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▲毎年運動会が天気の不安定な6月にあると，熱
中症になりそうになります。少しでも涼しい10

1年

月，11月に行ってほしい。
▲運動会は10月か11月に行ってほしいです。ぜ
ひ涼しい時期にお願いしたいです。

1年

▲運動会の開催時期について，大人も含めて，6
月はとても蒸し暑く体力的に厳しかったです。
（応援に来た祖父母はダウンしてました。その他
大勢から同意見が

1年

ありました。）申し越し暑さの和らいだ頃に
行っていただけると嬉しいです。

▲運動会の時期を11月や12月にできないか。

2年

▲運動会を行う時期を考慮していただきたい。子
ども達の体力や応援に来る家族（高齢の方や乳幼
児など）の事を考えると，もう少し涼しい時期に
行った方がよいと思います。（なぜ暑さの厳しい
時期に行うのでしょうか。）運動会の取り組み

2年

や，普段の生活での先生方の取り組みには，すご
く感謝しています。幼稚園生と６年生の体力，発
達差や様々な家族構成があることを考えて頂きた
いと思います。

の参加も難しくなってきて，親としても大変暑い

本年度も，学校の運動場が整備中の為，市の陸上
競技場を借用しました。７月上旬から，市の競技場
2年
も整備のために使用することができないという状況
でした。そのために，本校の運動会は，６月末まで
に開催せざるを得ませんでした。
次年度の運動会は完成した自校の運動場で，９月
以降に実施する予定です。

時期で負担があります。学校行事として変更する

3年

▲運動会の時期を考えてほしいね。

▲毎年運動会がとても暑い時期な為，祖父母など

のは難しいと思いますが，10月などに運動会を
希望したいです。よろしくお願いします。

▲運動会を９～１０月に実施してほしいです。

▲運動会は６月は暑いので，11月や12月にでき
ないのか。

4年

4年

運 ▲運動会の時期を10月，11月にやっていただき
動 たい。6月には暑く，子ども達，参加者の体力が
会
に
関
す

消耗するため。

4年

運
動
会

▲いつもお世話になっており，とても感謝してお

に ります。先日行われました運動会，子ども達もが
関 んばっており，先生方の指導のおかげだと思って
４年

す いますが・・・
る
こ
と

とにかく，今の時期は暑い‼家族も，子どもも
熱中症です。以前の様にい涼しい時期にやっても
らいたいです。
▲運動会はその学年の成果を発揮する場だと思い
ます。学級の仲間との絆を深めるいい機会だと思
いますが，時期が早すぎると思います。できれ

６年

ば，秋ごろの実施を検討願いたいです。
▲運動会の実施を湿度，気温の高い６，７月は熱
中症になる確率が高く危険だと思います。

６年

▲学校の新運動場で運動会を実施した場合，今年
度と比較して観覧席が減ると思うので，そこがど

4年

うなるか心配です。

来年度の運動会は，１月に完成予定の運動場で運
動会を実施します。観覧席は，陸上競技場のように
はいきませんが，保護者の皆様のご理解とご協力を
得ながら，なるべく多くの方に参観していただける
ように工夫していきます。

▲来年度は学校の新しい運動場で運動会を実施す
ると思うが，観覧席がかなり縮小（今年度と比較

4年

して）されると思うが，そこが心配です。

毎年種目が同じというご意見ですが，各学年発達
段階に応じた内容で実施しています。また，同じ児
童がずっと同じ種目をしているわけではないので，
児童にとっては「次の学年では○○をやるんだ。」
というあこがれや目標を児童自身が持つことができ
ます。各学年においても，種目が同じでも内容を工
夫して変化を持たせるよう努力していきます。

▲運動会の種目（内容）が毎年一緒なのでかえて
ほしい。３年生→校歌ダンス

6年生のエイサー

曲をかえてほしい（今後も6月に運動会を実施す
るのなら５年生

の後半より授業の一環として取

り入れては？）

障害物とは言いませんが，体育

の授業でやる気縄跳びや跳び箱，マット系の物を
してほしい。
保護者と職員リレーをしてほしい。子ども達の
見せ場ではあるが，保護者や職員が頑張ることで
更に子ども達も後半のリレーを頑張ったり，これ
からもはげみになっていくと思います。

4年

保護者と職員のリレーというご意見ですが，昨年
度と今年度は会場が学校ではないために，係の仕事
や準備等，例年以上に時間を要することが予想され
PTA種目を削除していました。次年度は自校で実施す
るので，PTA種目を行う予定です。内容については
PTAの役員会で検討します。

▲学校教育とは少しずれてしまうかもしれません
が，運動会の種目の親子参加の競技内容は再検討
したほうがよいと思いました。理由は，盛り上
がっている様子がなかった印象であること，一生
懸命な方とそうでない方の差が激しいこと，ダラ
ダラと時間が過ぎている印象があったことの３点
からです。

６年生は小学校最後の思い出作り及び「親子のふ
れあいタイム」という目的で親子競技を行っており
ます。６年生の保護者の方は当日，練習なしで参加
1年
していることもあり，競技の進行に少々遅れが出る
こともありますが，ご理解とご協力をお願いいたし
ます。

▲教室にエアコンをつけてほしいです。

3年

▲新校舎へ移れてとても喜んでいましたが，各教
室にクーラーが設置されてないと聞いて，おどろ
きました。暑い教室では，集中力があがらないと
思います。

4年

是非，クーラーを設置して頂きたいと思いま
す。

ク

ー ▲日頃のご指導ありがとうございます。教室に
ラ クーラーの設置をお願い致します。（行政側の判 4年

ー

断だとは思いますが・・・）

夏休み中で全ての教室にクーラーが設置されまし
た。現在，子ども達は快適な環境で学習していま
す。

に
関 ▲教室が暑すぎる。授業参観行くまでに汗だく。
す 子ども達，もっと汗だく。クーラー入れないな
る ら，着替え（体育以外）を持たせる。「着替え
こ
と

5年

Time」を作ってどうどうと着替えさせる。

▲新校舎ができ，とても喜んでいましたが，各教
室へのクーラー設置がなされていないと聞いて大
変ビックリしました。子ども達の学習意欲をあげ

6年

る為にも，クーラーの設置は是非必要だと思いま
す。
▲学習環境について→クーラーを設置してほしい
です。（子ども達の学習意欲，静かな環境，休み
時間等の区別をつける，先生達への配慮等）市教

6年

委へ意見をお願いします。
▲今，正門として利用している所から，もしも不
審者が侵入した場合に職員室よりも子供達の教室
が前にあるので，大丈夫なのかと気になる。（人
の出入りを先生方が授業中に確認できているの
か）特に1年1組の教室は外から来て，教室の後
ろ側から入れるようになっているので，心配で

現在裏門は，幼稚園児の登園後に閉門していま
す。なお，1年1組側の出入り口も，職員で児童を誘
1年 導するとき以外は施錠しています。正面玄関につき
ましても，児童が登校したら，事務室側の来客専用
口以外は施錠しています。

す。
▲豊見城小学校では導入されたようですが，上田
小でも「ツイタもん」の導入予定はありません
か？最近は登下校中の事件，事故が多く心配で

2年

学校の施設の完成後，導入時の機器の設置場所も
含め，検討する予定です。

5年

今後も，市と連携して安全に登下校できるように
努めます。

安 す。
全 ▲現在，市役所をつくっていますが，実際には来
年から交通量もすごくなると思うので，その辺の
安全指導など学校でも市と連携してやって頂きた
いです。

▲地震などの避難訓練や，もしもの場合，どこに
子どもを集めるのかなど，具体的な案内などがあ
ればいいと思います。もしもが起こる前の準備が
足りないと思います。情報共有をしたいです。

▲車通勤している先生の運転が危ないと感じる時
がありました。

現在，運動場が工事中の為，隣のふるじま公園を
一時的な避難場所として，避難訓練を実施しており
5年 ます。最終的には体育館に集合し，親への引き渡し
をと考えております。（引き渡しカードにて確認済
です。）
6年

安全が最優先であるという確認をしました。職員
一同気をつけます。

▲子ども達に夢を持つことの大切さを教えたい。
成功している人，いろいろな職業の人の話を聞い

学校としても様々な学習の場を提供していきたいと考
3年 えています。なお，MASAマジックさんなどの有名な人と
ＳＡマジックを見せても面白いかなあ。もちろ
なると，抽選になることがあり，応募しても外れてしま
ん，学習面も大事です。先生方の研修・・いいと
うことがあります。悪しからずご了承下さい。
て，夢を叶えることの意味を知ってほしい。ＭＡ

思います。

地域人材の活用において地域の方々との交流がありま
す。（学習支援ボランティア，クラブ活動のボランティ
ア，学習支援室，放課後子ども教室，保幼こ小連携，南
域
部農林高校との交流，中学生による進路講話，キャリア
▲ＭＡＳＡさんを招いてマジックショーをしてほ
人
4年 教育における職場見学，社会見学など）
しいです。（小学校を巡回しているようなので）
材
児童同士の交流もあります。（夏休み前の外国籍児童
の編入学，特別支援学校児童の居住地交流など）
地

今後の予定として，人権擁護員の活用や弁護士の方を
講師に招いて人権に関する講話を頂く予定です。（５，
▲外部との交流学習などの機会が少ないと思う。 4年 ６年）

▲算数セットの中に計算カードや九九カードが
あった気がします。音読カードのように，計算
カードや九九カードも毎日の宿題に追加してもよ

2年

学校でも児童の実態を確認しながら適宜，対応し
ます。

いと考えます。

学
習 ▲１年生の時に1クラスに１冊，クラス全員で家
庭学習ノートを交換して記入して，みんなのノー
トの書き方や学習時間を見ることができたのはと
てもよかったと思います。２年生でも同じよう

今年度も「リレーノート（家庭学習ノート）」の
2年 取り組みを二学期に行います。ご家庭でも励ましの
声かけとサインをぜひお願いします。

に，勉強できるといいなあと思います。

環
境

▲1日でも早く運動場の整備をしてほしい。

6年

１月末までには完成予定です。

▲事前にわかっている居残りをさせる際には前日
に連絡してほしい。待っている方は心配だし，次
の予定がたてられないので，宜しくお願いしま

下

5年

す。

校 ▲急な居残りのときは連絡いただけると助かりま
す。
▲授業終了後，用がない人は速やかに帰るように
ご指導願います。

6年
6年

下校がいつもより遅くなる時には，事前に連絡を
いれるようにしていきます。
これからも，授業終了後は各学年で，教室にいる
児童を確認しながら下校指導にあたります。

▲授業参観はいつもの授業を見せるだけではな
く，子ども達一人一人の発表する場や，発言させ
る場を工夫をして，保護者が見ごたえのある取り

3年

組みをしてほしいです。
▲授業参観はただいつも通りの授業風景を見せる
だけでは，時間が長く感じるので，子ども達に発
表，発言させる工夫をして，見ごたえのある授業

授

にしてほしいです。

業 ▲授業参観も頻繁なのはいいのですが，親子で作
参 業という形の時もあり，仕事でいけない際，とて
観

も，子どもに申し訳なく感じます。

5年

全教師が，「わかる授業」，「楽しい授業」づく
りに向けた研究・研修を重ね，日々授業改善に努め
ています。
今後も授業中での発表や発言の場について，授業
4年
内容を工夫し，実践します。

▲ふだん子どもが学校でどういう生活をしている
のか保護者にはほとんどわかりません。授業参観
もまだ一回しか見ていないので，楽しくやってい
るのか答えることが難しいですが，先生の力量で

5年

クラスが楽しくなると思います。運動会の５年生
の組体操，すばらしかったです。短い期間での先
生方の指導はすごいと思いました。

進
路

▲中学校の進路について適切な助言が欲しい。

6年

内容によっては，中学校と連携して回答させてい
ただきますので，まずは担任にご相談下さい。

▲学校行事等，積極的に参加したいと思います
が，小さい子供を連れて行かなければならない場

駐

合，車で行けないのはとても不便です。校舎など
の建て替えでまだ整備されていないのは承知して

4年

車 いますが，仮駐車スペースを用意するなど参加し
場 やすい環境を整えてもらえると助かります。

▲もう少し車を停めてもいい場所がほしいです。

▲校内での感染症の流行情報を早めに知りたい。

保 常に予防策（手洗い・うがい）はやっているが，
健 発症した子や先生が出たら注意を促してほしいで
す。マスクなど追加して対応したい。

ケガや病気の方，妊婦さんや足の不自由な方等の
ための駐車スペースはわずかですが，確保すること
は可能です。担任へご相談下さい。

3年

今後も担任からの伝達，保健だより，メーリング
1年 サービス，学校のホームページ，学年だより，学校

だよりにて早めに情報を発信していきます。

▲昨年度から，対象の子ども達への郡や地区の陸
上大会の案内や参加に対する積極性が今の校長先
生になってから，見られません。子どもの為，成
長の為にはとても必要なこと。子ども達は運動能
力を高める経験を通して，とても心も身体も成長

陸 すると思います。学力向上も大事だと思います
上 が，運動も大事だと思います。
昨年度は校長先生から→先生達への伝達指導が
できてなかったと思います。今年度は様子見てま
す。今年度，二人の子どもの担任の先生からは報

昨年度より，校舎の新築や運動場の整備に伴い，
校内での運動できるスペースが体育館と中庭のみに
なっています。そのため，様々な陸上競技大会へ向
けて，練習らしい練習ができないのが実情です。
今年度は市の陸上競技場も整備のための工事が入
3年
り，市の大会自体も中止になりました。ですので，
今年度は糸満地区陸上競技大会が唯一の参加となり
ます。運動場の完成後は，これまでのように他の大
会への参加も検討していきます。

告，連絡きちんと待ってます。今後も宜しくお願
いします。

連 ▲お休み時の学校の連絡をメールで送信できるよ
絡 うにしてほしい。

5年

今後，検討していきます。

▲夏休み前なので，安全面指導をお願いします。
家の方でも話してますが，子ども達よりも親の意
識が低いと感じています。人の家でたむろして夜
７時までいたり。親が迎えに来るとはいえ，夜7
時過ぎまでi-padをもってうろうろしては大変で

1年

す。本当は親が気遣うべきですが，学校の方から

生 も指導等よろしくお願いします。私も注意してい

学校でも指導します。併せて保護者の皆様にも注
意や指導をしていただくようご協力をお願いしま
す。

徒 きたいです。
指

▲他人の物を盗み，平気な顔をして自分の物とし

導 て扱っている児童がいる。返す様に言うと何も言
わず走って逃げた。名前を書いてもそれを消し，
目印となるキーホルダーも拾って，自分が盗んだ
証拠を隠滅していた。きわめて悪質と思われる。

4年

もう少し放課後の過ごし方，人の物を盗まない
等，学校でも児童へ注意していただきたい。宜し
くお願いします。
▲日頃，子ども達の指導をしていただき，ありが
とうございます。評価で２を付けた個所は，具体
的な行動が見えなかったため，そのようにしまし
た。（学校の職員の皆様は取り組んでいらっしゃ
るとは思いますが，実際どのような行動をしてい

1年

具体的な行動や取り組みが伝わるよう工夫してい
きます。

るのかが分からなかったという点での評価で
す。）

▲台風時の対応についてですが，朝の時点で登校
できないのであれば，その日は休校にしてほしい
です。休校ということで子どもに留守番をさせ，
親が仕事に行った場合，子どもだけで警報の解除
等の情報を得るのは難しいと思います。通学路の
安全もすぐに確認できるのかも疑問です。

市の方針を受け，最終判断は学校長に任されてい
3年 ます。今後とも児童の安全を最優先に考え，迅速に

対応していきます。

▲三学期制にしてほしいです。（一年間の変化が
細かくわかる為）

▲家庭でもいえることですが，上田小学校の児童
のあいさつが弱いと思います。（地域の子ども達
が朝，元気がない）

豊見城市が様々な調査を行い，二学期制を継続す
3年 る方針を示しました。学校のホームページにもリン

クをはってありますので，ご覧ください。
各学級の児童によるあいさつ運動や，児童会主体
のあいさつ名人カードによる意識高揚により，あい
3年
さつが活発になる運動を展開中です。ご家庭でもあ
いさつの大切さをお話ください。

▲①集約した全アンケートの開示や「その他」の
欄に記載した意見への回答がない為，何の為のア
ンケートなのか，どう改善していくのかよくわか
りません。
②評価は４項目でなく，「分からない」という
項目を追加することも検討下さい。データは大き

2年

く変わると思います。評価「２」，「３」を選択
した方の多くが「分からない」に入ると思いま
す。③運動会の演舞について，構成を見直すべき
かと思います。2年4組のアンケート回答に記載

①集約した学校評価の開示及び回答を授業参観
等，保護者の皆様が来校される際にご覧になれるよ
うにします。結果の開示はホームページでも予定し
ています。

してます。そちらでご確認お願いします。

▲①集約した全アンケートの開示や「その他」の

②「分かりづらい」のでしたら，その旨をお知ら
せください。学校側の発信の仕方を工夫していきま
す。

欄に記載した意見への回答がない為，何の為のア
ンケートなのか，どう改善していくのかよくわか
りません。②評価は４項目でなく，「分からな

③運動会の演舞が全て指揮台，来賓席にむいてい
るというご意見ですが，各学年では発達段階に応じ
た内容の種目を実施しています。今後も，種目が同
じでも内容を工夫して変化を持たせるよう努力して
いきます。

い」という項目を追加することも検討下さい。
データは大きく変わると思います。評価「２」，
「３」を選択した方の多くが「分からない」に入

そ ると思います。
の
他

③運動会の目的を今一度父兄に説明いただきた
いです。あいさつや文書で子ども達の頑張り，成
長を見てほしいという一方で，実際の演舞は全て
指揮台，来賓席に向いています。ご存知でしょう
か。最後の我が子の運動会，我が子のエイサーを
後ろ姿のみでした観ることのできない親の気持
ち・・・他人の子であっても同じ親の立場で観る
と切なくなります。校長先生もお子様をお持ちで
したら分かるかと思います。組体操も同様です。
毎年やっているからではなく，常に改善していく
ことを校長先生自ら考えていただくことを切に願
います。来年期待しています。

4年

▲放課後教室を充実してほしい。

▲いつもありがとうございます。楽しく学校生活
を過ごしております。学年レクについてですが，
体育館（床）に傷がつくという理由から，シート
を敷いてレクをするという話を聞きました。けが
をする恐れがあるのではないでしょうか。

▲ＰＴＡ会費の領収証についてですが，支払った
日と，領収証の日付に約1か月の相違がありま
す。なぜでしょうか？以前（H29年度），給食費
の支払いをした時もそうでした。

放課後子ども教室のことでしょうか。放課後子ど
も教室は生涯学習振興課よりコーディネーターと指
導員が学校の施設を借りて様々な体験活動を３年生
4年 以下の児童に提供しています。充実してほしいとい
うご意見をいただいたことで，ますます楽しく活動
できる放課後子ども教室なるよう，コーディネー
ターに伝えます。

レクをする際には一般的な運動目的での使用な
ら，シートは不要です。クッションのない折りたた
みいすや折りたたみテーブルによって傷がつくのを
防ぐためにシートを敷くことになっています。（床
4年
が傷つく恐れがある道具は使用を遠慮していただく
ことがあります。）
特に，落成式・祝賀会に向けてていねいに使用
し，傷を防ぐよう心がけています。

PTA会費については，いったん回収ボックスに提出
してもらったあとに，回収作業を行うために，支
4年
払った日と領収した日に相違が生じることがありま
す。ご了承下さい。

▲学年レクで毎年参加できていません。仕事の都
合，弟がいて落ち着かない為，本人もかわいそう
です。（弟に目が行くので

父親も休日出勤した

り）

4年

ご協力いただけるときによろしくお願いいたしま
す。

5年

担任が子ども達の実態をしっかり把握し，細やか
な指導ができるように努めていきます。

また，参加しても私がうまく動けず，迷惑をか
けてしまうのですみません。
▲分からないところがある子は少し残して教えて
頂きたいなと思います。自分から言い出せないよ
うです。よろしくお願いします。

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。

