
 

                           

                                              

  

 

 コロナ禍の中、なんとか無事に１学期が終わります。これも、生徒の皆さんの頑張りと、保護者

の皆様のご協力のおかげです。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校評価へのご協力、ありがとうございました。 
 自由記述欄に書いていただいたご意見への回答です。ありがとうございました。 

1 日頃から先生方の教育活動には感謝しています。部活も楽しいと

言っている息子の姿を見られてうれしい限りです。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。 

こちらこそ、日頃のご理解、ご協力に感

謝申し上げます。これからもお子様が「楽

しい。」と言えるように教職員一同、努力

して参ります。今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。 

2 道徳教育に取り組み、個性を大切にする、相手のことを理解すると

いったことをされていると思いますが、先生がそれをできていな

いのではないでしょうか？言葉を理解することが苦手で人より多

くの説明を必要としている息子に対し、「あいつ日本語が通じな

い。ヤバイ」と他の生徒の前で発言し、それを聞いた生徒がクラス

でそのことを言いふらしている。「先生に日本語通じてないって言

われている。マジでヤバイ！」と直接本人に言わず、他人、関係な

い人にまで、ふれまわっているのはいかがなものでしょうか？子

供同士で、○○がヤバイということはあると思いますが、先生がそ

れを言うというのはどうなんでしょうか？先生も人間なので、思

うところはあると思いますが、職員室で言ってください。先生から

そう言われていると言われている息子を、ほかの生徒がどう見る

かわからないわけではないと思います。部活でできるようになっ

たことを嬉しそうに話してくれている一方で、先生からそのよう

な言われ方をされているのは非常につらいです。こ・そ・あど、言

葉で指示するのではなく、わかる指示をして欲しいです。 

教えてくださってありがとうございま

す。 

すぐに事実を確認し、担当教員と管理職

が家庭訪問させていただきました。大変

申し訳ございません。 

同じようなことが起こらないよう、教職

員に厳重注意しました。 

そのようなことがあった場合は、すぐに

学校にお知らせいただければありがたい

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

3 入学前の学校説明会で学校に行った時、すれ違う生徒さん全員か

ら大きな声であいさつをしてもらいました。とても気持ちがよく、

入学前に不安だった気持ちがなくなり、とても良い学校だなぁと

感じました。自分の子供もそうなってくれると良いなと思います。 

生徒たちをほめていただきありがとうご

ざいます。本校の生徒は、しっかりあい

さつできることが自慢です。伝統として、

つながっていくことを願っています。 

4 いつもありがとうございます。子供は毎日楽しそうに学校へ通っ

ています。テストまでの学習の計画書などをさせてくださるので、

なるほどーとありがたく思っています。勉強しなくちゃ・・・とや

らされてるのではなく、「自分からしよう！」と思える関りをして

くださり感謝しています。部活動も柔軟に対応してくださりあり

がとうございます。試合は一緒に出場できなくても、仲良い友達と

サッカーできる時間はとても貴重なようです！！ 

ありがとうございます。毎日楽しく通っ

てくれていることがうれしいです。中学

生は忙しい中、本当によくがんばってい

ると思います。部活動は、地域移行を進

める方向で進んでいます。簡単にはいき

ませんが、子供たちにとってよい方向へ

進むように、考え、意見を言っていきま

す。よろしくお願いいたします。 
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5 子供の話を聞いていると、上下関係なく、子供たちが交流している

様子、行事を楽しんでいる様子が伺えます。初めての事だらけです

が、子供なりに考え、分からないところは聞ける環境だと思いま

す。勉強は大変ですが、このまま学校生活を楽しんでくれたらと思

います。先生方にはこれからもご迷惑をおかけすると思いますが、

よろしくお願いいたします。 

１年生は、初めてのことだらけ！戸惑う

ことも多いと思いますが、考え、周りに

聞きながら、成長していくのだと考えて

います。少し不便だったり困ったりする

方が大きな成長につながるのかもしれま

せん。こちらこそ今後ともよろしくお願

いいたします。 

6 毎日、夜の食事中に、子供が父母に担任の先生の話を楽しそうにし

てくれるので、穏和な印象を受けております。「保健の先生は看護

師みたいだよ」と信頼を持ちながら子供が頼っているようで、親も

安心できます。 

一家団欒のなか、担任や養教の話を聞い

てくださっているところが目に浮かびま

す。養教は新卒２年目ですが看護師免許

もあります。ご安心ください。 

7 我が子が中学生となり、新しい環境の中で戸惑いながら見守って

います。勉強に部活に合唱コンクールにと、色々なことに積極的に

取り組む様子を見て、ありがたく思います。担任の先生の小咄や部

活の先生の熱のこもった指導、娘の話をききながら私も自分の中

学生時代を思い出しています。今後とも、どうぞ愛のある指導をよ

ろしくお願いします！！ 

「愛のある指導」と言っていただきうれ

しく思います。学校での出来事をたくさ

ん話してくれる娘さんにも、たくさん聞

いてくださる保護者様にも、感謝です。

こちらこそ、どうぞよろしくお願いいた

します。 

8 いつもありがとうございます。参考までに、他県では順位を出さず

に、２５１点～３００点＝何人、３０１点～３５０点＝何人、３５

１点～４００点＝何人で出るそうです。メリットは自分の点数の

数十点前後に何人いるかが分かるそうです。あと十点取れていた

ら・・・と身近な目標値で考えたときに、本人にも分かりやすいか

なとは思います。 

情報をありがとうございます。子供たち

にとってより意欲がわく方法であれば、

検討していきます。定期テストをなくし

た学校もあるようです。しばらくしたら

生徒たちから「定期テストを復活させて

ほしい。」と声があがったそうです。 

9 学習だけでなく、生活面や部活動など、前向きに取り組もうとする

姿勢が身についてきているように思います。先生方のきめ細やか

なご指導のお陰だと感じております。ありがとうございます。 

「前向きに取り組む」なんてステキなの

でしょう。お子様が力を発揮出来るよう、

今後も全教職員で支援していきます。 

1

0 

いつもお世話になっています。社会に出るための大事な人生の過

程なので、生徒たちの心をサポートしながら、褒める所は褒め、間

違っている所はしっかり注意、諭していってもらえればなと思っ

ております。 

おっしゃるとおりです。「ならぬものはな

らぬ」ブレずに生徒の前に立ちたいです。

そして、沢山褒めることを忘れずに、対

応したいです。 

1

1 

とてもお忙しいとは思いますが、子供や私たち親に対しても、たく

さん話を聞いてくださり向き合ってくださることにとても感謝し

ております。ありがとうございます。 

こちらこそ、ご相談いただけることがと

てもありがたくうれしく思っておりま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

1

2 

４月に数人の先生方と話をしたとき、「授業を聞きながらノートを

とるのは難しい。しっかり聞いているからノートのことはあえて

言わない」と共通の意識を持ってあたっていることが分かった。先

生方が連携して対応して下さることはとてもありがたいと思って

いる。 

ありがとうございます。教員は、学年会

や部会で話し合ったことを全員で共通理

解しています。同じ対応ができるように

と心掛けていますが、うまくいかないと

きもあります。申し訳ございません。 

1

3 

子供から学校での話を聞く時間をとても楽しみにしています。言

葉の使い方や子供なりの人への配慮など、先輩、友達との会話の様

子から、心の成長を感じとることができてうれしく思います。先生

方が、きめ細かに見守り多方向から支えてくださることを感じ、感

謝しています。 

うれしいコメントをありがとうございま

す。中学校の３年間の子供たちの成長と

いったら目を見張るものがあります。そ

こへ関われる教員という仕事は、とても

いい仕事です。 

1

4 

最近暑い日が多く、体育、部活動ともに熱中症が心配です。特に体

育の時間は、先日も授業後に体調をくずした生徒がいたように聞

いていますのでご配慮のほどよろしくお願いします。コロナ対策

について、個人情報のこともあり個人が特定されないようになっ

ていることは理解できますが、体調に異変がなければということ

で登校が許可されますが、無症状が多いこともあり登校させるべ

きか判断に迷うことがありました。保護者の職場の規定とも沿わ

ないこともあり、もう少し情報提供をしていただきたく思います。

冬場の送迎の際に停車スペース付近が暗い、子供が見つけにくい

との話がありました。近隣の住民との確認も必要でしょうが、街灯

熱中症へ配慮、承知しております。暑い

中、子供たちが頑張りすぎないように気

をつけます。コロナは感染者がまた増え

てきています。生徒や教員に陽性者がで

た場合は、保健所の指示を受け対応しま

すし、メール連絡をします。ご家族で陽

性者や濃厚接触者がでた場合も保健所の

指示を受けてください。しかし、保健所

の対応も今後また変わるかもしれませ

ん。保健所からの指示が遅く判断に迷う



の増設を検討お願いします。 場合はご相談ください。 

街灯増設は、市当局へお願いしていきま

す。 

1

5 

以前のアンケートで、「あいさつを先生に無視される。」に対して答

えが「先生にも色々あるから許してね。」というのが、いまだに納

得いきません。先生も、生徒も、あいさつは相手を見てはっきり大

きな声（伝わるように）で、と保育園で習いましたよね。色々ある

から・・・との理由で、先生を守る形の校長先生に、正直不信感を

抱いてしまいました。お電話することでもなかったので、こちらに

書かせていただきました。 

隅々まで回答を読んでくださってありが

とうございます。あいさつができないよ

うな教員ではだめですよね。同感です。

指導もしています。まだ変わらないでし

ょうか。回答が言葉足らずで申し訳ござ

いません。校長への不信感へつながった

と言われてもやむを得ないと思います。 

1

6 

５時間目の体育は、食後すぐのため、子供たちはつらいと思うの

で、できるなら避けてください。よろしくお願いします。 

その通りなのですが、色々な絡みでそう

なってしまいます。申し訳ございません。

来年度はそうならないよう努力します。 

1

7 

部活動で大変お世話になっています。ひどい雨の日でも暑い日で

も朝早くからでも、先生方も家庭がある中、南部中の子供のために

本当にありがとうございます。中学から始めたサッカー、いつも本

当に楽しそうです。 

温かいお言葉ありがとうございます。部

活動の在り方を考えていかなければいけ

ない時期にありますが、子供たちが頑張

る姿を見るためには・・・。最良の道を

模索したいと考えています。 

1

8 

ブログで毎日の様子を見せていただき、本当にありがたいです。ま

た、土日などの休日にも部活動の指導をしてくださり、ありがたい

です。おかげで子供は、毎日、楽しく学校生活を送っています。 

ブログを読んでくださってありがとうご

ざいます。子供たちの様子が少しでも伝

わっていればありがたいです。お子様と

の会話のきっかけにブログがなっている

とのこと、うれしいです。部活動指導も

保護者の皆様の応援があればこそです。

今後ともよろしくお願いいたします。 

1

9 

いつもブログやお便りで学校の様子を教えていただきありがとう

ございます。学校での様子は聞くと少し話してくれますが、ブログ

等を見て聞くことが多いです。 

2

0 

ブログ毎日楽しみに見ています。お忙しいなかありがとうござい

ます。 

2

1 

下校時には、いつもたくさんの先生方が外に出て、子供たちの安全

に配慮してくださっています。お迎えが来るまで子供と一緒に待

っていてくれることもあり、本当にありがたいです。修学旅行のブ

ログを拝見しました。コロナ禍でも子供たちが楽しめる内容を工

夫していて、とってもいいな～と思いました。我が子は来年なので

楽しみになりました。部活動においては、先生方の負担がとても大

きいなと感じます。学校の先生がついていてくださると安心感は

ありますが、地域の方や講師に任せられれば先生方の負担が減る

ので、外部にお任せする方向で進めてもらえればと思います。いつ

もありがとうございます。 

たくさんのうれしいお言葉、ありがとう

ございます。おかげさまで無事に修学旅

行を実施できました。福井県の素晴らし

さを再認識できとてもよかったです。リ

アルタイムで更新したブログ、たくさん

見てくださってありがとうございます。

部活動は、いろいろな競技で外部指導者

に入っていただいています。働き方改革

の面でも指導力向上の面でも大変ありが

たく思っています。 

2

2 

毎日何事もなく普通に学校生活ができていることは、先生たちの

支えがあってこそのことだと思います。本当にいつもありがとう

ございます。 

こちらこそありがとうございます。お子

様の元気はご家庭の支えがあってこそ！

今後ともよろしくお願いいたします。 

2

3 

部活動をせず校外活動をしていますが、いつも担任の先生が応援

して下さり、試合の参加のためにお休みするときも快く送り出し

ていただけて感謝しています。本人も安心して打ち込めています。

いつも本当にありがとうございます。 

校外であっても生徒ががんばってくれる

のは大歓迎です。安心して打ち込めるよ

うに学校ができることは、協力いたしま

すので、どうぞおっしゃってください。 

2

4 

いつも先生方には感謝しております。先生のお便りを楽しみにし

ています。 

教員のお便りを読んでくださってありが

とうございます。励みになります。 

2

5 

いつもありがとうございます。今年も予定されている活動や行事

が、予定通り行えることを願っています。中学校の PTAも最後な

ので、学校に協力できること、していけたら良いなと思います。 

ありがとうございます。PTA の行事も感

染防止対策をしながら、実施していけれ

ばと思っています。どうぞお力をお貸し

ください。 



2

6 

学校祭に向けてとてもはりきっています。学校に来れないクラス

メイトとも協力しあえるか。それともその働きかけがプレッシャ

ーになってしまわないか悩んでいるようでした。組長という大役

を先生にアドバイスをもらいながらこなしていこうと意気込んで

いるのが、毎日の会話から伝わっています。ありがとうございま

す。進路や学習においてもそのくらい熱心になれるよう声をかけ

ていただけるとありがたいです。 

３年生にとって大事な大事な学校行事で

す。全力で楽しんでほしいと思います。

その後、きっちり切り替えて、自分の進

路へ向かって進んで行けるよう、学年全

体で動いていきます。応援、よろしくお

願いいたします。 

2

7 

学校側は、いつまでマスクを強要し、我慢をさせるのですか？正し

い知識や真実について調べたりしてのことでしょうか？目には見

えませんが、この数年で健康を害されています。我が家は、真実を

知っているので、この状態は間違っていると思っています。親とし

て、人として、大切な子供を通わせたくないのが本心です。 

コロナ感染予防対策は、市教委や保健所

の指導の下、市内の全小中学校で同様に

行っています。様々なお考えがあると思

います。それでも学校へ送り出してくだ

さってありがとうございます。 

2

8 

いつもご指導ありがとうございます。楽しく学校へ行ってくれる

ことは一番親としてはうれしいです。 

学校も、子供たちが元気に来てくれるこ

と、ありがたいです。 

2

9 

前回のアンケートで「南部中でトラブルがあった場合、隠すことは

ないと約束します。」とありましたが、隠しましたね。自分勝手な

思い込みで娘の私物を机から盗み、隠し、学校の備品である椅子ま

でも隠された件で、対応が早かったことはありがたかったですが、

約束を守っていただけなかったことは残念です。また息子が入学

直後に高校生に一方的に絡まれた件に関しても、担任の先生、学年

主任の先生の素早い対応には本当に感謝しかないですが、報告さ

れませんでしたね。とても残念です。夏・冬制服の移行期間の服装

ですが、ブラウスやカッターシャツのみではいけないのでしょう

か？人によって体感は違いますし、学ランや学生服では暑い日も

あると思います。他の中学校は、ブラウスでも良いと聞きます。カ

ッターシャツやブラウスに校章があるのにどうしてダメなのでし

ょうか？先日の学校説明会の時、娘の机に座ったのですが、机と椅

子の高さがあっておらず、体が辛かったです。娘は私よりやや高い

ので、日頃合わない机で学習するのはしんどいと思いました。実際

「気分が悪い」と言っていました。 

トラブルへ早期に対応ができてよかった

です。学校としては起こったトラブル全

ての皆さんにお知らせすることはしませ

ん。ご理解いただければありがたいです。 

制服については、生徒会で相談していき

ます。ブラウスの生地が薄いことがネッ

クになっています。 

机と椅子の高さについては、学校保健会

が定めた身長別の基準に基づいて調整し

ていますが、個人差があるので合わない

場合があると思われます。姿勢が悪くな

らないよう調整します。 

3

0 

学年だよりに下校時間を書いてくださるので、とてもありがたい

です。 

お便りをきちんと読んでくださってあり

がとうございます。 

3

1 

部活が何より楽しいと言っています。３年間ずっとコロナ禍でし

たが、毎日充実した経験をさせてもらえて、本人の成長につながり

ました。いつもご指導ありがとうございます。 

子供にとって部活動はとても大きなウェ

イトを占めています。成長につながった

と言っていただき、大変うれしく思いま

す。ありがとうございます。 

3

2 

通学路の危険な場所の用紙を提出したが改善されていない。昨年

は子供が伝えている。子供が「今日危なかった」「びっくりした」

など言っている。改善できないなどの報告もないし、提出する意味

とは？エアコンの風のあたる生徒が「寒い」「お腹が痛い」と言う

と風の向きを変えたり、衣類で調整させるのではなく、切ってしま

う教員がいる。風もあたらず暑い席で我慢している人もいる。それ

なのに切ってしまうのは授業どころではない。頭痛、気持ち悪いと

熱中症のような症状が出ています。夏休みに各教室のエアコンの

かかり具合やどの席が暑いか寒いかなど、教員が体験し対策を考

えてもらうと安心です。下校時間が学級通信に記載されているの

とても助かります。ありがとうございます。部活計画書の意見のと

ころに何度かいても返事がきたことがない。なぜ？ 

通学路の安全点検については、市教委か

ら毎年調査があり改善していただいてい

ます。ご指摘いただいた箇所は、市教委

から区長会へ連絡がいっているそうで

す。教室のエアコンについては、扇風機

やサーキュレーターを駆使しなるべく教

室内が一定温度になるよう工夫していま

すが、なかなかうまくいきません。調整

していきたいと思います。部活動計画書

のご意見については、顧問に伝えておき

ました。申し訳ございません。 

 

 


