
＜２学期 児童・保護者アンケートの結果をお知らせします＞ R4.12 月実施 
○児童アンケート   実施率 99.4％（令和４年７月 98.7％）                                                    
 質問項目 R４,7 月 R４ ,12 月 増減 % 

1 学校は楽しいですか。 92.2 91.5 －0.7 

2 学習の内容は分かりますか。 89.5 89.5 ＋0.0 

3 授業中、友達とかかわりながら、考えを発言したり、聞いたりできますか。 90.2 88.2 －2.0 

4 自分の考えや分かったことをノートなどに書くことができますか。 92.2 86.3 －5.9 

5 総合的な学習（生活科）の時間を通して、佐渡（ひと・もの・こと）のよ

さを見つけましたか。 

92.2 92.8 ＋0.6 

6 家で、平日に、学年×10 分間以上、勉強をしていますか。(塾は含まない) 92.8 88.2 －4.6 

7 自分のよいところを知ることができましたか。 79.7 77.1 －2.6 

8 かっぱ班や学級の人のよいところを伝えることができましたか。 85.6 84.3 －1.3 

9 だれにでも進んであいさつしようとしていますか。 86.9 82.4 －4.5 

10 運動は好きですか。 92.2 93.5 ＋1.3 

11 体育の授業は好きですか。 90.8 90.8 ＋0.0 

12 早寝早起きをしていますか。 

・夜 9 時～10 時までにねる。・朝登校時刻の１時間前にはおきる。 

○十分な睡眠時間のめやす 

・１～３学年：9～10 時間 ・４～６学年：8～ 9 時間 

85.0 87.6 ＋2.6 

13 学校がある日にテレビやゲーム、インターネットをどれくらいしています

か。 

○平日 1 時間以内またはゲームをしない児童の割合 

48.4 45.8 －2.6 

14 進んで読書をしていますか。 73.2 72.5 －0.7 

○保護者アンケート  回収率 99.4％（令和４年７月 98.1％）                                      
 質問項目 R４,7 月 R4,12 月 増減 % 

1 お子さんは楽しく学校に通っていますか。 97.4 95.5 －1.9 

2 お子さんは学習内容が身に付いていると思いますか。 93.4 87.7 －5.7 

3 お子さんは進んで読書をしていますか。 41.4 48.7 ＋7.3 

4 お子さんは進んで家庭学習（音読、宿題、自学）をしていますか。 74.3 76.0 －1.7 

5 お子さんは相手や場に合わせた言葉遣いに気をつけていますか。 72.3 69.9 －2.4 

6 お子さんは自分から進んでおうちの人にあいさつをしたり、あいさつを

返したりしていますか。 

71.7 81.8 ＋10.1 

7 お子さんは体を動かして遊んだり、運動したりしていますか。 63.8 66.2 －2.4 

8 お子さんは毎日朝ご飯を食べていますか。 97.3 92.9 －4.4 

9 お子さんは早寝早起きをしていますか。 78.9 72.1 －6.8 

10 家庭でのゲーム、ＳＮＳ、インターネット等の使い方について、親子で話

し合った約束事がありますか。(親子で話し合った約束があると回答した

割合) 

55.0 50.0 －5.0 

 
令和４年度 河原田小学校 2 学期保護者アンケート意見集約（一部抜粋） 
＜肯定的意見等＞ 

・いつも丁寧な対応をして頂きありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

・いつもご指導してくださりありがとうございます。 

・楽しく学校に通っていて嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。 

・先生が大好きで、先生にすごいね！と言ってもらいたくて宿題を忘れないようにしているようです。先生  

が大好き効果は絶大で、色んなことに興味が持て、とてもありがたいです。これからもどうぞ宜しくお願い 

致します。 

・子供の様子から楽しく通えていることがわかります。 

・褒めたりしながら、色々なことに挑戦させてもらい、成長を感じられます。ありがとうございます。 

・お世話になっております。特に今のところ問題はございませんが、もし学校内で何が気になる点がござ 

いましたら、ビシバシとご指導の程、よろしくお願いいたします。 



・学習面でいつも根気強く子どもと向き合ってくださりありがとうございます。お陰で少しずつ自分で解け 

るものが多くなり、テストにも反映され意欲に繋がり始めました。ありがとうございます。 

・お忙しい中、いつも細やかな対応をしてくださりありがとうございます。 

・クラスを越えて、かっぱ班や下学年のお友達とも仲良く遊んでいるようで、学校での活動が楽しいと言っ 

ていました。コロナ禍ではありますが、学校全体での活動が増えて行くと良いなと思っています。 

・子の良いところに気付いてくれてありがとうございます。 

・音楽発表会の演奏に感動しました。忙しい中ご指導いただきありがとうございました。 

・些細なことでもできたことを褒めてくださるので、自信につながっているようです。また、お忙しい中、必ず 

自学ノートに目を通して頂いていて、ありがたいです。 

・いつもお世話になっております。先生方の熱心なご指導に心から感謝致しております。これからも、子ど 

もたちの成長を見守り続けてくださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

☆ 学校へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。１学期に続き、皆様からの温

かいメッセージは教職員のエネルギーとなっています。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

＜意見・要望等＞  

【生徒指導について】 

・仲良くしているお友達が他のお友達に嫌な事をされていると聞きました。嫌な事ってなに？と聞くと、一  

緒に遊ぶ時に仲間外れにしたり、腕を引っ張ったりしていると。やめてあげて！と自分は言うけど、嫌な 

事しているお友達はやめてくれないと。仲良しのお友達が嫌がらせされている姿を見るのも辛いです。 

子供からの話なので真相は分かりませんが、学校でもお友達同士のトラブルはなるべく先生が仲介に 

入り、みんなが楽しい学校生活を送れるようにして欲しいと思います。 

・言葉遣いは、家庭でも声をかけ気にしていますが、教室での言葉遣いを学校側で気にしてもらいたい 

です。言葉の乱れがかなり気になります。 

・友達との関わり方(言葉づかいや嫌がることをしない、仲間はずれにしないなど)について、先生から子ど 

もたちに話してもらえるとありがたいです。 

☆ トラブル発生時には、即時対応を心掛けています。今後も、児童や保護者の皆様の声をよ

く聞き、寄り添いながら支援していきます。アンケートの結果、学校が楽しいと感じる児童

が、91.5％です。自己肯定感を高める活動を継続するなど、全児童が楽しいと感じる学校に

なるよう努めてまいります。 

【下校後の遊びについて】 

・今の時期暗くなるのが早いので、遊びに行っても早く帰るように話してほしい。家も早く帰るように言っ 

いますが、ぜんぜん聞いてくれないし、他の子も暗くなるまでグラウンドにいたりしているので心配です。 

☆ 学校では、「学校生活のしおり」に沿って、帰宅時刻を、３月から文化祭終了後までは 17

時、文化祭終了後から２月までは 16 時 30 分と指導しています。ご家庭でも、目を通してい

ただき、他のきまりも含めて、この「学校生活のしおり」に沿って親子で話し合っていただ

けますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

【メディアコントロールについて】 

・１年生の授業に１人１台端末が必要なのか学習により効果があるのか疑問です。スクリーンを見る時間  

が長くなると、精神的に問題が出てくることから明らかになっているのに、低学年の学習に端末はどう利  

用されるのか利点は何か、よく理解できません。 

・我が家ではスクリーンタイム（ＴＶ・パソコンなど）を増やしたくない方針です。時々学校からタブレットを持  

ち帰っていますが、つい学習に関係のないことに使用してしまうため、親の監視が必要、または取り上げ 

となっています。普段の宿題は、プリントやドリルなどが主のようで、どうしてもタブレットが必要でなけれ 

ば持ち帰らなくてもいいようにできませんか。 

☆ メディアコントロールについてこのような貴重なご意見をいただきありがとうございます。

１０月には、佐和田地区学校保健委員会と青少年育成協議会共催の講演会を行い、保護者の

皆様からも参加していただきました。学校ではよりよりメディアとのつきあい方について指

導を継続すると共に、今後も、子どもたちをメディアから守るために、家庭と連携した取組

を進めてまいります。 

※いただいたご意見は、学校運営協議会等でも取り上げさせていただきます。今後も教職員一同、研修に励

みながら指導力の向上に努めるとともに、児童一人一人に寄り添いながら支援していくように努めてまいり

ます。 



大人あいさつボランティア 
 １月１１日（水）は、毎月１回の大人あいさつボラ

ンティア活動でした。主任児童委員・民生委員の皆様

から参加していただき、総務委員会を中心とするボラ

ンティアの子どもたちと一緒に、登校する子どもたち

に温かい声掛けをしていただきました。３学期も、河

原田小学校のあいさつの合い言葉「あかるくえがおで 

いつでもどこでもだれにでも さきに つづけよう」

を意識して、取り組んでいきます。今年度残り２回の

あいさつボランティア活動に、保護者の皆様からもご

協力いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。  

校内書き初め大会 
１月１１日（水）は、毎年恒例の全校書き初め大会

でした。  

１、２年生は硬筆、３～６年生は毛筆の課題に取り

組みました。一文字一文字、一筆一筆、丁寧に書き進  

める子どもたちの表情がとても真剣で、心地よい緊

張感が教室に漂っていました。作品、１月２７日（金）

まで展示しています。子どもたちの力作をどうぞご

覧ください。  

＜校内書き初め展 展示場所 硬筆：２階図書室前 毛筆：３階フリールーム＞ 

今後の学校行事について（予定） 

今後も、ご来校の際は、 体温チェック、マスク着用、手指消毒等のご協力をお願いいたします。  

    

     ２月・３月 主な行事予定                                                 
                        

 

 

 

 

 

 

１月２７日（金）○ 学習参観  13:55～14:40  学級懇談会 14:55～15:30 
★ 密を避けて参観ください。（全保護者対象） 

２月２４日（金）○ マーチング引継式 13:20～13:40  ○６年生ありがとう会 13:50～14:50  
★体育館ギャラリーからの参観となります。（５・６年生保護者対象） 
○ ＰＴＡ総会 15:00～15:40（全保護者対象） 
★ ２階ランチルームにて、密を避けてご参加ください。 

３月２４日（金）○ 第７６回卒業証書授与式（全校児童参加） 
★  ６年生保護者（各家庭２名まで）  

 

＜２月＞ 
1 １日（水）大人挨拶ボランティア  
 ２日（木）スキー教室（４年）  
 ７日（火）新１年生入学前保護者会  

９日（木）スキー教室（５・６年）  
１５日（水）スクールカウンセラー来校日  

※今年度最終です  
２４日（金）６年生ありがとう集会  

マーチング引継式  
口座引落日  

２７日（月）校外子ども会  

＜３月＞ 
１日（水）大人挨拶ボランティア  

学校運営協議会④  
１７日（金）授業４限  
２２日（水）授業４限  
２３日（木）終業式 給食最終日  
２４日（金）卒業式  
２７日（月）離任式  
      学年末・学年始休業（～4/5）  



 


