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令和２年１月２０日発行 第６４号

１２月に実施した第２回「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。なお、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、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 「たより・ホームページ」について以下のような御意見をいただきました。

①「学年だより」を HPにも載せてほしいです。
②ホームページにしている記事をプリントにしてほしいです。

回答 「学年だより」には、該当学年の保護者向けに生徒氏名等個人情報が載せてある場合があり、不特定多数

が閲覧できるホームページにそのまま掲載するには不適切な場合があります。また、最新の記事を配信する

には、各種たよりより、ホームページの方が向いています。それぞれに適した情報発信をしていきたいと考

えています。

3 学校では、三指導（①「三つの躾」②「立腰」③「二つの言葉」）が積極的に行われている。

提案 「三指導」について以下のような御意見をいただきました。

①子どもがよく挨拶ができるようになったと思います。また自主性も強くなり、自分をしっかり持った人間

になっていると思います。学校での指導のおかげです。

②生徒があいさつをしてくれて元気をもらえます。

③三指導とありますが、特定の先生は挨拶をしないことが多々あります。指導者が手本にならなければと思

います。

④学校内で生徒からあいさつが少なくなりました。

回答 挨拶はコミュニケーションの基本であり、人と人とが共に生活する上で欠かせないものであると同時に、

生活習慣の一つとして身に付けてほしいと願っています。私たち大人が、家庭でも地域でも学校でも手本と

なって進んで挨拶を行い、未来を担う子どもたちを育て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 「服装･頭髪」について以下のような御意見をいただきました。

①各校則の見直し、改善を行ってほしいと思います。

②数年前より、気温など環境が変わってきています。服装など、その時によって本人が過ごしやすいように

してほしいと思います。夏のジャージ登校も寒い時は長そでを着て登校しても良いようにできないでしょう

か。

③夏の暑さ対策で体育着登校が認められていますが、冬も防寒対策として女子のスカートについても考えて

頂けないでしょうか。特に行事等がなければ、体育着でもいいと思います。ご配慮よろしくお願いします。

④梅雨時等寒い時期に冬型体操着を着られないのはなぜなのでしょうか ?気温に応じて服装を変えるのは悪い
ことではないと思うのですが。

回答 制服で登校することが原則ですが、今年度は６月３日（月）から、熱中症等の予防の一つとして、夏型体

育着登校を奨励しました。もちろん、体調不良等により、冬型体育着で学校生活を送っていた生徒もいまし

た。また、冬の寒い日にはスカートの下にストッキングを履いたり、スカートではなく、冬型体育着（ズボ

ン）の上にウインドブレーカーを履いて登校する生徒もいます。時代の流れと共に、今後も少しずつ見直し

ていきたいと考えています。

提案 頭髪の乱れを感じます。頭髪検査の時のみの指導になっているので日常的に指導すべきではないでしょう

か。

回答 「その時だけなんとかなれば良い」ということではなく、「いつでも、誰の目がなくても」きちんとした生

活を送れることが大切だと考えます。今後も御家庭と協力して子どもたちを育てていきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。

提案 頭髪検査ですが、もう少し緩くしてもいいのではないでしょうか。耳や、眉毛に少しでもかかっただけで

対応といわれても、その日の対応は厳しく、もう少し検討をお願いします。

回答 身だしなみチェックは、まず実施日を予告し、実施後にすぐに整えるのが難しい部分については、数日間

の期間を設けるようにしています。身だしなみのチェック方法については今後も検討を続けていきたいと思

います。なお、前髪は目にかからない程度となっています。
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提案 夏場の運動や体育の時熱中症の予防として帽子があると良いと思います。運動会の時、頭が出ていてとて

も暑そうでした。クラスの色分けのはちまきは、違う方法で色分けしたら良いのではないでしょうか。

回答 「運動会の約束」のプリントに、応援席に持っていく物として、飲み物、タオル、帽子、はちまき、プロ

グラムとあります。三毳唐沢縦走時も同様ですが、熱中症予防等の観点から、引き続き帽子の着用を奨励し

ていきたいと思います。

提案 教師の服装・頭髪はいかがでしょうか？特に男性教師の髭はやめて頂きたいです。

回答 教職員の服装・頭髪等については、場に応じた適切な服装･頭髪を心掛けさせていきたいと思います。

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 北中生の交通マナーについて、以下のような御意見がありました。

①下校時、自転車の飛び出しがあり、危ない場面を見ました。せまい道では守られていないように思います。

②自転車の並進が目立ちます。対向自転車がいてもそのまま避けない生徒もいます。

③学校から遠くなると途中でヘルメットをはずす生徒がいます。

④自転車では通っていけない道を通っているのを見ます。

回答 生徒の交通安全につきましては、北中学校は交通量の多いところに位置していることから、定期的に街頭

交通指導を行い、また継続的に学級担任や部活動顧問から交通指導を繰り返し行っています。今後も、地域

全体で生徒の安全な登下校を支えるために、保護者による巡回指導等の検討もしているところです。御家庭

におかれましても、交通安全について、話し合うなど、御協力をよろしくお願いします。

なお、自転車通学には規定があり、許可を得て登校をしていることから、ルール等が守れない場合には、

安全確認のため通学許可を取り消すことがあります。

提案 今年度は先生が交差点などにたっての指導が減ったように感じます。

回答 御意見ありがとうございます。一斉下校となる水曜を中心に生徒の交通安全意識を高めるために、交通量

の多い交差点などで立哨指導を行っています。今後も継続して安全意識の向上につながればと思っています。

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 子供達が授業が楽しくて分かりやすいと思う工夫をよろしくお願いします。

回答 教科部会で分かりやすい授業の工夫などを話し合ったり、全教科研究授業を実施し、他教科の工夫も取り

入れたりする等、学校全体が一丸となって教師の授業力の向上を図っています。また、分からない点があり

ましたら遠慮なく質問してください。

提案 学習の定着のため、ワークの繰り返し 3回を必ずやる宿題にしてほしいです。

回答 知識を身に付けるには個人差があるので、理解するまで繰り返しやることのたいせつさも指導していきた

いと思います。

提案 １年間の定期テストを１回増やして学力向上を期待します。

回答 行事などの関係で回数を増やすことは難しいと思いますが、普段の授業での振り返りやまとめを工夫した

り、単元テストを効果的に行ったりすることで学力の向上に努めたいと思います。。

提案 授業が遅れている教科があるそうです。授業の指導のやり方を工夫してほしいです。

回答 教科担任の出張や学校行事等で授業が実施できなくなってしまうことがありますが、授業変更をしたり、

教科部会等で授業の進度を調整しながら授業を進めていきたいと思います。

提案 学年末に教科書を終わすことのみの授業になっている教科があるそうです。

回答 指導内容の精選や指導の効率化等を工夫し、授業時数が残り少なくなっても、分かりやすい授業になるよ

うに努力していきたいと思います。

提案 質問教室は事前予約でなく、いつでも参加できる方がよいと思います。

回答 定期テスト前に全学年で行っている質問教室は、いつでも参加できるようになっていますが、３年生の入

試に向けての質問教室は、参加者が多いので、担当教員の人数や場所の決定、プリントの準備等の関係で前

もって参加者数を把握する必要があります。また、質問教室でなくても質問があればいつでも答えるように

していますので、いつでも質問してください。
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8 子どもは、学校生活が楽しいと言っている。

提案 次のような御意見をいただきました。

①担任の先生をはじめ、部活の先生などがいつも丁寧な対応をして下さり、親子共に安心して過ごすことが

でき、とてもありがたく思っています。

②いつもお世話になっております。とても協力性があるクラスで、1 人でも悩みがあれば積極的に相談したり、
とても仲良いクラスです。

③担任の先生がいろいろ細かく指導していただいてとてもありがたいです。反抗期と受験生のさなか本当に

たいへんだと思いますがよろしくお願いいたします。

④担任の先生を始め、北中の先生方は子ども達とまっすぐに向き合ってくださっている様子が感じられて、

ありがたく思います。いつも安心して学校に通わせることができています。

回答 保護者の皆様も地域の皆様も、そして私たち教職員も、子どもの健やかな成長を願う心は同じであると考

えています。今後も皆様と力を合わせ、子どもたちの成長をサポートしていきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。

提案 校長先生の話がとても楽しく人生に深い話をしてくれるといっていました。

回答 子どもたちが大人に成長したときの未来を見据え、主体的であることがいかに大切かをはじめ、様々なこ

とを話しています。教職員も一緒に勉強しています。

提案 常に子どもたちのことを考えて頂きありがとうございます。「学校に行っていれば安心できる」と思うこと

もあり、親として有難いです。子供がトラブルを起こしたり、学校で禁止されていることに近いことをした

り、ルールを守り切れなかったりしたとき、理由を最後まで聞いてほしいです。

回答 子どもたち一人一人が自分の力で考え、正しく判断し、行動選択できるよう、今後もより生徒理解に努め

た指導を心掛けていきたいと思います。

提案 クラス替えはできるだけ平等に行ってほしいと思います。

回答 今後も、学習面、文化面、運動面など様々なことをもとに、なるべく偏りがないように、時間をかけてよ

りよい学級編成ができるように努めていきます。

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 北星祭・合唱コンクールの審査に疑問を感じます。音楽の専門家などの意見も聞き。生徒の納得のいく結

果にしてほしいです。

回答 北星祭・合唱コンクールの審査には音楽の専門家の審査が入っています。今後も、合唱曲の正しい音程リ

ズムなど、専門的に審査していきます。

10 子どもは、部活動に積極的に参加している。

提案 次のような御意見をいただきました。

①部活動に意欲的に子どもは参加していますが、土日必ずどちらかは休みであったり、天候が悪いと休みに

なったりと部活動の休みが多く感じます。もっと部活をやりたいと言っています。先生方も大変かと思いま

すが、子どもたちのやる気をプラスにつなげられる環境づくりをお願いします。

②今年の春より部活の時間が短くなりましたが、部活動によっては練習量が少なくなってしまっている部も

あります。平日の雨天時には、筋トレをするなど体力づくりを行ってほしいと思います。

回答 屋外で活動する部活動は、天候を考慮して安全に活動できるよう努めています。また、室内で活動する部

活動についても登下校の安全への配慮も必要です。なるべく休みが続かないよう、臨機応変に活動内容を考

えてまいります。

提案 部活動には積極的に参加していますが、練習試合も含め、どの試合にも出られず、何のために何を目標に

活動しているのかよく分かりません。最後まで続けられるようにとは思いますが、部活動をやっていて良か

ったと思えるような活動ができるよう御指導していただきたいです。

回答 競技の特性などで、出場や登録できる人数に限りがあったり、試合数などによっては予定していたものを

変更しなければならない時もあります。生徒全員が成長し、達成感を味わえるよう、努めていきたいと思い

ます。

提案 部活を毎週土日両方やるのは子供にとってとてもきついと思います。

回答 中体連の申し合わせ事項で「学期中は週あたり 2 日以上の休養日を設ける。土曜日及び日曜日は少なくとも 1
日以上を休養日とする。週末に大会参加等で休養日が確保できない場合は休養日を他の日に振り返る。」とさ

れています。しかし、大会などの関係で土日に活動する場合は別日に振替を設けております。

提案 子どもは部活動の競技自体は楽しいと言っています。しかし、顧問の先生の熱心な指導は大変有難いので

すが、子ども達のやる気がなくなるような言動は逆効果だと思います。結果も大事ですが、部活が楽しいと

感じることの方が大切だと思います。

回答 楽しく活動に取り組めていて、こちらも嬉しく思います。よりよい環境で活動できるよう、指導する教員

側も子ども達のやる気が出るような適切な指導に努めてまいります。

提案 部活動顧問には、保護者会についても関心を持っていいただけると幸いです。子どもたちが安心して部活

動を行うためにもよろしくお願いします。

回答 部活動の大会・練習試合等での送迎をはじめ、様々な対応ありがとうございます。保護者の皆様お一人お

一人に諸事情があると思いますが、それぞれの立場を相互に理解し、顧問と連携することで、主役である子

どもたちを支援していただきたいと思います。
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11 学校は、家庭への連絡を適切に行っている。

提案 学校はとても保護者との連絡を細かに取られているように思います。

回答 今後も保護者の皆様と連絡を取り合いながら、進め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 お弁当の日、あっていいと思うし目的も理解できますが、メニューの要求が多く、仕事を持つ母として、

平日のお弁当の日には対応しかねます。

回答 家庭科や学活の授業でお弁当作りの計画を立て、子供たちも早起きをし、子どもたち自身が一生懸命お弁

当を作っていたようです。また、保護者の方のコメントは当日でなくても大丈夫ですので、ぜひ、励ましの

言葉かけをお願いいたします。

提案 子供の特性に理解が必要だと思います。

回答 学校はそれぞれ違う一人一人が集まって集団を作り、共に生活していくところだと思っています。学校と

いう場で、生徒一人一人が自信をもって自分の良さを発揮できるよう、今後も生徒理解に努めていきたいと

思います。

提案 教師の発言に疑問を抱くことがあります。指導する先生はもう少し気をつけてほしいと思います。

回答 常日頃から教師の言動については注意喚起をしています。また、月に 1 度人権感覚チェックを実施し、人権
意識の向上を目指しています。今後、注意喚起をする機会を増やし、更に適切な言動がとれるように努めて

いきます。

提案 台風で被害があっても学校から連絡がなく、通学も考えて行動しなければなりませんでした。

回答 被災された皆様方には一日も早い復興を心からお祈りいたします。今回の台風 19 号は私たちの予想を遙か
に上回り、各地に甚大な被害をもたらしました。本校も避難所となりました。13・14 日には学区を手分けで
巡回し、学区の状況や通学路の確認をいたしました。15 日は第 2 学期始業式でしたので、登校時間帯に巡回
指導をし、安全確保に努めました。また、被災した生徒の確認も行い対応しました。緊急時の対応について

今後も検討を重ねていきます。

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 授業参観等のお知らせを早めに教えてほしい。

回答 授業参観等の通知は、２週間前から一月前くらいには出すようにしています。それよりも前に知りたい方

は年間の行事予定をホームページから御覧いただけますので御利用ください。

提案 授業参観について以下のような御意見がありました。

①保護者の話し声ばかりで授業中の先生の声が聞こえない。

②スマホ見たりいじったりしているのはよくない。

③先生のマスクも理解できるが、はずさず話すならもう少し声を大きくはっきりと話した方がよい。

④映像を見せるだけでなく、歌わせる工夫があればよいと思った。

回答 お忙しい中、保護者の皆様には授業参観に来ていただき、ありがとうございます。生徒たちも一生懸命授

業に取り組んでいますので、参観される保護者の皆様も、御協力いただけると幸いです。また、参観授業前

に放送を入れるなどの呼びかけをしていきたいと思います。皆様の御意見を今後に生かしていきたいと思い

ます。

14 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 生徒同士の長所探しなど、生徒間での活動で人権感覚を養うことも１つの方法だと思いますが、教師から

生徒への言動を振り返る機会はあるのでしょうか。身近なお手本として、中学生の気持ちを考えた言葉掛け

をお願いします。

回答 本校では教師自身が振り返る機会を毎月１０日に実施しています。生徒を教え導くものとして自らの資質

を向上させたいと思います。今後も教師自身の人権感覚の醸成に努めていきます。

15 学校の施設・設備、学習環境は良く整っている。

提案 施設設備について、以下のような御意見をいただきました。

①トイレなどが古いため改善して頂けると嬉しいです。

②洋式トイレを増やしてください。

③男子トイレの個室を増やしてほしいです。

④体育館にエアコンを付けてください

⑤職員玄関前の階段が暗く夜になると見えません。

回答 学校施設の整備について、軽微なものは学校で行っています。ご提案のトイレや、体育館のエアコン、照

明灯については多額の費用が必要となり学校単独で整備することはできません。今後も、施設の整備につい

ては教育委員会へ要請してまいります。


