、大変なので班下校で帰ってきてくれるとありがたいなと思いまし

た。（一回だけでしたが） 

 

新型コロナウイルス感染症対応に関わって 

△一つすみません。コロナの影響で、給食後の歯磨きをやめていますが、うがいもできず、気持ちが悪いよう

です。虫歯も心配です。水しぶきが飛ばないよう気をつけながらせめてうがいだけでもできるようになると良

いと思います。 

⇒学校医・学校歯科医に相談して、歯磨き再開の方法について検討しています。年明けには、提案していきた

いと考えています。 

・臨時休業中、忙しい中、学習プリントの用意に加え、郵送や配達などいろいろ細かく対応してくださり助か

りました。 

△現在使用中の健康チェックカードですが、通学時に落としてしまうこともあるので、落としたり、ひも通し

の穴がちぎれてしまわないように専用ケースがあったりするといいなと思いました。 

⇒他校の例を参考にて、検討していきます。 

・今年は、大変な年になってしまい、異例なことばかりで先生方もいろいろ工夫して頂いていることがよく分

かります。 



・４月から常にイレギュラーな対応を求められる中、滝呂小の校長先生をはじめ教職員の方々には感謝の思い

しかありません。学校再開時、子どもの心理的な面が不安でしたが、たくさんの先生方が子どもの心を大切に

してくださる姿に、ただただ感謝しております。精神的にも物理的にも難しい場面がこれからもあると思いま

すが、できる限り協力したいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

・先生方、ＰＴAの皆さん、毎日の消毒やらあれこれいろいろ聞いていますご苦労様です。おかげさまで、安

心して登校させることができていて感謝です。 

友達に教師をしている県内の子がいます。学校から必要最低限の買い物以外には、外食なども自粛して・・・

といわれていると聞きました。先生方の多大な配慮ありがたく思いも、ストレスが心配です。どうか心と体の

バランスに気をつけてください。 

・コロナ禍の中、様々な行事が中止になったりしていますが、子ども達のことを第一に考え、いろいろ考えて

いただきありがとうございます。注意すべき事が多くあり、子ども達や先生方も少なからずストレスを感じて

いることだと思いますが、担任の先生のおかげで学校生活を楽しく過ごせているようです。ありがとうござい

ます。 

・本年度は、コロナ感染で子ども達も先生方も本当に大変な年になってしまいました。その中でも先生方は、

子ども達のためにたくさん考えていただき本当に感謝しています。３ヶ月学校が休校になっても楽しく通う

ことが出来ており、学習も遅れてはいますが取り残されることなくついていけているかなとは感じています。

ただ、また冬場になり、感染状況で学校がどうなるかという心配もあります。子ども達が楽しく学校生活が遅

れるように早く終息してくれることを願うばかりです。これからもよろしくお願いいたします。   

・コロナという初めての事を親も子も一緒に経験をし、戸惑いの毎日の中、担任の先生には、何事にも丁寧に

対応していただき、感謝の気持ちがいっぱいです。学校生活を送る中、子どもの SOSにすぐ対応していただけ

るため、親子共々安心して学校に通うことができています。本当に小さいことにもしっかり向き合い解決して

いただけているので、息子も少しずつではありますが、自分でも頑張ってみよう！と思えてきているような気

がします。まだまだ、ご心配、ご迷惑をおかけすると思いますが、よろしくお願いします。 

・いつもきめ細やかなフォローをしていただきありがとうございます。 

・コロナで休みになった間の漢字など覚えられるか少し心配がありますが、いろいろ配慮してくださってい

て、学校に通えていることがとてもありがたいです。 

・コロナで遠足などの活動が出来なくて残念ですが、勉強はなんとか進めていただいてありがとうございま

す。 

・コロナ禍で大変な中、熱心に教育くださり、ありがとうございます。子どもが毎日楽しく学校に通えてうれ

しく思っています。コロナによる休校により、学校の大切さを改めて気がつくことができました。 

・いつも子ども達のことを丁寧にみてくださりありがとうございます。 昼休みの外遊びについて、体力向上

やコミュニケーション力がつく等の利点は十分理解しておりますが、外に居場所がない場合、図書館で過ごす

等、外以外にも、せめて一箇所居場所を選択できてもいいのではないかなと思います。 

・子どもの様子が心配なとき気に掛けてくださったり、様子を伝えていただけたりしているので、安心して送

り出せます。ただ、子どもが何か注意を受けた時や逆に加害者になった場合、保護者には連絡が行っているの

でしょうか。その子を更正されるためにも何か悪いことをした場合、注意をした場合は、保護者にも知らせて

ほしいです。親の意識を変えないと子どもも変われないと思うので難しいでしょうが、学校には強い立場で臨

んでほしいと思います。 

・コロナ対策、休校からの再開等、例年とは違った状況の中で、いろいろ工夫して行事や授業を進めて頂きと

ても感謝しています。これからも子ども達の笑顔いっぱいの学校になるよう願っています。 

・コロナで大変な時期ですが、子ども達のためにありがとうございます。 

・休校期間が長く６月からの分散登校から始まり、学習面でも生活面でも例年とは異なり心配がありました

が、安心して通える場を設けてくださりありがとうございます。夏場の登下校は特に心配でしたが、先生方に

は、いろいろと下校時の工夫やサポートをいただき大変ありがたく感じております。 

・コロナ禍における対策や学校生活等、今までに例のないことばかりで大変だったと思いますが、子ども達の

ためにいろいろと考えてくださりありがとうございます。音楽の授業やスポーツフェスティバルの応援等大

きな声を出すことなく楽しむ方法もあるんですね。すごく楽しみにしています。勉強になりました。 

・コロナ禍で、不安の中、動画作成やプリント等を家まで届けてくださったり、担任の先生からの電話などと

ても丁寧に対応して頂いたりして、安心することができました。 



・休校中は電話などで子どもの様子を聞いてくださったり、動画をたくさん配信してくださったりと学校には

行けないけれど、先生方の存在を身近に感じることができました。今年は、いつも通りにいかないことだらけ

で、悲しくなることも多かったですが、もし後期に入り（コロナの状況次第ですが）町たんけんや 1年生との

行事などできるようになるとありがたいです。先生には、いつも温かく接していただき、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。 

△状況に応じて、オンライン授業の導入を検討してください。運動会を見に行きたかったです。 

⇒オンライン授業の準備として、６年生につきましては、オンライン授業の接続テストを完了しています。５

年生は、年内に接続テストを行ないます。他の学年につきましては、今のところ未定です。 

・感染症対策の取り組みありがとうございます。 

・コロナ対策など適切に行なって頂きありがとうございます。その中で授業、体力に不安がありましたが、先

生方の指導のもと、頑張ってくれているようで感謝しています。 

・コロナで様々な制限のある中で、少しでも子ども達に何かをと、対策を取りながら、行事や勉強への取り組

みを考えて、努めてくださったこと、感謝です。子どもも安心して学校生活を送れています。 

・コロナ対応で大変な中、子ども達の活動を前向きに考えて頂きありがたいです。 

・コロナ禍において大変だと思いますが、今後もよろしくお願いいたします。 

・コロナウイルスの感染防止のため、校外での学びの場が、ほとんど無い一年になってしまい、残念に思いま

す。先生方には、その中でもあらゆる角度で学ぶ機会を工夫してくださり、感謝しております。 

・今年はいつもとちがいコロナを気にしながら過ごし、大人にも大変な年だったと思います。そんな中でも、

子どもが楽しく学校へ行けるのは、先生方のおかげだと思います。 

・消毒作業なども大変な中、取り組んでくださりありがとうございます。 

・新型コロナウイルスのこともあり、先生方も大混乱であったであろう時期にきめ細かく子どものことを考え

てくださり「子どもの達のために」どうするかという判断をして頂いていることを大変心にしみてありがたく

思っています。長期休暇中の学習シート、映像配信、電話や家庭訪問など、親の心の負担も大変軽くなりまし

た。先生方のご苦労、ご心労いかばかりかと心配しています。（感染予防という仕事が増えてしまい・・・）

今後も、子どものために、先生方の可能な限り我慢は大人がするという主軸で進めて頂けたらと思います。校

長先生のお考えご判断に感謝しています。市内でも、学校によって全くちがうようですので・・・・。常に細

かく情報発信してくださり、ありがとうございます。運動会の映像配信、後日購入など新しいアイデアの取り

入れも学校として取り組んでくださり、嬉しく感じています。 

・コロナ禍で手探り状態の中、先生方も一生懸命頑張ってくださりありがとうございます。行事がなくなり、

制約が多い中ですが、学校生活を楽しんでいる様子なので安心しています。教科担任制が始まり、他のクラス

の先生の授業も経験でき、楽しいと言っています。 

・５月末までのコロナ休校で、家の中で過ごす事が多く体力低下著明。６月１０日～７月末まで梅雨時期でさ

らに外遊び×。本当に身体的精神的ストレス過多な前半でした。新型コロナという（ただの風邪ウイルスの一

種）存在をメディア、ＳＮＳで派手に取り上げ国民の不安をあおり、経済を低迷させるというパフォーマンス

の中で自分たちがどう生きるかを深く考えさせられる時期でしたね。自然という存在（四季を含め）に改めて

偉大さと感謝の心を実感いたしました。 

・コロナで休校中は学校に行きたくないと１歩も外に出ようとしなかったので、学校が始まってちゃんと学校

に行けるか不安に思っていましたが、先生のおかげで学校に行くことが楽しいと一日も休まず通学できまし

た。学習にも意欲的になり、毎日一日の様子を楽しそうに話してくれるので、安心しています。 

・コロナ禍の中で、先生方も大変な中、子ども達のことを一番に考えてくださり、日々感謝しています。 

・コロナ禍の中、先生方には感染対策をしっかりしていただき、感謝しています。 

・感染症対策の取り組み、ありがとうございます。 

・コロナウイルスの対応が大変な中、スポーツフェスティバルが無事終わり、本当に良かったと思いました。

お疲れ様でした。 

・行事がなくなったり変更したり大変な中でも、子ども達のためにいろいろと考え、毎日の消毒等本当にあり

がたく思っています。高学年になり、代表委員をやらせてもらっていることで、役立ちたいと頑張っている姿

は、学校側からの信頼もあり、５・６年生で運営していくのは、すごいなと思っています。また、昨年担任し

て頂いた先生にもいつも気に掛けてもらっているようで本人はとても喜んでいます。 

・今年はコロナ感染症の為、例年と大きく違いがあり、行事の面では、最高学年、小学校最後という節目であ



るため、ただただ残念でしかありませんが、先生方には大変感謝しております。子ども達が毎日学校に行けて

元気に帰ってくる姿が何よりもありがたく思っています。ありがとうございます。残り半年も楽しい学校生活

が送れるといいなと思います。少しでも例年に近い思い出が作れますようよろしくお願いいたします。 

・休校で学校がなかったけれど、先生方が子どものために自宅学習できるよう準備してくださり、とても良か

ったです。学校で勉強できない分、自宅学習を一生懸命やるようになり、真剣に取り組む事ができました。 

先生方も大変な時期でしたが、ありがとうございました。 

・今年はコロナの影響で活動に制限がある中、先生方には感染予防や消毒など徹底していただけるおかげで、

子ども達を学校に通わせることができています。縮小にはなりましたが、スポーツフェスティバルも見せて頂

くことができて感謝しています。 

・コロナ禍で大変だと思いますが、子どものことを最優先に考えてくださり、本当に感謝しています。運動会

も予想していたより、しっかりやっていただき、嬉しく思います。子ども達も今できることを精一杯やること

ができ、満足した様子でした。 

・コロナの影響で学校に行けなかったときの学校の対応には感謝しています。そして、現在も子ども達が元気

に登校できるように常に心がけて頂けていると感じました。学校通信の校長先生のメッセージを読み、感動し

ました。スポーツフェスティバルの動画視聴やＤＶＤ販売などを考えて頂き、見に行けない家族と共有できて

嬉しいです。 

・コロナウイルスの関係で休校が続き、もともと学習の遅れのあるわが子にとってさらに不安が大きくなりま

した。家庭において学習の取り組みについては、なかなか難しい状況もありますが、出来るだけ少しの時間で

も付き添いながら取り組んでいきたいとは思っています。始めからやる気を出さないのは残念なので、（何事

も）前向きになれる対応を学校でも家庭でも互いにサポートできたら良いなと思います。小学校生活も残り半

分になってしまいましたが、中学校進学に向けて準備を進めていきたいです。いろいろとご助言等よろしくお

願いします。 

 

PTA活動に関わって 

△学級委員、本部役員など母子家庭、父子家庭の家の親が免除されるのが納得いきません。親と子のみで子ど

もが低学年でなおかつ両親が同居していない等の理由があれば免除されても何も言えませんが、両親同居、子

どもも高学年で免除されるのはおかしい。核家族のわが家より条件が良くないか？と思います。子どもが小さ

いときには、子どもを連れて役員会にも行きました。考え直して頂きたいです。 

△ＰＴＡの学級委員の対象者、未就学児以下の子どもがいるうちは、除外してほしい。下の子が入れば、学級

委員も楽に出来るから下の子が小さいうちは、免除してほしい。 

⇒ＰＴＡ本部役員会に伝えました。それぞれの家庭で事情がありますので、選出会の中で事情をお伝えくださ

い。 

・スポーツフェスティバルは、コロナの影響で通常の運動会は中止になり、先生方は大変だったと思います。

子どもの気持ちは、もちろん私たち保護者の気持ちも汲んでくださったと感心しました。ＰＴＡ本部役員の方

にも感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。久しぶりに他の子達、

親たちに会えて楽しい一日でした。 


