学校評価

保護者の皆様からのご意見

保護者の皆様からのご意見

学年

及び

学校からの回答
学校からの回答

▲学校行事の変更（参観日，遠足等）があれば，
夏休みにでもメール等を活用して早めの連絡をい
ただきたい。初めに頂いた年間行事予定と２回目
にもらった年間行事予定表が全然違う日だったり

1年

しました。共働きのため，調整して学校行事に参
加しているので，お願いします。
▲金曜日のお手紙で木の実とか火曜日に持ってき
てといわれても，土曜日も仕事，日曜日は発表
会，月曜日も仕事で，拾いにいくことができませ

行 んでした。糸満に行ったときに拾ったものでの工
事

1年

作がよかったと思います。なかなか近所に落ちて
いません。お友達からもらえたのでよかったので

予 すが・・・。
定

▲年間行事を見て，「授業参観日」を確認して仕

○見通しを持った行事や予定の運用を心が
けておりますが，やむなく変更すること が
ございました。
もし，変更する際には，できるだけ早急に
保護者の皆様にお知らせするようにいたしま
す。

事の休みを取ったら，日にちの変更があり，仕事
休み調整にてこずってしまいました。（Ｈ30．

2年

9）行事の変更があるときは，前月に希望の休み
をお願いするので，早めに知らせてほしいです。

▲授業参観日が変更になった際，早めにメール等
で知らせていただけると助かります。
▲急な日程の変更はやめてほしいです。変更する
のであれば，２か月前まででお願いします。
▲平日の授業参観が多いので，土日にやってほし
い。

3年
4年

1年

○午後の授業参観も実施しております。

▲授業参観が２時間しかなく，兄弟がいるとみん
なのクラスの授業が見れないので，もう少し時間

○5月に「みんなの学校」と銘打ち，日曜日に
おける授業参観を行っております。どうぞお
越しください。

2年

授 をふやしてほしいです。
業 ▲授業参観は２～３校時であると，仕事の休みを
参 取りづらく，毎回参加するのが厳しいので，５校
観

時にも設けていただけると半日休みで済むので助

2年

かります。

○できるだけ多くの教科の指導を公開する
ようにしてまいります。

▲算数の授業がついていけないように感じるのと
同時に，私も教え方がいまいちわからないので，
授業参観など図工や道徳もいいのですが，算数の

2年

教え方を参考にしたいので，授業参観に算数を取
り入れてもらいたいです。

工

・早く工事が終わってほしい・・・。

2年

事
に
関
す

○豊見城教育委員会施設課の予定では，７月
中に運動場も正門も完成し，８月より完全運
用開始の予定です。ご不便をおかけします

工
事
に
関

▲欲を言えば，早く運動場ができるといいなと
思っております。

す ・運動場はいつできますか？ 全ての工事が終わ
る
こ

るのはいつですか？

3年
３年

○豊見城教育委員会施設課の予定では，７月
中に運動場も正門も完成し，８月より完全運
用開始の予定です。ご不便をおかけします
が，ご理解ください。

・グラウンド整備はいつ完成しますか？来年は６
年生になるので，新運動場での運動会を見たいで

5年

と す。よろしくお願いします。
・正門付近の整備を早急にお願いします。

5年

▲運動会の開催時期を９月以降にすることは難し
いでしょうか。６月というと沖縄は，ほぼ夏と変
わりません。家族で参加させていただく行事とし
ましては，赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃ
んまでと年代も幅広いですが，６月はすでに暑さ

1年

厳しく今年の運動会でも隣のテントで赤ちゃんが
少々苦しそうでした。うちにもおばあちゃんがお
りますが，やはり「暑くて大変」と話しておりま

○運動会の期日について，多くの御意見を
いただき，ありがとうございました。７月の
学校評価の回答にてお知らせいたしました
が，市の陸上競技場の改修工事が７月上旬か
ら年度末にかけて行われるため，仕方なく6月
末に実施したという経緯があります。
平成３１年度は運動会を11月3日に，上田小
学校の運動場で行う予定です。

学 した。ご検討いただけると幸いです。
校 ▲運動会を10月か11月にしてほしいです。
行 ▲運動会は秋ごろがよいと思います。→真夏の練
事 習は危険です。

（ ▲11月ごろ運動会をしてみてはどうですか？
運 ▲運動会は夏に実施してほしくないです。（校舎
動 改築があってのことだとは思いますが）
会 ▲運動会は夏休み後がいいと思います。→真夏は
・ 暑すぎて危険です。

2年
3年
4年
4年

5年

上 ▲「上田っ子発表会」では，マイクがあればと感
田 じました。子ども達は一生懸命発表しているの

っ に，それが伝わらない部分が多々あって，とても
子
発

4年

残念な気がしました。※音響の工夫？見る側のマ

○保護者の皆様には，子ども達の一生懸命な
姿を心より応援していただきますよう，学校
からも呼びかけを行ってまいります。ご協力
をお願いします。

ナーももちろん必要です。
・親のマナーが悪く，小さなお子さんを放ってい

表 るので，今年も残念でした。特に，６年生の劇の
会 妨げが気になります。生徒に近づきすぎたり，
等 立って観たり，カラーコーンを倒してみた

） り・・・。他校では，子どもが騒ぎ出したら退出
し，別教室のＴＶで見ていました。提案として，

4年

６年生以外の親で腕章をつけ，周りで注意する係
を配置してもよいと思います。セリフも聞こえな
いし，せっかくの場面も台無しになります。親が
きちんと子を見れないのであれば，そういった対
策は必要では？
・運動会，発表会等，子ども達への拍手が少な
い。一生懸命練習した子たちが達成感を得られて
いるのか心配。

○上田っ子発表会時の音響設備については，
マイクを借用して対応しましたが，確かに
少々聞こえづらい状況がありました。市へ予
算を要求して対応してまいります。少しずつ
改善される予定です。

3年

▲漢字の練習の仕方がきちんとしてほしく，家庭

宿
題

ではドリルを見てはらい等，形などをよく見るよ
うに教えていますが，書き順もよく間違えていま
す。他県の学校では，ノートに漢字が印字されて

・ いて，その下に書いていくものがあり，それだと
家 見て書けるのかなと思っていました。

3年

庭

○保護者の方にも宿題の○つけがしやすいよ
うに，きちんと解答の準備をする等，工夫し
てまいります。引き続き，お子さんの○つけ
へのご協力をお願いします。

学 ▲漢字はドリルを見てやらせてほしいです。形も
習 書き順も間違えて覚えています。
等 ▲宿題の○つけですが，答え（解答）のないプリ
ントを出されると大変です。そこのところ考えて

○漢字の学習では，筆順に沿って指でなぞっ
たり，空中に文字を書いたり，電子黒板で筆
順の動画を使用する等，工夫して指導を行っ
ております。

3年

ほしいです。
▲学年が上がる毎に勉強が難しくなって，基本が
できていない分，応用になるとさらにできなく
なっている。そのまま進んでしまい，家に帰って
きて宿題しようとしてもできず，とても時間がか
かることがある。性格上進んで聞くようなタイプ
ではないので上手く先生に言えない。なので，補

3年

○上田小学校では，授業中だけでなく，木曜
日の５，６校時の学習支援室，放課後や毎週
の補習の時間を利用し，個に応じた学習指導
を行っております。これからも子ども達が勉
強を好きになるような指導を頑張ってまいり
ます。

習等でつまづいている所の基礎基本から少しずつ

○今年度は運動会が６月にあった都合上，水
泳学習が１学期後半から行われましたが，次
年度は１学期前半（夏休み前）に水泳学習を
する予定です。

でもよいので，教えてほしい。その基礎や基本が
一年生のレベルのものであっても，指導できるの
であればお願いしたい。勉強を好きになってほし
い。
▲プールの授業は夏休み前がよいと思います。→
秋風の中のプールは非常に寒かったです。（見守

学 りのときにそう感じました）夏休み前の授業成果

３年

校 を夏休みの水遊び時にも活かせると思います。
で
の

▲プールの授業は夏休み前がいいと思います。夏
休み後のプールは寒く感じたし，夏休み前だと夏

5年

▲マラソン大会などがあればいいなと思います。

4年

学 休みの水遊びの機会にも活かせると思います。
習

▲読書や，音読などの指導について適正だと思い
ますが，それに加え，自分や身の回りで起こって
いる事などを比較し，自らの考えを発表(アナウ
ンスメント）することができる活動に取り組んで
ほしい。「５Ｗ１Ｈの法則」といった基礎を培え
るようなカリキュラムなどディスカッションでき
るような環境も集団生活でしたなしえない教育の
一環だと思います。ぜひ，積極的に活動の取り組
みとして検討していただければと思います。

2年

○現在，運動場がないため，マラソン大会等
の実施が難しい状況ではありますが，各学年
にて，工夫して体力向上に取り組んでおりま
す。
○児童の課題が自分の考えを伝えるというと
ころを踏まえ，学年，発達段階に応じて，対
話活動を工夫し，ペア学習，３人ミーティン
グ等を行い，積極的に自分の考えを発表でき
るような取り組みを行っております。

○頑張りノート，連絡ノートについては，保
護者の皆様と，担任をつなぐ大切な役割があ
ることを再確認し，目を通す様に心掛けてま
いります。

▲常に担任と連携はとっているのですが，行事な
どで忙しくなると，頑張りノート（学習ノート）
に書いても声を掛けても見てくれなかったりして
しまうと聞いたので，返事が書けなくても目を通
してほしいいなと思いました。親の勝手な都合か
もしれませんが，いじめをなくしていく為の第一

4年

心 歩で子どもとのやりとりの中での伝えなので，子
の どもの今言える気持ちを大切にしていきたいと
教 思っています。
育

・いじめ教育を多めに心に入る様にお願いしま
す。

・障がい者に対する接し方。

・学校は今工事中なのですが，災害時などの避難
訓練などしているのでしょうか。

4年

3年

3年

安
全

○いじめについては，市及び学校をあげて毎
月その認知につとめ，早期対応を心掛けてお
ります。 今年度は高学年においては，弁護
士による人権の授業を実施しました。特別支
援担当の先生による，障がい者に対する理解
を深める授業も行っております。引き続き子
ども達の心の教育に努めてまいります。

▲隣の市役所ができた場合の交通安全対策など，
今まで以上にどういったこと（子ども達への安全

3年

指導，再確認など）を取り組むかなどをもう少し

5年

○工事中ではありますが，ふるじま公園を避
難所と想定した避難訓練（不審者対応，火
災，地震津波）を行っております。
○引き続き子ども達への安全指導を徹底して
いくとともに，PTAと連携した立哨等の取組を
行ってまいります。

やってほしい。
▲完全下校の時間がわかりづらい。居残りが多
く，居残りしてまでやるべき内容なのか疑問。担
任が教室にいないときもある様で，子どもがいつ

3年

○居残りのさせ方を工夫し，遅くならないよ
うにしていきます。遅くなりそうな場合に
は，ご家庭に連絡をして，居残りが可能かど
うか確認していきます。

3年

○新校舎になり，市の計らいにより防犯カメ
ラを４台設置していただきました。来訪者へ
の声掛けやあいさつは全職員で行うように心
がけております。

学校をでているのか把握できているのかと思う。

登

子どもの集中力や体力を考えても，時間をかけて
残すより，内容や何時まで，といったことを伝え

校 ていった方が効率もよく，家で待つ家庭の心配も
・ 少なくなるのではと思いますが，いかがでしょう
下 か。小学生で帰宅が5時近くになるのは，個人的
校 には遅いと感じます。
指 ・学校周辺の安全指導が急がれると感じる。役所
導

は閉庁時間まで車の出入りが多いと思うので，登
下校の安全が心配。来庁者もいろんな人がいるは
ず・・・。灯りを増やしたり，防犯カメラ設置も
必要。声掛け，あいさつも重要（教育活動ではな
いです。すみません。）

5年

○施設の不具合については，すぐに市の施設
担当に連絡し，なるべく早く対応をしていた
だいております。もし，不具合を発見した場
合は，学校までご連絡下さい。なお，壁の湿
気の跡については，現在対応を検討中とのこ
とです。

5年

○校内には限られたスペースしかないため，
ご不便をおかけしております。大変申し訳あ
りませんが，ご理解下さい。

5年

○現在，運動場がない中で，体育の授業は体
育館と中庭と正面玄関前の広場でおこなって
おります。陸上の練習においては，スパイク
を着用するため，中庭の床が傷んでしまい，
体育の授業に支障をきたす恐れがあったた
め，使用を控えておりました。新しい運動場
が完成しましたら，思う存分動いてもらう予
定です。

・体育館の壁の湿気の跡が気になっていますが，
大丈夫でしょうか。建ってまだ２年ほどなのに
次々壊れる水回り，業者は適切な資材を持って工
事したのか疑問です。

施 ▲教育関連ではないですが，駐車スペースの無さ
設 に不便を感じる。台風の時の急な迎えなど，駐車
・

できない為大変困った。

設
備

・陸上やスポーツの大会に参加して思うのです
が，運動場のない環境の上田っ子は，やはり，ス
タミナや動きが他校に比べて少し劣るかなという
ことです。工夫は十分されているとは思います
が，中庭等をもっと有効に使えないでしょうか。
施設の保持のために使用に制限があるのは，理解
に苦しみます。大切に使うのもわかりますが，子
ども達に思いっきり動いてほしい。

▲裏門前の夕方の駐車の改善を早急に行ってほし
い。道路が一車線全てつぶれている状況。契約駐

5年

車場にまで駐車されている。
▲登下校時の裏門側の路上駐車に関するお願いが
あります。自宅が裏門より近いこともあり，雨に

迷 日や幼稚園児の迎え時間，小学生の下校時間の路
惑

駐が多く大変迷惑している状況が続いています。
私の仕事からの帰宅時間が14～16時という事もあ

駐 り，帰宅しても，路駐の車で，自宅駐車場にとめ
車 れないことや，帰宅して，再度出かけようとして
も，車を出せないことも多々あります。特に幼稚

5年

○学校からも，度々文書を配布してお知らせ
を行い，市の方でも路上駐車禁止の表示をさ
せていただいております。さらに，地域の住
民の皆様から学校に連絡があるたびに，警察
に連絡し，連携を取らせていただいておりま
す。今後も警察と連携を取りながら引き続き
注意喚起を行ってまいります。

園児や低学年のお迎えの方は，車から離れて校
舎，園舎まで迎えに上がる方もいて，車を移動し
ていただくこともできないことがあります。学校
側からの注意喚起を定期的かつ継続して行ってい
ただけると幸いです。よろしくお願いいたしま
す。
▲子ども達への放課後，登校時の※の用紙を頂い
て，家でも話し合いをしたら，学校では特に言わ
れていないとのことで，本人が忘れているだけな
のか？話を聞いていないのか？分からないのです
が，家庭に配るプリントの内容を学校でも周知し
てほしいです。

1年

○学校からのお手紙について，内容を子ども
達にも周知するようにつとめてまいります。

▲入学前に，この学校に入学しますか？と電話が
あり，有無を書いて提出する書類があるかのよう
に言われたのですが，入学前のオリエンテーショ
ンは体調不良で行けず，資料を頂き，必要手続き

1年

○現在，市の教育委員会，保育幼稚園課と連
携して，事前にどこの学校に入学するのか把
握するように努めてまいります。

1年

○１年生がのびのびと遊べる場所を工夫して
まいります。

２年

○「学校は～」と書いてある場合，学校全体
のことについてお答えください。その他学級
に関してご意見等ございましたら，備考欄に
ご記入ください。

2年

○日々の情報をできるだけ発信できるように
工夫してまいります。

2年

○ご指摘ありがとうございます。改善いたし
ました。

3年

○個人面談は夏休みに実施しております。個
人面談の時でなくても，お子さんの事で気に
なることがございましたら，電話にて承って
おります。どうぞご利用下さい。

4年

○施設課と連携して情報を発信できるように
してまいります。

4年

○現在，子ども達には，ちりバサミ等を持た
せて活動を行っております。応援ありがとう
ございます。

を終えたのに，わざわざ電話確認が必要なら事前
書類を出してもらったほうがよいのではないか。

・休み時間にもっとのびのびと遊べる時間をとっ
てほしい。

・アンケートにおいても「学校は～」とあります
が，それが「クラスなのか」，「学校なのか」で
も答えが変わります。それを学校としてどう受け
止められているかはよくわかりません・・・。

▲学校というより，担任によって日々の情報発信
の方法に違いがありすぎます。

▲学校のホームページは，お知らせのところの最
新のお知らせが最下部にあるので，わかりづらい
です。（普通，最終更新日が一番上に来ません
か？）

▲今年度は個人面談がなく，子どもの学校での様
子，生活面での課題などがわからず残念でした。
（仕方がないと思いますが・・・。）

▲小学校の工事に関する資料（工事状況や完成図
など）があれば，ホームページに載せるといいな

そ あと思います。
の
他
の

▲生徒が素手でごみを集めているのは見ていても
少しかわいそうです。衛生的にもちょっとどうか
と・・・。火ばさみみたいなやつを１人ずつ渡し

御 てあげたらどうでしょうか・・・。吸い殻とかも
意 多いですし。そもそもごみを捨てるなという話な
見 んでしょうけど（笑）これからもぜひ頑張ってく
等

ださい。

意
見
等
▲アンケート回答方法について，「判断に困った
場合は空欄に」とありますが，前回の開示でも，

4年

○判断に困り空欄になさった方が多数の場合
には，発信する側に課題があるととらえ，こ
ちらの発信の仕方を工夫してまいります。
○学校評価の結果は授業参観での掲示だけで
なく，ホームページにても公開しておりま
す。そちらの方も参照していただけるよう，
お知らせしてまいります。

5年

○アンケートではなく，学校評価です。記名
式にすることで，課題等をご指摘いただいた
方に直接，迅速に回答することを目的として
おります。どうぞ，趣旨をご理解いただき今
後もご協力よろしくお願いします。

5年

○体力向上の取組を強化するとともに，講演
会等の機会があればぜひ実施してまいりま
す。

5年

○運動会，上田っ子発表会等，学校行事のの
ある月には授業参観を実施しておりません
が，可能な限り授業参観を実施してまいりま
す。今後ともよろしくお願いいたします。

5年

○豊見城市として二学期制を継続すると決定
しております。

6年

○食べる時間は２０分確保されており，ほと
んどの児童が時間内に食べることができてい
ます。

その解釈をどのようにされたかが不透明です。ま
た，情報開示（アンケート結果開示）法ですが，
次年度においては，開示法要検討すべきかと思い
ます。授業参観は平日であり，来れない方も多い
中（毎回同じ方に感じます），この状況で開示で
きたという事にはあたらないかと思います。ま
た，掲示物に気づかず，素通りすることの方が多
く感じられました。

・アンケートを記名式にするのはおかしいと思い
ます。

▲学校での授業や宿題等，学習面では問題ないの
ですが，運動面を体育の授業）を見ていると，逆
上がりなど，身体面の能力が全体的に低く感じ
る。外で遊ぶ機会が減っているのが原因だと思わ
れるが，何かの成功体験を感じて，率先して運動
する子ども達になってもらえる様，県内スポーツ
のプロや専門家による講習会等ができたらと思い
ます。夢や目標を持つこともできると思うので。

▲以前よりも授業参観が減っているように思えま
す。学校での授業態度を見たいので，もう少し増
やしてもらいたいです。先生方が大変なのは理解
できますが，学校の中でのことがあまり見えない
分，授業参観には必ず参加したいと思っていま
す。よろしくお願いいたします。

▲三学期制度を見直してほしい。

・給食をゆっくり食べれるよう，確保出来たらよ
いです。

学校評価にご回答いただき，誠にありがとうございました。皆様から頂いたご意見，ご感想は今後
の学校運営の参考にさせていただきます。

