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【
学 習 指 導 に 関 す る こ と】
学習内容 について、ヨロナの影響があるのだと思いますが、子 の理解が追いつかな
いうちに、次 々と進 んでいるように感じます。我 が子 の学習能力 に聞顧 があるのかもし
・。
・
れませんが・
コロナの影響 で体校だつた分の追い上げが子どもたちに厳しかつたらしく、十分 に理
解 していない段階で新しい分野 に入つてしまっているように思えた。
学校 の授業は楽しく興味を持つているようですが、習得しきれていないようなので、自
宅での復習 に力を入れていきたいです。
実際 に授業を見ていないので分かりやすいかどうかわかりません。進んで学習 に取り
組む子 ではないので…。
ご心配をおかけしております。2か 月遅れで始ま つた令和 2年 度です。行事
や体験的な学習活動 に制約がある中、机上の学習が多くなり、学習内容としては
各学年 とも例年の学習逢度にな ってきたところです。学習の遅れがlb配 な鳩含 は、
遠慮 なさらずに学校まで ご相談くださいと (水 泳学習につきま しては、9年 度は
全くできませんで したので、来年度以降、可能になり次第、前年度 の学習内容 を
)
鰯羅 して行います。

いつも楽しく通わせていただいているようで、ありがとうございます。授業の「外国語」
について一点気になりますが、まだ 日本語も未熱な時期である中、英語も学ばなくて
はならない。子為 たちは大変だと思つています。そんな中で他の言語 (韓 国語)を 覚
えさせようと名前を書かせたりするのはあまり好ましく思えず、その文化や風習t挨拶を
知る絨 で良いのではと感じました。
ど意見ありがとうごさいます。ご招盤のように 1年 生から 4年 生の外国語活
動の目的は、 コミュニケィンョン能力の素地を盤 うことであり、言語習得のた
めの学習ではありません。外国の文化に触れる活藝を通 して、主体的に相手と
関わる態度を育てるよう努めております。
またt今 年度から、596年 生は教科としての外国語科がスター トしました。
これも歯語習得を目的とはしておらす、めあては、コミュニケーション能力の
基礎を強うことです。党えこむのではなく、簡単な英語を繰り返 し使いコミュ
ニケーションを楽しむことによって、知識の構築を観 つています。
新型 コロナウルイス感染対策 により学校 が休校だつた期間、子どもたちの学習 の進
み具合や 体力低下など、心配や不安な事ばかりだつた。校庭開放などしていただき対
応 して下さつたが、同学年 の友達 がいないため (来 ないため)あ まり利用することはな
かった。オンライン学習など、公立校では難しいとは思うが、今後、ぜひ積極的に進め
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ていつてほしい。

憲

こ 見ありがとうごさいます。今回の感染症拡大防止のための体校措識により、
今後 5年 間を目途としてォンライン学習等 lCTを 活用事る GIGAス クール構想
を今年度中に前倒しする,定 であると市執菱から連絡が入つています。本校でも
導入に向け準備を澄めているところです。また、オンライン学習の普及は大切な
ことと講講しておりますが、コミュニケiシ ョン能力、持続力、遂行力などいわ
￨ゆ る非認知能力の向上は、
対面でしか学がないことも一般的に知られていること

です。これからの学習活魏は、らに付けたい方を考えながら効果的なん法を選択
してまいります。

児驚指導に関すること】
【
あいさつですが、大人側からの呼びかけに子ども達が反応 していない、自分から進
んでしていない感 じを受けています。まず、自分からこれからもあいさつ をしていきたい
と思 います。

夏休み明けから朝から疲れた顔をしている子が増え、あいさつしても返つてこないこ
とが多くなった気がします。大人も子どもも難しい時間を過ごしていると思いますので
無理がたたらないようにできたらいいなと思います。
最近は、子ども達 のあいさつが少なく感 じることが多いです。コロナでマスクをしてい
るからこそ「おはよう」
や「さようなら」が大切 になるのかなと思います。子ども達は学校に
行くのが大好きで6年 目ですが一 日一 日を大事 にしているようと
こ思います。先生乱 コ
ロナで大変な時にいつも子出 達を見守つてくださりありがとうございま
す。
ご穂見ありがとうごさしと
ます。素晴らしい挨拶ができる子がいる一方、ご指摘
のようにまだ、挨拶をすることが島に付いていない子どももお ります。挨拶につ
いては、学校と しま しても重要な教育課 感 と者えております。
意
毎回、保捜者アンケ ー トで生 見を頂 いて おり、朝教員が立 つての検拶、児童
遠当委 員会による挨拶運動、朝金、学級指もでの挨拶指導を続けているところで
す。こうぞご家庭でもご協力をお願 いいた します。

【
情報発信に歯すること】
今、コロナの状況だから仕方がないと思いますが、仕事の関係上、早帰りや親参加
の予定が2,3か 月前にはわかっているとありがたいなと思います。

プノントのお使りは、重要な情報は一か所 にまとめるなど、保 護者 に伝わりやすいよ
う
改善していただきたいです。例えば、
「学校だより やまもと」には、ひと月の学校行事
の予定もあるし、生徒 の行事 の感想もあり
・
・
・。
「第 1学 年 資料」にも
「今後の予定」
とし
て、重要行事の 日程記 載 があったりします。予定は、フォーマントやできれば紙の色を
決めて、更新 があれば、同じフォーマットのプリントで更新 し直 し、配布などすれ ば、こ
ちらでも管理しやすいかと思います。
学校 の様 子がおたよりによってよく分かりましたが、配布 の種 類 が多く、必要な情報

が埋まらないよう1こ するのが、少し大変でした。
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情報発信 ―・コロナで困難かと思いますが、月間予定表などは、もう少し早めに配布
いただけると、こちらも仕事の都合をつけやすいです。
申 し訳ありませんでした。例年は、年間行事予定を配布しておりますが、今年
度はラ定が立たず、ご迷議をおかけしました。瀑定次第発出しましたが、先を見
通す ことができず、誡に申し訳ありませんで したち今後の行事ラ定を一党にして、
配布いたしますが、状況により中止・ 変更・ 延期があることをご理解ください。
また、盛議会を開催することが難 しい中、 1年 生の保護者にとって、わかりにく
いことがあつたことにつきまして、お詫び申し上げます。
主に、学校から発出するものは、学校・ 学年・ 学級の 3種 】
霞あります。行事に
ついては、学年から出ているものを中ど
いに参者にしていただけたらと思います。
尚、色紙の使用等は財政的な間題もあり、適当でなしヽ
と著えております。
地域 の不審者情報 は、その時 々で、マチコミで流 していただきたぃです。子どもたち
と保護者、地域の方との情報がまちまちで困惑しました。
不確かな構報 によ り、いたすらに不安を選らな いようにするため、不警者櫨報
心
につきま しては、学書連からの確かな悩報のみメール配信を しております。こ
配な場合は、警察から配信される『 ピーガルくん 子ども安全メール』を申 し込
みますと、不善者情報 が届きます。 ご活用ください。

図二等で使用する材料について、いつまでに集めるのかが分かりやすいといいと思
いました。
1申
し訳ありませんでした。いつまでに集めるかを明記するよう、共通理解を図
ります。
マチコミでの配信がとても楽でよかったです。学級通信や給食メニュー表などのプジ
ント
碧聰配信 にしてもらえたらいいなと思いました。
ご恋見ありがとうごさいます。現在使用中のマチコミでは、配布物の添付は不
可能です。先に記 した GIGAス クール機想により、学校からのお便り、欠席の
連絡等を端末で行うこと海守
できる可能性があ りますので、今後の検討材料 とさせ
ていただきます。
入学してヨロナ禍の中で子どもも落ち着かない内、対応しているんだと思います。保
護者も学校へ行く機会がないので、基本的なことが不明なままの 1年 生ですね。
誠に申し訳ありません。今年度は不特定多数の方の学校への入校は制限させて
心
いただいております。個副に対応いた しますので、こ 配や理鵡があつた協合に
は、ご遠慮なく学校までお間い合わせ ください。
そ の他 】
【
大変な中、先生方にはご尽力いただき、安心して通学できます。困つた事があっても
すぐに相談させていただける雰囲気で解決していただけるので、大変感謝しておりま
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い
ぅ
毎 日本当に楽しそうで安心です。
授業参観 させていただき、クラスの雰囲気 、学校生活 の様子を感 じることができ、楽
しそうに友人と過 ごす我 が子を見て安 心しました。授業の進め方、教え方は 自宅での
学習の声かけの参考になりました。
先生方 、いつもありがとうございます。今年度は、コロナ対策もあり、いつも以上に大
変なお仕事だと思います のでヽお体に気をつけて無理なさらないでください。今後とも
よろしくお願 いします。
夏休み明けから、学校に行きたくないということが多く、心配しました。今もそれは続
いています が、早めに相談して対応 していただいたので、感謝 しています。本人なりに
相手のことも考えているのです が、うまく伝えられないこともあります。また、相手 の表情、
言動を考えて行動することは難しいこともあるようです。本人なりにがんばろうとはして
いるので、そこは認 めつつかかわりたいと思います。いつも相談 にのっていただき感謝
しております。また、よろしくお願 いします。
授業参観 の様子を拝見して、子どもたちが楽しく飽きずに授 業 ができるよう、とても工
夫をしてくださっているのが感 じました。子どもたちの表 情も明るく、学校を楽しんでい
る様子が伝わってきます。
学校であつたことなどを話してくれて、とても楽しそうです。新 しい環境 で様 々なことが
あると思います が、成長 の過程として見ていきたいと思います。
子 どもは学校 に行くのが好きです。楽しんでいます。友達もできました。すごくうれし
いです。ありがとうございます。
コロナで消毒など大変な中いろいろと配慮してくださり、ありがとうございます。
いつも楽しく学校 に通つています。お友魂 遊びに来て、やっと 1年 生が始まったな
あとうれしく思います。よろしくお願 いします。
コロナ禍で様 々な制限があるなか 、子どもたちの健康を第 一 に考 え、安全な学校生
活がおくれるようご対応 いただきありがとうございます。
・
楽しく学校に通つています。
先生方のおか げで毎 日楽しく通えています。ありがとうございます。
新型コロナタィルスや感染症拡大により、学校に行きたくてもいけない 自が続きました
ので、今こうして登校し、お友達や先生と楽 しく過ごしている様子にうれしく思います。
、
これも感染症☆
す
策を徹底してくださっている教職員の方 々のおかげです。ありがとうご
ざいます。また、中止せ ざるをえない行事もある中で子どもたちの関心の高い運動会
および遠足を予定してくださっていること、大変良かったです。コロナ禍 にありますが、
子どもたちの成長につ ながる行事をどうしたら実行できるか保 護者として協力できるこ
とをしていきたいと思 います。我が子 のクラスでは、担任 の先生 が頻繁 に学級だよりを
発行してくださり、学校 での様子を伺 い知ることができ、毎回楽しく拝読 しております。
曲元小学校 の良いところの一つ に上級生が下級生の面倒をよくみてくれることがあると
思 います。新 1年 生のお母さまが「コロナだけれども登撲班 があつたおかげですんなり
と学校へ行けています Jと お話されていました。これからも山元小学校 の 良さを学校全
体で引きついていってほしいと思 います。
"す
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年度途中からの転入 でしたが、先 生方のおかげでなじむのも早く、楽 しく学校 へ通つ
ています。学習以外 にも自然に触れ合う機会も多く、そういつたところからも学習を深
めていけることは、とても良いことだなと思つております。
学校 がとても楽 しいようすで、参観 時もクラスの様子もよく、安心して学校生活を送れ
ています。
給食 の面で息子は、非常に悩んでおりましたが、先生の給食の時間にしてくださる心
遣いのお陰 で楽しく登校できるようになりました。1年 生であんなに泣いていたのが、嘘
こ元気 に登校 しているので 、本 当に感謝 しております。ホームペ ージの更新が
のようと
迅速 になり、学校 の様子がよくわかり、うれしいです。楽しみにしています。
お世話になっております。コロナによる一斉体校や学校再開後も予防対策や遅れた
授業の取り戻 しまどで大変な中、子供 たちに寄り添い、安 心できる居場 所作りをしてく
ださつている先生方 にとても感隷 しております。先 日の参観 では、子供 の何気ない一
言を取り上 げて褒めてくださつたり、子供 一人一 人の個性を認め合う雰囲気 がクラスに
あり、改めて素敵な学校だなあと感 じました。子供たちが毎 日頑張つていることが分か
ったので、家でも励まし、意欲を高めていきたいと思います。引き続き、よろしくお願 い
いたします。
社会全体で生きる力を試された時期 だと思います が、だからこそ、曲小 の教育方針
が活きた時だと感 じました。息子は今まで以上に、学校 に通うことを楽しんでいます。こ
れからもよろしくお願 いいたします。
ヽ
コロナの事 があり、先生方とても大変だつたと思し
ますが、子どもが楽しく学校 に行け
、
てること環境 に感謝しています。ありがとうございます。
コロナで授 業時間数 が減った中で、とても学習内容を■夫して教 えていただき感謝
していますも例えば朝の短い時間で漢字のミニテストや 日記などです。また、学級通信
も毎週発行 してくださり、学校 での様子や学習 内容を把握することができました。先生
方、お忙しい 中、きめ細やかなご指導をありがとうございます。
困つたことを先生に相談したところt親 身 になって対応 してくださり感謝 しています。
コロナ禍での教育活動 は大変でしょうが、たくさん工夫をしてくださり感謝 しておりま
す。
今年 は新型コロナの影響 で私たち大人 でも経験 したことのないような事 が起こり、緊
急事態宣言 が出され、様 々なことが 自粛ばかりで子どもたちにとつてとても不安な時期
が長くありました。体校期間中、どのよう1こ 過 ごさせるか 、私たち保護者も悩みましたが、
きちんと課題を出していただいたり、様子 の確認をして頂くことで、子どもも私たち大人
こ友達 に会うこと等 に繋張し
も安心しました。学校が始まつてか ら、少しの間は入しぶりと
ていることもありましたが、すぐに横 れ、通学することで心のストレスも和 らいでいった気
がします。学習の進み具合も先生方 の努力 のおかげで取り戻せたようなので安心しま
した。まだまだヨロナにおびえながらの生活は続きそうです が、毎 日笑顔で学校 に通
学して、たくさん学んでいく姿勢を忘れないように私たちも協力していきたいと思います。
これからも宜しくお願いします。
コロナ禍で今 までと全く違う状況の 中、先生方のご配慮のお陰で子どもは安 心して楽
しく毎 日を過 ごすことができています。親としても、学校からいただく手紙やまちこみメ
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―ルなどで学校 の誠実な姿鋒 が伝 わってきて、いつも頭の下がる思 いです。ありがとう
ございます。今年度もあと半年 となりました。異例 の1年 となると思いますが、引き続きよ
ろしくお願 いいたします。
いつもこどもたちに温かく接 していただき、ありがとうごぎいますと先 の見えない休校
中は、先 生方も本 当に大変な思いをされたと思います。それにもかかわらず、子どもた
ちのことを心配してくださり、ありがとうございます。日ごろの手厚い声掛けのおかげで
学校再開後 、楽しく登校できています。ありがとうごぎいます。
夏体みが短かったため、読書感想文を学校で書 いたのがとてもよかつたです。先生
に教えてもらえたので、子どもはとても分かりやすかったそうです。
毎 菌楽 しく逓学する娘を見ていて、先生方には感 謝 の言葉 しかありません。細かいと
ころまで丁寧に対応していただき、本 当にありがとうございます。
学校行事 がなく、子どもの話だけでは、学校 の様子がわからず、少し心西己でしたが、
「学校 に行きたくない。」ということはなく、楽しそうと
こ登校しているので 、大丈 夫かと思
います。日ごろの取り組み に感謝 いたします。
宿題のノー トに書く日記 に、先 生が温かいコメントを書いてくださるのを楽 しみにして
います。先生との1対 1の 交流 があるので、先生 に対 して親近感をもつていて、先生の
ことが大好きです。
コロナタイルスの流行 の 中、色 々とご配慮くださり、子供が楽しくいつも通り通えてい
ることに感 謝 いたします。マスクをしていたり、通常の活動 にも色 々と影響 が出ていると
思いますが、今 のところ子どもは安心し満是 し、日々の生活を楽しんでいるように感 じ
ます。先生のおかげだと思っております。
学校へ行くのを毎 日楽しみにしています。元気 いつぱいの姿を見てとても嬉 しく思い
ます。
授業参観 時、子どもたちが活発に意見交換をしていて感心しました。自分 の意見を
言うだけでなく、人の意見も聞き、反応できるよう1こ なつてきているなと感 じました。子ど
も達の成長もあるでしょうが、担任 の先生の学級経営 がすばらしいと思 います。うまく言

えない、言いよどむ子の話も最後まで搾
耳
く姿勢から子どもたちも学んでいると思いまし
無

た。
いつもお世話になります。このコロナ禍 の 中、毎 日学校 に行ける事 に校長先生はじ
め先生方 の努力 に感謝 しています。一方で、行事 がほぼないことは、とても残念です。
正直、淡 々と過ごす毎 日は成長するきっかけにはなりません。そんな中で、友達とのか
かわり(ケ ンカも含め)の 中で、コミュニケーションカは高まつたと感 じることが多 々ありま
す。しばらくこのような生活は続きますが、明るく前向きに過ごしていかなければと思い
ます。がんばりましょう。
生活科などの授業で子どもたちの輿味を引き出す工夫や取り組みを毎回してくださ
つていて、子♂とが楽しく前向きに授業に臨むことができています。
コロナで大変な中、授業参機、運動会と企画していただき、ありがとうございます。コ
ロナに対しても各ご家庭ごと方針や不安も異なるので大変かと思いますが、うちは、遠
足や宿泊希望です。(長 いコロナとの戦いになるので)小 学4年 生になり、話す言葉も
内容も成長を感じます。担任の先生の宿題コメントを息子も楽しみにがんばっている姿
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が、ほほえましいです。ありがとうどざいます。
自粛期間、子 為 の様子を電話 で相談 にのってくださつたり、登校 が始まつても安心
していかせることができました。早く、農薗での栽培活動 が再 開していただけるよう願 っ
ております。
コロナ禍 の大変な時に細や かな対応ありがとうございます。毎 日、学校 が楽しくて仕
方ないようです。本当に感識しています。
いっもありがとうございます。授業内容や宿題など充実していると子どもたちより聞い
ています。毎 日、楽しそうに登校しています。
コロナ ウイメ
レスの対応、いろいろとありがとうどざいます。
いつもご指導ありがとうございます。突然の体校から新年度がスター トし、徐 々に日常
が戻 つてきたように感 じますが、まだまだ予断を許さない状況が続 いております。皆で
なんとか乗り越えたいと思います。
毎 日学校へ楽しく行くことができるのも、先生方のおかげであると感謝 しています。
今年 1ま まだコロナで活動 が制限されたり、今まで通りの生活に戻つていない 中、子ど
もたちもこの生活スタイルにちゃんと責任 をもつて取り組んでいると思います。授業参
観も減 り、学校 生活を見ることが減つてしまい少し残念 ではありますが、子どもたちも我
慢 している分、少しずつでも状況がよくなり、調理実習や遠是・宿泊体験 ができる日が
来ることを願つています。
コロナ禍で先 生方も大変なご苦労をされ学校邁営をされていることに感謝いたします。
まだまだ不安定な日々が続きます が、その中でできることを見つ け子どもたちがのびの
びと学校 に通い生活できることを顧 つています。
お世話になっております。いつも、子挑 たちを温かく見守っていただき、ありがとうご
ざいます。上の子は高学年 になり、多感な年頃特有 のむずかしさが 出てきました。学
校で緊張からパニシク1こ なってしまった時も、すぐに先生から連絡をいただき細かい様
子を教えてくださつたので、家でもフォローすることができました。今後ともよろしくお願
いします。
コロナの中で、子どもたちや保護者 のために何とかベストな方法を、と考えてくださつ
て、とても感謝 しています。ありがとうございます
コロナで体校 が長く改 めて普通に学校に通えることのありがたさを思 い知らされまし
「早く学校 に行きたい」
た。
と言つていたのを聞いて、学校 は楽しいところであるというこ
とは、日頃からの先生方の多大なるご尽力のおかげだと思いました。休校明けも、子ど
もたちは長 い間学校に行かず戸惑うことがあるのかなと思つていましたが、長 い体校も
ものともせ ず、すぐさま学校 生 活に戻れたのも先生方 のご配慮 のおかげだと思つてい
ます。後翔もよろしくお麟いいたします。
コロナ禍で大変な中、日々子どもたちのためにご尽力くださりありがとうございます。
今年度は仕方 がないとはいえ、行事 の 中止・縮小等があり、少し寂しい気持ちもあつた
のです が、子どもたちはこれまでと何ら変 わりなく学校生活を楽 しんでいます。山元小
学校で過ごす時間も少なくなってきましたが、引き続きよろしくお願 いいたします。
前期 の学校活動では、コロナによる休校期間や各種学校行事 の中止など、子どもた
ちにとつても教爵
絵員の皆様 にも、困難 の多い年度 となりました。その中で、いつも子 ど
!
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もたちに寄り添ってくださり、感謝 しています。
たくさんのことを我 ̀l壁 している子どもたちがかわいそうと思つていましたが、授業参観
での元気な様子が見られて安心しました。今後も少人数でQ参 観 を希望します。
担任の先生には、いつも子ヽ の発信する話題 に丁寧に寄り添つて頂き、毎 日楽しく
登校 できるよう1こ モチベ ■ションを高めてくださつてると思います。とても感謝して居りま
す。
今年は小学校最後 の年でしたが、行事や活動 が思うようにできずとても残念です。そ
の中でも先生方には感 染予防をはじめ色 々な事に努力してくださっている事に感謝 し
ております。ありがとうございます。
子ども達 ののびのびと楽 しそうな姿を授業参観 で拝見し、ホンとしました。今後ともよ
ろしくお願 いいたします。

日頃より、保護者の皆様のど理解・ ご協力に心より感謝申し上げます。
行事や体験的な学習に多くの制限がある中、たくさんの温かいお言葉をありが
とうごさいます。教議員―同、六変励みになります。また、体校中も体校が明け
てからも保護者の皆様には、多大なご協力をいただいており、あわせて感議申 し
上げます。
まだ、この状況はしばらく続きそうですが、文部科学省から発出されているガ
イ ドラインに従 つて、子ども達に一つでも多くの韓 ができる機会を設定したい
と思つております。安全を恩優先に警えていきますが、ど い配な議合は、ご相談
くださしヽ
。
今後ともようしくお願いいたします。
1｀

数

尚、掲職されていると 見は、個人・ 学級の特定や表現上誤解の生じる恐れの
あるものについて、あるいは個人的なメッセージにつしヽ
ては鶴載の差 し控え、ま

たは替干の修正が加えられていることをご承知おきください。掲載していないご
意見についても学校として内容をきちんと受け止め、学校経営改善に生かしてい
きます。ご理解ください。ようしくお醸いします。
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