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令和元年９月 ２日発行 第３１号

７月に実施した「教育活動に関する保護者アンケート」において、御

意見や御提案をいただきありがとうございました。実施可能なものにつ

きましては、教育活動の充実や改善に生かして参りたいと思います。ま

た、紙面の都合上、御意見、御提案の要旨を掲載させていただきました。

1 学校は、教育方針や学校の様子が家庭に伝わるように、各種学校だよりの発行や北中ホームページ
の更新に努めている。

提案 以前のホームページは各学年のところが見られたのですが、今回は今までの記事がまとまって
おらず、見づらいです。

回答 いつも学校 Web サイトを見ていただき、ありがとうございます。昨年度途中から学校 Web サイ
トのシステムが変更され、様式が少し変わりました。今後、更に見やすくなるように努力してい
きたいと思います。

4 学校では、服装や頭髪の指導がきちんとしている。

提案 ６月の衣替えの時期について、肌寒い日の冬の体操着の着用のルールを改善していただきたい
です。夏の体操着では寒くても、みんなが着ていないから我慢していると言っています。20 ℃以
下の時は着用できると聞きましたが、体感温度は一人一人違うと思います。冬服・夏服の切り替
えの柔軟な対応をしていただきたいです。ぜひ改善してください。

回答 今年度は衣替えを過ぎても肌寒い日が続き、学校として、冬型体育着の着用を全校生徒に呼び
掛ける等して対応する日もありました。今後も冬型体育着の着用等につきましては、その日の湿
度や気温、冷房の使用状況等含めて検討していきたいと思います。

提案 近年、頭髪検査に差があるような気がします。男子も眉にかからないように前髪を分ければい
いのでしょうか。

回答 頭髪については、自然な髪型で清潔感があり活動しやすいように、としています。衛生面等か
ら「前髪は目にかからない」こと等についても指導しています。御家庭でも御確認をお願いいた
します。

5 学校では、保健に関する指導や交通指導など安全に関する指導がきちんと行われている。

提案 友達との連絡する時間帯、LINE など、スマホの取り扱いについての注意点を指導してほしい。
回答 ６月に開催した防犯教室では、講師の先生から携帯電話やスマートフォン等インターネットに

つながる機器等について、その危険性を含めて使用上の注意点を御指導いただきました。このこ
とをもとに学校でも引き続き指導していきますが、御家庭でもフィルタリング機能を有効活用す
る、個人情報を載せない等、具体的な御指導と御確認をしていただければと思います。

提案 交通安全指導について次のような御意見がありました。
①犬伏街道沿いに新しい店舗が建設中です。出入りの車が多くなるので、反対側の道（歩道）を
利用した方が安全ではないでしょうか？接触事故が心配です。
②自転車を利用している子たちのマナーがどうしてもよくないように見えます。特に右側歩道を
自転車に乗って下校する姿を見かけます。右側通行していて、曲がり角では接触寸前という場面
を見たこともあり、危険を感じます。家庭での言い聞かせ、指導ももちろん繰り返しますが、学
校での学校でしかできない指導をお願いします。
③一時停止をせずに出てくる自転車を何度も見かけました。自転車の道路交通法を含め正しい交
通ルールを確認してほしいと思います。

回答 ①御指摘ありがとうございます。安全な登下校ができるように各機関と連携を図りながら、通学
路の検討をしていきたいと思います。
②③自転車の乗り方だけに限らず、徒歩通学者も含めた全体指導を定期的に行っています。今後
も、並列運転、ノーヘルなど命に関わることにつきましては、今後も御指摘いただきました事例
を挙げまして、交通ルールやマナーについて指導をしていきたいと考えております。また学校
では、「８の付く日は交通安全の日」、「いつも心に交通ルール」を日頃から呼びかけ、安全意識
の高揚に努めています。ぜひ御家庭におかれましても、御協力よろしくお願いします。

6 学校は、進路や職業、将来の生き方等について適切な指導を行っている。

提案 もう少しいろいろな職業の人の話を聞かせてあげてください。

回答 ここ数年、生き方教室でお話していただく講師は、毎回１人です。将来の職業選択のためにも、

できる限り多様な職業のお話が聞けるよう、計画を立てていくよう努力したいと思います。
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7 わかりやすい授業や学習活動を展開するために教科指導に工夫があり、教師が熱意を持って取り組
んでいる。

提案 水着の上にラッシュガードを着用させてほしい。
回答 紫外線アレルギー等によるラッシュガードの着用については個別に対応させていただいております。

提案 体育の授業で柔道投げ方の見本を見せるとき受け身が取れる生徒を投げるようにしてください。
回答 基本の受け身を習得した生徒に見本を行ってもらう予定です。段階に応じた練習を行っていきます。

提案 自主学習や個別対応で、定期テストで、まちがった所を何回も（理解するまで)やらせてほしい。

回答 教科ごとに宿題や追試といった形で、間違ったところをやり直しさせています。今後はさらに、
自主学習として何回も繰り返し間違えた問題を解き直して、分からないところは教科担任に質問
するように学級担任からも声掛けをするようにしていきたいと思います。

提案 定期テストで平均点が５０点以下なのは対策が必要なのでは。
回答 テスト前の質問教室に参加を呼び掛け、学校全体で多くの生徒が参加する雰囲気をつくってい

きたいと思います。また、テスト範囲のポイントをわかりやすく説明するなど、各教科で指導法
を工夫していきます。

提案 学習指導について次のような御意見をいただきました。
①授業の教え方についてわかりやすい先生、退屈な先生、様々です。先生により授業を進める進
度が遅くてわかりにくいそうです。指導方法を改善してください。
②定期テストの出題についてですが、クラスによる差がないよう、先生同士で共通理解を図って
ほしいです。
③黒板の字を大きく書いたり、字をきれいに書いたりしてほしいです。

回答 ①学校全体でわかりやすい授業を行うための研修会を行い、教師の授業力の向上を図っています。
わかりやすい授業になるよう、今後ますます全校体制で力を入れ取り組んでいきたいと思います。
②各教科とも、試験範囲・問題については、同じ学年の授業に出ている教職員全員で話し合い、
共通理解をした上で決定するようにしています。今後一層共通理解を図っていきたいと思います。
③教職員一同、読みやすい字を書くことを心掛けたいと思います。

提案 塾に提出する為、定期テストの結果や順位を早く出してほしい。
回答 行事や教科担任の出張の関係で、なかなかテストが返却できないこともありますが、できるだ

け２週間くらいで出せるように努力したいと思います。
8 子どもは、学校生活が楽しいと言っている。

提案 学校生活について、次のような御意見をいただきました。
・子供が、とても校長先生の話がわかりやすく、とてもいろいろな事が参考になったと言ってい
ました。
・子供が、学校生活をすごく楽しんでいるのは先生方が生徒たちのことを考え、問題がおこれば
その都度解決してくださっているからです。子供と向き合ってくれて感謝しています。
・あゆみノートは良い取り組みであると思います。先生方は全員に返信するので大変かと思いま
す。ありがとうございます。
・先生方が子供たちに声をかけてくださる場面を多く見かけます。思春期の子供たちが安心して
学校生活を送れると思います。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。

回答 ・私たち教職員にとってたいへん励みになる御言葉、ありがとうございます。本校では「主体性
を学校全体の文化にする」ことを具体目標として、「ぼくに７つの習慣を教えてよ！」という図
書をもとに主体性の育成を目指しています。また、担任は面談やあゆみのノート等様々な形で一
人一人と向き合い、理解に努めています。保護者の皆様の本校の教育活動への深い御理解と御協
力にお礼申し上げます。

9 各種の学校行事が充実していて、子どもの成長につながっている。

提案 クラスマッチの時、公平な審判がされなかったそうです。公平に行われるクラスマッチを行っ
てほしいと思います。

回答 お忙しい中のクラスマッチ観戦、たいへんありがとうございました。生徒は懸命に審判を行っ
ておりました。中学校３年間でしっかりとしたクラスマッチが行われるように育んでいきたいと
思いますので、御理解いただき、御協力をお願いいたします。

提案 資源回収を 8月の夏休み中にするのは暑すぎるのではないかと思います。
回答 お世話になっております。暑さについても考慮し、ＰＴＡ奉仕作業と同じく朝の早い内（６：

４５集合）に実施させていただいています。今後の実施についても検討していきたいと思います。
御理解と御協力をお願いいたします。

提案 運動会を日曜日に実施して頂ければと思います。私事ですが、仕事が休めず運動会を見ること
ができませんでした。学校の予定もあると思いますが意見として聞いていただければと思います。

回答 御意見ありがとうございます。毎年、運動会の次の日の日曜日は市民体育祭と重なっているた
め、その日の実施ができないのが現状です。そのため、土曜日が荒天の際の予備日は月曜日にと
っています。御理解いただき、御協力をお願いいたします。

10 子どもは、部活動に積極的に参加している。

提案 部活動指導について、次のような御意見をいただきました。

①昔と違って部活動に対して保護者が介入しすぎ、本来部活動では必要ないことも増えているところが

あると思います。学校管理下で行われるなら最低限の協力だけでよいと思います。

②部活動の先生が多いと指導内容に差があるようで、子供たちが迷わないようにしていただければと思
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います。また、部活動で頑張っている子供たちの意欲が更に高まるような指導をお願いします。

③部活動の 1 か月の予定表が配られるのが遅すぎるため、仕事のシフトが組めなかったり、部活動の送
迎ができないという事が多々あります。部活動の予定表は本当に早めにいただけると助かりますので、

よろしくお願いします。

④部活動に於いて、顧問の言葉遣い、下級生に対する上級生の態度が気になります。

回答 ①保護者の皆様の協力があり、より充実した活動になっております。練習試合等の送迎の負担も
なるべく減らしてまいりますが、生徒の安全を考慮した活動にするためにも、御理解御協力よろ
しくお願いいたします。
②顧問によって技術指導方法が異なるものの、生徒が困惑しないよう、同じ部内で共通理解を図
り指導に当たってまいります。また、生徒の意欲を高める声掛けや指導を心掛けていきます。
③昨年からいただいている意見が改善されていなく申し訳ありません。顧問全体に周知し、複数
顧問制の利点を活用し、遅れることがないよう努めます。
④教師の人権感覚、生徒の人権感覚を共に磨けるよう、先ず教師側がしっかりとした態度で指導
に当たっていきたいと思います。

12 学校は保護者の要望や相談に応えようと努力している。

提案 学校外への提出物について、学校内の提出期限があるのはなぜでしょうか。

回答 まず校内で提出物をとりまとめなければなりません。また、記入漏れ等について確認する必要
もあります。このようなことから、学校内の提出期限を設けています。

提案 ゲームのやりすぎによる弊害について、気付いてくれません。学校ではどのような指導をして
いるのでしょうか。

回答 世界保健機関（WHO）は「ゲーム障害（gaming disorder）」を国際疾病として正式に認定しまし

た。主な症状として、ゲームをする頻度や長さを自分で制御できず、ゲームを生活での利益や日

常活動よりも優先し、問題が生じてもゲームを継続して個人、家庭、社会、教育、職業など重要

な機能の障害をもたらすこととしています。そしてこういった症状が１２か月以上続けばゲーム

障害と診断される可能性があるとしています。（症状が重い場合は１２か月未満でも診断される

こともあるそうです。）学校ではノーメディアデー等の機会を通して注意を呼び掛けていきます

が、御家庭でもルールを決めてお話いただければと思います。

提案 給食の量が足りない。

回答 給食センターで中学生に必要な栄養とカロリーを計算し、それにあったメニューと量を工夫し

ています。少ないと感じる生徒もいるかもしれませんが、御家庭で朝食をしっかり摂り、対応し

ていただければと思います。

提案 スキー合宿が心配です。インフルエンザの問題もあり、発症後に迎えに来てほしいと言われて

も遠すぎるので群馬・新潟（上信越）など場所を考えてほしいです。事前の体調管理、チェック

はいかがでしょうか？

回答 学校生活同様、健康観察を強化して生徒の体調管理に努めてまいります。感染症につきまして

は全く無症状の潜伏期間があり、出発時に症状がなくても現地で発症することもあります。現地

への迎えにつきましては、宿泊所で保健室を設けたり、病院受診したりしておりますが、療養が

難しい場合もあります。発症してしまった生徒の早い回復のためにも御理解と御協力をお願いい

たします。

提案 歯科検診の結果で「咬合」が毎年「要観察」とあります。治療を「検討して」と言われますが

親としては必要ないと思います。要観察と書いた紙が届くのはどうかなと思います。

回答 市内統一で歯科検診結果において、咬合・顎関節・歯垢・歯肉の状態が要治療、要観察ともに

保護者に通知することとなっております。要観察のみで通知を配布することもありますが、御理

解をよろしくお願いいたします。

提案 クラスを持つのが初めての先生はしっかり指導してフォローしてほしい。

回答 本校は各学年が複数学級であるため学年主任を中心に学年スタッフで役割を分担し、業務を行

っています。また、学年会議等で事務処理の確認や生徒への対応等についても情報交換をし、対

応をしています。お気付きの点などありましたら、連絡をいただけると幸いです。

提案 保健体育は同性の先生にしていただきたいです。

回答 今年度の転出入職員数や性別、各教科担任の授業時数等から、今年度のような状況となってし

まうことがあります。このような状況を回避できるように学校側からも教育委員会に要望してい

きたいと思います。

提案 クラス替えのときに生徒のことを考えていただいてとてもありがたいです。

回答 学級編成は、普段の学校生活、学習・運動面、文化面等をもとに十分な時間をかけて行ってい
ます。また、学級編成によっては初めて同じ学級になる生徒もいますが、授業や学校行事を通し
て、相互の理解を高めることができています。

提案 子供から聞いている学校での話や今回のアンケート結果だったりを拝見すると D の回答をする

と集計にカウントしなかったり、質問教室のアンケートに生徒が全く役にたたないところに○を

つけると先生から理由を聞かれたとのことでした。
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回答 御意見ありがとうございます。評価につきましては、Ａ～Ｄ及び無回答につきましても全て計

上し、公表しています。また、質問教室のアンケートにつきましては、参加した場合の感じたところを

素直に記入してください。参加しなかった場合は、「役に立ちましたか」は未記入で結構です。

提案 授業参観について、次のような御意見をいただきました。
①仕事を抜けて授業参観に行きました。普段の授業風景を…ということは理解しているつもりで
すが、今回の内容は…課題をあたえ、出来上がった生徒から先生に見せるというものでした。ま
た、時間がかかるので待っている生徒はおしゃべりを始める状況でした。1 人 1 人みていただけ
るのはとても良いと思いますが…。
②保護者会の時にスライドショーを見せてくれていますが、時間が足りなくて、ちゃんと見れな
いので、もっとスライドショーの時間を長くしてほしいと思います。
③授業参観の時子供たちの授業を見ないで廊下で話している保護者が多く、教室でも後ろで話し
ていて授業妨害ではないでしょうか。
④参観日の保護者の行動・言動が気になります。授業を行っている先生の声が聞こえないです。
⑤担任と保護者の関係が昔からの知り合いという方もいるようで保護者会等で気になりました。

回答 御意見ありがとうございます。
①お忙しい中参観くださいましてありがとうございました。生徒一人一人が分かる授業を目指し
て授業の工夫・改善をしています。貴重な御意見を今後に生かしていきたいと思います。
②につきましては、学年保護者会の内容を精査し、スライドショーを見る場合は視聴時間を検討
し、保護者の皆様が満足できるようにしていきます。
③④につきましては、今後も授業開始前に私語を慎んでいただく掲示物を貼ったり、廊下にいら
っしゃる保護者は教室内へ入るように呼び掛けを行っていきます。
⑤につきましては、全職員に周知していきたいと思います。

提案 安全情報メールで不審者のメールが少ないです。
回答 安全情報メール（さくら連絡網）につきましては、基本的に学校からの不審者メールは配信し

ていません。不審者メールは、警察からのメール配信を登録すると、警察から直接配信されてき
ます。登録してみてください。なお、警察からのメールを受けて、教育委員会からさくら連絡網
で配信される場合もあります。

13 授業参観・行事などの機会を設け、保護者が学校での様子を参観したり理解したりしやすいように努
力している。

提案 オープンスクールに来校している保護者が少ないのに驚きました。来校者が少ないのを見越し
てか、学校も活気がなく、入りずらい雰囲気です。何かしらの工夫が必要かと思います。

回答 御意見ありがとうございます。今年も、各学年クラスマッチや防犯教室、運動会、学校保健委
員会、北星祭、進学講座等の実施日をオープンスクールにしています。また、必要に応じて、工
夫しながらオープンスクールを計画していきたいと思います。無理のない範囲で、是非御参観く
ださい。

14 学校では人権感覚の向上を目指した教育活動が行われている。

提案 ・指導していただくのは良いのですが、その際に、生徒に対して不適切な発言があったらしいで
す。他の生徒もいるのにそれはいかがなものかと思いました。もちろん悪いことを指導していた
だくのは親からしても良いとは思います。

回答 御意見いただき、誠にありがとうございました。教職員自身の人権感覚を磨くため、チェック
シートに取り組み、点検・改善を行っております。しかし、このような事態があったということ
は、まだまだ人権意識や感覚を磨いていく必要があります。生徒とのより良い関係を気付くため
にも、より一層教職員への啓発を行って参ります。

15 学校の施設・設備、学習環境は良く整っている。

提案 施設･設備に関して、次のような御意見をいただきました。

①トイレが和式タイプと聞きました。洋式タイプを増やしてほしいです。
②トイレがもう少しきれいなほうがいいです。トイレが汚く便器が割れているようで一日トイレ
に行かない日があるそうです。修繕をお願いします。北校舎２階の女子トイレを早くなおしてく
ださい。
③昔に比べて暑い日が多いが、エアコンをなかなかつけてくれない。授業に集中できないので早
めにつけて体調管理、集中力を高めてほしいです。
④体育館の老朽化が心配です。建て替えを検討してもらえるよう行政へ働き掛けてください。
⑤プールの男子更衣室を改善してほしいです。
⑥プールの上り口がざらざらしていてすり傷をつくってきました。
⑦放送の音量についてが１組と６組とで違うようです。リスニングなどでも困るので早めの対応
をお願いします。
⑧学校の雨漏りをするところを直してほしいです。
⑨エアコンの整備をお願いします。

回答 校舎をはじめとする建造物が大変老朽化しています。破損箇所や異常箇所等を発見したら、学
校で修繕できるところは修繕し、無理な場合は教育委員会や業者にすみやかに連絡を取り、安全
対策に努めています。洋式トイレの設置や雨漏りの修繕についても要望しています。放送の音量
については指摘を受けていないので現状のままで対応します。なお、６月にプールの男子更衣室
を設置し、今年度末には第１理科室と図書室にエアコンが設置される予定です。


