令和２年度

後期 保護者アンケート

回答
横浜市立山元小学校
校長 石田 薫

【コロナ禍における教育活動について】
○ コロナで大変な状況の中たくさんのご配慮や特別授業（運動会、遠足など）ありがとうござ
いました。先生方もお身体ご自愛ください。一点だけ…先生方がサージカルマスク（布マス
クではないもの）だとより安心感は生まれます。

ご意見ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症予防については、様々
な情報がメディアから出ておりますが、厚労相から「一定の性能があれば、不
織布マスクも布製マスクも一定の効果がある」と見解が出ております。マスク
につきましては、装着者の体調や身体的特性により配慮を要しますので、材質
については個人の判断としています。ご理解ください。
○ 緊急事態宣言が出て一律休校する必要はないと思います。ただ全く対応は変わらず子どもを
学校に通わせ続けることに不安を持っています。オンライン学習や分散登校、通学の選択肢
が増え、安全に学習が続けられることを望みます。先生方には通常の授業に加え負荷がかか
っている中と思いますが、既存の考え方にとらわれず工夫し、子どもだけでなく先生方も安
全に働き続けられる方法を模索していただきたいと思います。

オンライン学習を含め学習の選択肢を増やすご要望と理解して回答いたします。
一斉休校となった場合は、オンデマンドやリモートを使った授業を視聴できる
よう教育委員会が準備しております。学校単体で、対面式の授業とリモート授
業の双方を行うことは、現在の人員や学校のネット環境では難しい状況です。
将来的には可能性がありますが、ご理解ください。
○ コロナ禍の中、子ども達の安全に考慮した教育活動に感謝しています。４年生の体験学習に
ついて宿泊行事にかわるものがどのように変更されたのか、子どもがあまり理解できず残念
がっていました。１年生の遠足は、とても満足していました。

宿泊を伴う行事の中止について、非常に残念に思っております。宿泊を伴う活
動の感染リスクが不明確のため、危険を回避いたしました。4 年生から 6 年生
の校外学習については、緊急事態宣言解除後の 3 月を予定しております。
なお、来年度は宿泊を伴う活動を実施の方向で計画しておりますが、感染状況
あるいは、受け入れ側の体制等により未定です。
○ コロナ禍という中、子どもたちのために尽くしていただき、心から感謝申し上げます。この
度、緊急事態宣言下の中、校外学習が実行されたことに正直驚きました。参加は選択できる
というものの、近隣の学校などでも感染者が出ており、学級閉鎖になっているという現状の
中、他校の生徒などと触れ合う可能性がある会場ということ、公共交通機関を使うことなど、
我が家然り、送り出す保護者は皆、不安な気持ちでいっぱいだったと思います。とはいえ、
不参加となると（子どもは参加したくても、家庭の意向の都合で参加できない子もいるでし
ょう）、学校に残り、課題に取り組んでいたと聞き、参加して楽しかった様子を目にしたり聞

いたりするのは、子どもながらにあまりにも酷ではないかと思いました。緊急事態宣言下で
なければ、感染症対策に最大限気をつけることは大前提として、実行されても良いかと思い
ますが、緊急事態宣言が発令されて、近隣の小学校も中学校も校外学習は中止になったと伺
う中でのこの判断は疑問が残るばかりです。どれもこれも行事が中止や縮小などになってし
まい、子どもたちがかわいそうなのは百も承知です。しかし、
「何が一番大切なのか」という
ことを考えた時、命に勝るものはないと思うのです。緊急事態宣言下では、校外学習などは
一律中止、また学校内での授業については登校するか zoom などによる参加とするか、選択制
にしていただけたら、命を預ける保護者としては安心です。また、感染しても重症化しない
といわれる子どもたちですが、下校すれば、その先には家族がいることも忘れてはなりませ
ん。冒頭でもお伝えしました通り、職員の方々には日頃より大変お世話になり心より感謝し
ておりますが、今一度、深く考える場を設け、プロの教育者として今こそ皆さんの知恵を出
し合い、お力を発揮いただけるよう、切にお願い申し上げます。

説明が不十分でご心配をおかけしましたことお詫び申し上げます。
3 月から 5 月にかけての緊急事態宣言と今回の緊急事態宣言では、大きな差が
あると理解しております。コロナ禍が約一年経過し、今回の緊急事態宣言は、
感染リスクの高い行動要因が焦点化されたものと考えております。ご指摘の校
外学習は、鑑賞人数の制限、建物の換気等感染症対策を十分行ったうえで行わ
れております。また活動内容も鑑賞のみであること、公共交通機関の使用につ
いては乗車時間 4 分間で、現時点での濃厚接触者の定義（厚生労働省）である
【感染予防対策なし（マスク等の着用無し）での近距離（１ｍ以内）、長時間（15
分以上）】を考慮すると感染のリスクは極めて低いと判断し実施いたしました。
また、新型コロナウイルス感染症に対する考えや状況がご家庭よって違い、一
律に対応できない現状があります。このことを踏まえ、各ご家庭に参加等の選
択をしていただいております。リモート等の授業については、前述したとおり
です。
ご心配な場合は、ご遠慮なさらずに学校にお問い合わせください。今後、事前
のわかりやすい周知に努めてまいります。
○ 子どもたちは、学校でのマスク常時着用がつらい様子です。先日、子どもは授業中にマスク
が苦しく、体調が悪くなったのですが、先生や周りの友達に怒られるのを恐れて、そのまま
我慢をしていたようです。長時間のマスク着用は酸素不足になり、身体に不調が出ると言わ
れていますので、苦しかったら、先生に許可をもらって外せる、友達を責めない、などの環
境をつくっていただきたいと思います。

児童の状況によっては、マスク着用が困難であることを承知しております。夏
季時の体育と同様、身体的な負担と感染のリスクを考えての着用としておりま
す。我慢する必要はありませんので、担任にご相談ください。
【児童指導に関すること】
○ 地域の大人たちは、子どもたちを見つけると大きな声で朝のあいさつをしているのをよく見
かける。子どもたちは、元気なくあいさつの声も小さい。地域の方々は、長年ボランティア
で子どもたちを見守って下さっていると思うので、その思いを子どもたちが知ることが大切

だと思う。まずは、登校班の班長が見本となるよう、５・６年生への指導が必要だと感じる。
○ うちの娘は、あいさつをついつい忘れてしまうとのことです。気持ちよく過ごすために、あ
いさつすることの大切さを伝えていきます。登校班でも、朝のあいさつを返してくれる子は
少ない気がします。運動会は、半日開催ながらも内容も充実していたと思います。来年度も
半日でよいなと正直なところ思いました。１年間本当にありがとうございました。
○ 家ではできているのに外だとごまかしているようです。
「相手に聞こえるように挨拶を」と話
していますができていません。家で注意するようにします。

ありがとうございます。
ご指摘のように素敵な挨拶をできる児童がたくさんいる一方、声を発すること
が難しい児童もおります。毎週火曜日・木曜日の児童会と児童ボランティアに
よる挨拶運動を含め、教職員で様々な取組を行っておりますが依然として教育
課題の一つと考えております。引き続き挨拶の啓発に努めてまいります。ご家
庭での習慣付けも大きな要素となりますので、ご引き続きのご協力をよろしく
お願いします。
○ 土の入った重い植木鉢を持っての登下校はあまり賛成できません。

ご意見ありがとうございます。保護者の持ち帰りも可能です。ご協力をお願い
します。
○ デザート以外の給食を完食しないとデザートを食べることができないというルールが本当に
あるのでしたら、見直しをしてください。

「完食できず、デザートを食べることができなかった。」という事実があったと
理解して回答いたします。
誠に申し訳ございませんでした。
食育は教育活動の一環で、苦手なものを少しでも頑張って食べるように声をかけ
ておりますが、『完食しないため、デザートを食べることが出来ない』というル
ールは一切ございません。一人ひとりの児童に理解できるように支援してまいり
ます。
○ クラスの何人かの男子の行動・言動によっていやな気持になることがあります。お互い思い
やりの心をもって接していけるようなクラスになることを願います。
○ 下校中、傘で戦いをしていて危ないなと思いました。道路での自転車の乗り方。スピードや
車との並走運転や競争など。
○ 公園や店前で手洗いもせず、お菓子を食べ、マスクを外したまま大声で友達と話をする…そ
んな子ども達の様子をまだ見受けられます。世の中で起きている事に危機感をもてるような
ご指導をしてほしいです。

ご心配をおかけしました。ご指摘のような行動があった場合、遠慮なさらずに直
ちに担任または、支援専任にご相談ください。児童指導に関しては、チーム体制
で対応しております。児童が、自分の行動について最も理解できる瞬間は、行為
の最中もしくは直後です。危険な行為に関しては、目にした時にお声掛けいただ
けると助かります。

○ 上履きを持ち帰る際、教室から靴下で下駄箱まで行くことをできればやめにして、きちんと
昇降口で履き替えるようにしてほしいです。

ご意見ありがとうございます。上履きを着用しない危険性を考えると当然のこと
と考えます。職員で共通理解いたします。
○ いつも丁寧に子どもたちを見てくださりありがとうございます。絵の具や習字や実験など
様々な経験はとてもありがたいのですが…スモックや作業着などを取り入れてほしいとずっ
と思っています。必ずと言っていいほど汚してきますが、落ちずに困ることもあります。大
人の不要なワイシャツなどを作業着として洋服の上から着用ということはできないのでしょ
うか…ご検討よろしくお願い致します。

着用可能です。是非、時間割をご確認の上、持参させてください。

【情報発信に関すること】
○ メール配信の時に、最初にあいさつ文があるのですが、それは省いて用件のみを伝えてもら
える方が見やすいです。文字数が多いとパケ代もかかりますので。

ご意見ありがとうございます。メールの目的を考え、今後、用件のみとさせて
いただきます。

【その他】
〇

大変な状況の中での運動会でしたが、とても感動しました。開催してくださったことに感謝

申し上げます。校長先生、副校長先生をはじめ、学校の先生方がとても丁寧にあたたかく対
応してくださっているのを感じます。いつも本当にありがとうございます。
○ コロナ禍の中、子供たちが楽しく学校に通える環境を作っていただき、感謝しています。運
動会は制限がある中でも子供の成長を十分に感じることのできる、あたたかい会となってお
り、例年とかわらない見ごたえがありました。子供たちはもちろん、先生方の健康を願って
います。
○ コロナ禍の中、児童を第一に考えた学校運営について、大変感謝いたします。子供は、毎日、
学校に通えることを本当に楽しみにしております。担当の先生は、子供たち一人一人のこと
を大切に想ってくださっていることを強く感じます。これからも山元小の魅力である自律心

〇

〇

を育てる教育を充実させてください。運動会ありがとうございました。よい思い出になりま
した。
コロナ禍で今までより子供たちが窮屈な思いをしていないか心配ではありましたが、毎日元
気に学校に通い、学校であった様々なことを楽しそうに話してくれる様子に安心しました。
近隣の学校でも中止になるところが多かった運動会も開催していただき、ありがとうござい
ました。元気いっぱいな子供たちの姿を見ることができて良い思い出になりました。
コロナ禍の中、様々な行事、イベント等が中止になる中で、保護者見学可の運動会を行って
いただき、とても感謝しております。日頃の練習の成果が見ることができとても嬉しかった
です。６年生は修学旅行がなくなったり、小学校生活最後の１年行事が少なかったので少し

〇

さみしかったのではないかと心配しました。一方で授業の遅れの心配もありましたが、先生
方の工夫・努力のおかげで予定通り進んでいって安心しています。本当にありがとうござい
ました。
今年度はコロナ禍で感染予防の点から様々な行事が中止になったりしたことは残念でした

が、運動会は保護者感染が可能になり、学校の様子や元気な子供達の明るい笑顔を見ること
ができて良かったです。
〇

○

〇

〇

○

〇

コロナ禍で様々な制約がある中、安全に楽しく学校に通えているのは先生方や地域のみなさ
まのおかげだと感謝しております。授業参観も運動会も工夫して実施していただけて子ども
たちも嬉しそうでした。今後も当面はこのような状況が続くかと思いますが、家庭と学校、
地域でこれからも協力し合い、こども達を見守っていけたらと思っています。
いつも大変お世話になり、ありがとうございます。コロナ禍の中で、運動会を開催して下さ
り、最小とはいったもののいつもとほとんど変わらない雰囲気の中で、子どもたちの練習の
成果も見れ、一生懸命さが伝わり、大変感動しました。先生方の熱いご指導あってと本当に
感謝しております。ありがとうございました。引き続き、何かと大変かと思いますがどうぞ
よろしくお願い致します。
今年はイベント行事がなくなり残念でしたが、運動会ができたことはとてもよかったです。
参観することもほとんどできないので、子どもたちの普段の様子をあまり見れず、話を聞く
ことしかできないので、来年はもう少し増えたらいいなと思います。コロナ禍の中で難しい
かと思いますが、来年は修学旅行や行事ができることを願っています。
いつも子どもたちが楽しく学校に通わせていただきありがとうございます。コロナ禍の中、
先生方の工夫や努力のお陰で運動会ができたり、落語を聞くことができたりして、６年生と
して最後の年の思い出を作ることができました。たくさんの気苦労があったかと思いますが、
いつも子どもたちのことを考えて計画・行動してくださる先生方に感謝いたします！！
いつも子供達のためにご尽力いただきありがとうございます。相談事の際はすぐに対応して
くださったので助かりました。１１月の運動会は、短縮バージョンでしたが、昨年５月の猛
暑の運動会より寧ろ良かったです。
コロナ禍での学校生活は先生方に大変な負担がかかっていると思われます。いつもありがと
うございます。運動会もどうなることかと思っていましたが、保護者的には、暑い中での練
習もなく体力が持続でき、観覧もしやすくて結果的にとてもよかったと思います。

運動会のご参観・応援をありがとうございました。11 月の運動会開催につき
ましては、様々な行事との兼ね合いがあり、難しい状況にあります。来年度は、
5 月最終週の半日開催を予定しております。暑さ対策として、地域(各自治会)
からテントをいただいており、それを使用いたします。まだ、感染症終息は期
待できない状況ですので、今年度と同様、半日開催・各ご家庭 2 名までの参観
とする予定でおります。どうぞご理解ください。
〇

小学校がとても楽しい様子です。おかげ様で、とても成長を感じられる１年となりました。ありがとうご
ざいました。
〇 皆で集まる機会が減り、同じクラスでも顔と名前が一致しないお子さんや親御さんが多くいるような少
し寂しい状況ではありますが、コロナが落ち着くまでは仕方がないですね。そんな中でも、先生方の
努力で学校に通えていること、学校で学べていることに感謝の気持ちでいっぱいです。
〇 朝は眠いのもありテンション低めの登校ですが、学校が終わり「ただいまー」のテンションはとても高く、
楽しく過ごしているのが伝わります。本人も楽しいと言っています。
〇 コロナ禍で前代未聞の状況の下、息子は小学校に慣れるのか、楽しめるのか不安でしたがそんな気
持ちもどこへやら。今では毎日楽しく学校へ行っております。変則的な年ではあったでしょうが、子ど
もたちはその中でも柔軟に取り組み、学校生活を楽しもうとしているようです。
○ コロナ禍で普段の学校生活でも色々気を付けて下さっていると感じます。制限がある中でも

できる行事を開催したり、子供たちが充実した学校生活を送れるよう進めてくださりありが
とうございました。
○

○
〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇
〇

いつもお世話になっております。コロナ禍で、消毒の時間や子供たちが密にならない工夫な
ど、お仕事が増えて大変だと推察しますが、毎日子供を学校に通わすことができ、毎日、学
校楽しかった～と帰ってくる子供の姿を見られることに、とても感謝しております。子供た
ちが「時間貯金」をしているという話を聞き、子供がてきぱきと行動できるように色々と考
えて努力して下さっているのだなあと有難い気持ちでいっぱいになりました。
例年とは違う状況の中でしたが、運動会や遠足等の行事も行うことができ、よかったです。
ありがとうございました。
いつもありがとうございます。コロナ禍の中でも子どもたちが生き生きと過ごせていること
に感謝しかありません。
コロナ禍での学校生活で先生方には多大なご対応、感謝します。子どもも楽しく学校生活が
送れる事に親 の私も喜びを感じております。ありがとうございます。
コロナで休校も長引き、先生方も本当に大変だったと思います。いつも明るくおおやかな先
生のおかげで楽しく過ごすことができました。自主性を育ててくださって感謝しております。
漢字プリントなどはユーモアにあふれていて、親もクスッと笑ってしまう楽しい内容でした。
こんな時代ですが、先生方の温かいご指導に心から感謝しております。本当にありがとうご
ざいました。先生方もお体にお気をつけください。
何かあれば電話ですぐに対応してくださり、安心して学校に通うことができていると思いま
す。
今年度はコロナ禍で子供達も先生方もいろいろと大変な一年だったと思います。残り２か月
何事もなく、無事に進級できることを願っています。
新型コロナウィルス感染症の終息がなかなか見えない中、毎日無事に楽しく子どもが通学で
きておりますのは、先生方の感染予防対策の徹底、子どもたちへの声掛けなどご配慮のおか
げです。感謝いたします。
コロナの影響で先生方の負担が大変だと思います。引き続き、よろしくお願いいたします。
今年度は、先生方も本当に大変だったと思います。皆さまが健康でいて下さって、本当にあ
りがとうございます。
コロナ禍でしたが、元気に過ごすことができたのは、学校の感染対策や様々な取り組みの成
果だと思います。ありがとうございます。
総合の授業で自分達で大豆を育て収穫し、その大豆を使って節分大会を計画・実行するとい
う一連の学びが素晴らしいと思いました。各授業で学んだことを生かす機会があることによ
り、 学習意欲が高まり自ら考える力がつきます。今後もこういった機会があると幸いです。
コロナでできないことが多い中、工夫してくださり感謝しております。来年度は子供達がも
っとのびのびと過ごせるよう心から願っております。
いつもありがとうございます。
異例の１年となり、先生方におかれましては大変ご苦労をお掛けしたことと思います。沢山
の工夫や日々の試行錯誤が例年以上に多かったのではと想像しますが、先生方のおかげで今
年も子供は楽しく学校に通うことができました。本当にありがとうございました。
コロナ禍の中でも子供たちが元気に過ごしている様子を見てうれしく思います。またそれを
支えてくださっている先生方の並々ならぬ努力に大変感謝致します。ありがとうございます。
コロナウイルスが流行している中、子どもたちが変わらず学校生活を送ることができ、先生
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方のおかげだと思っております。ありがとうございます。
授業で鎌倉について学んでいます。テレビで鎌倉の様子が映し出されたりすると、「あっ鎌
倉だ」と興味津々になり、インターネットで鎌倉の神社やお寺人気ランキングを調べたり、
何の神様が祀られているのかいるのかを調べるようになりました。授業から興味を深めてい
けるのはいいですね。
教職員の皆様、毎日子どもが達が安心して学校に行ける環境にしてくださり本当にありがと
うございます。また、毎朝、横断歩道で子ども達の安全な登校を見守って下さるボランティ
アの皆様、深く感謝いたします。私も皆様の姿勢を見習い、日々頑張ります。
大変な 1 年、いろいろとご尽力いただきありがとうございました。コロナウイルスの流行は
まだ収まらず、通学が怖い部分もありますが、やはり子どもは学校で勉強することが楽しい
ようです。今後も学校と保護者が協力し、学校生活を見守っていけたらと思います。
先生からのコメントがいろいろなノートにあり、目にするたび愛情を感じて嬉しいです。子
どもも私もやる気が出たり、ほっこりした気持ちになります。あいさつは、無理に声に出さ
ずとも、アイコンタクト＆会釈や手を振ってのコミュニケーションで、明るい気持ちで行え
ば伝わると思います。
学校と連絡がとりやすく、安心しています。
四年生になり、さらに友だちとのつながりが深まったように思います。その分小さなトラブ
ルも増えています。担任の先生が子ども達が自分で考えていけるように指導して頂けている
ことに心から感謝申し上げます。
何か困った事やトラブルがあった際、先生方に相談すると耳を傾け、すぐに対処していただ
けるため、大変有難く思っております。コロナに関しては長引くと思いますが、来年度は宿
泊行事等も中止ではなく、感染対策により、一層気を配りつつ決行されることを願っており
ます。（先日のバレエ鑑賞のように、行く行かないを選べるのも良いかもしれません）
学校はとても楽しいようです。いつもありがとうございます。
コロナ禍の中ではありますが、子どもはこの状況にも適用し、楽しく学校に通っています。
これも先生方の取組がしっかりしているからだと思います。本当にありがとうございます。
運動会では、久しぶりに皆が（子どもたち、先生方、親たち）一堂に会することができてう
れしかったです。先生方のご尽力に感謝しております。
コロナウィルスの影響で、例年通りの活動が難しい中、子どもたちの安全を守ってくださり、
感謝申しあげます。休校をはじめて経験した子どもたちは毎日学校に行き、お友達と会える
ことのありがたさをかみしめているようです。まだまだ安心できる状況ではありませんが、
先生も子どもたちも健康第一で過ごせるよう我々保護者も協力していきたいと思っていま
す。
コロナ禍の中、いろいろと対応していただき、先生方、関係者の皆様には大変感謝しており
ます。給食について、毎回、お代わりをして、おいしくいただいております。ありがとうご
ざいます。
学校が楽しいようです。先生方のおかげだと思います。ありがとうございます。
例年とは異なり様々なイベントが中止になったり変更になったりした一年でしたが、先生方
には子どもたちのためにいろいろな工夫をして頂き、制限ある中でも楽しく健康な一年を過
ごすことができました。修学旅行が中止になったことを子どもが「行きたかったなー、みん
なで泊まりたかったなー…。」とたまに言うのだけは、残念な気持ちになります…。６年間、
温かいこの学校でのびのび成長できたことは、先生方に心から感謝しております。
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コロナ禍で大変な状況下ですが、子どもたちが楽しく学校に通えているのは先生方のご尽力
のおかげです。ありがとうございます。山元小学校で充実した６年間を過ごせたことに感謝
の気持ちでいっぱいです。残り一か月となりますが、引き続きよろしくお願いいたします。
不自由な思いばかりさせてしまった学年ではありましたが、不自由なりに子どもは学校生活
を楽しんでいたように思います。何より、子どもがたくさん集まる中、感染者が出なかった
こと、先生方が気を配っていただいた結果だと思っています。本当にありがとうございまし
た。山元小学校に通った６年間、子どもの成長へ大いなる基盤ができたと思います。ありが
とうございました。
６年間大変お世話になりました。今年はコロナの影響でいろいろな行事がなくなってしまっ
たのは本当に残念でした。ですが、日々の学校生活の中でたくさんの楽しい時間や貴重な経
験をもてるよう考えてくださり、先生方に感謝しています。
子どもたちは楽しく生活を送れていると思います。いつもありがとうございます。
予想もつかない事態の中でも、子どもたちが意欲をもちながら活動できる方法を考えてくだ
さっている先生方には感謝しております。毎日学校が楽しく、そして友達や先生方との関わ
りに充実した６年間を送ることが出来たことが何よりの力であり、親子の宝物の時間になり
ました。本当にお世話になりました。ありがとうございました。

令和 2 年度も残すところ 1 か月となりました。臨時休校から始まり、様々な
場面で児童にとって、制約された学校生活でした。その中でも「先生、落とし物
です。」と花壇のレンガを持って来る児童、「氷がはっていました。」と氷を手に
している児童、
「ここを直したほうがいいと思います。」とタイルが外れそうなと
ころを見つけて伝えに来る児童等々。日々の生活の中で変化を見つけ、問題を解
決していく姿、好奇心旺盛に眼を輝かせながら活動に夢中になる姿に私たちがず
いぶん元気づけられました。そして、何よりその姿を支えてくださった保護者の
皆様に心より感謝申し上げます。
また、新型コロナウイルス感染症が拡大していく中、毎日の検温、体調不良時
のお迎え、登校に対する配慮等々たくさんのご協力とご理解をありがとうござい
ました。まだこの状況は続きますが、命を守ることを最優先に考え、主体的に学
べる学習活動に、透明性の高い温かい学校づくりに取り組んでまいります。
最後になりましたが、たくさんの温かいお言葉は、教職員一同にとって大変励
みになります。いただきましたご意見、励ましをしっかり受け止め、学校経営改
善に生かしていきます。ありがとうございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
尚、掲載されているご意見は、個人・学級の特定や表現上誤解が生じる恐れの
あるものについて、あるいは個人的なメッセージにつきましては、掲載の差し控
え、または若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
ないご意見につきましても学校として内容を受け止め、併せて、学校経営改善に
生かしてまいります。ご理解ください。

