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2学期学校公開保護者アンケート(一部抜粋）

　先日の学校公開には多くの保護者の方にご来校いただきありがとうございました。
保護者の皆様からいただいたアンケートの一部を掲載いたします。いただいた御意見を参考にし
て、北ノ台小学校がよりよい学校となるよう努めてまいります。ご協力ありがとうございました。

　先生のお陰で引き締まる雰囲気も、楽しそうな雰囲気も、感じ取れる素敵な時間でした。

色々工夫してくださっていて、良かったです！

　普段の様子が見られて良かったです。

　自転車で来校の方がいたのが気になりました。自転車でも良いならその方が良いなぁと思います。

　一学期に比べて、落ち着きや成長が、たくさん見えました。マスクをちゃんとみんながつけていたり、先生

の話を前を向いて聞いていたり、授業にちゃんと参加してる様子がとても良かったです。ありがとうございま

した。

　クラスの雰囲気も良く、授業が楽しそうでした。

　当日は風もあったので少し寒かったです。服装の様子が知れて良かったです。

　1学期と比べて子どもの成長が見られてよかったです。親参加もあり楽しい参観でした。ありがとうござい

ました。

　少し気になった点としては、感染対策とは承知しているものの、窓が全開だったことです。

　この時期なので寒いのはもちろんですが、風で教科書がめくれてしまったり、窓際の子は大変そうでした。

　授業中ずっとではなく、時間を決めて開けるなどの対応をしていただけたらありがたいと思いました。

　もしかすると、参観で人数が多いため、当日限りのことだったのかもしれませんが、お伝えさせていただき

ました。

　緊張感のある1学期の学校公開と違い、授業に慣れてきた子供達の雰囲気を感じることができ良かったで

す。掲示物も見られてよかったです。

　保護者参加型で楽しく拝見させていただきました。ありがとうございました。

　一学期の頃より落ち着いて授業が受けられている様子が見られてよかったです。

　普段の子供達の授業風景を見れて安心しました

　学校での授業の進め方が分かり、よかったです。

　思っていたより難しい内容を勉強しているなと思いました。

　少人数で感染リスクは低い環境で授業参観することが出来たと思います。

　国語で漢字の学習でしたが、とても分かりやすく先生が説明されていて、子供達もみんな元気よく声を出し

ながら取り組んでおり、とてもほほえましかったです。

　授業参観ありがとうございました。

　子どもたちと先生の信頼関係がしっかり作られているのを感じ、子どもたちも楽しく生き生きと授業に取り

組んでいてとても見ていて微笑ましく思いました。

　いつもご指導ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

　参観日の予定日を早めに知りたかった！

　のびのびと、楽しそうに授業を受けてる姿でした。

　日頃より、学校が楽しいと感じているのが、伝わりました。

　わかりやすく国語の授業をして下さいました。背が大きいので後ろの席になりがちですが、結構先生の話を

聞いてないなと自分の子が感じたので、集中できるように前の方にしてもらったほうがいいかもしれないで

す。これからもよろしくお願いします。

　子供の学校での様子がわかって良かったです。

　授業内容も工夫されていて、先生が一方的に教えるのではなく、子供達が自分達で考える力がつきやすい内

容になっていたように思います。また子供達だけでなく観ているこちらも飽きない内容になっていたと思いま

す。日々の様子がわかってとても良かったです。

勝手に席を立ってしまう子に対してもさらっと注意をすることで授業が中断することもなく、カオスになりが

ちな1年生をよくまとめていらっしゃるなと先生には頭が下がります。



　全体としては校内はきれいになっていて、子どもたちは人懐こい雰囲気でした。

　日常の授業風景を見られて、様子がわかりました。

　普段子どもから聞いてはいましたが、それ以上にクラスの状況は大変に感じました。椅子にちゃんと座って

いられない、自分勝手に大きな声で話をする、一年生から机に伏せて寝る…そういった子が何人もいて、担任

の先生1人ではとても手に負えないと思います。他の一般の生徒にはとても苦痛ですし、学級崩壊に至らない

よう、問題のある子どものサポートスタッフを早急に配置していただけるよう願います。

　親も一緒に参加出来、子供の様子もよくわかりました。先生の授業がとても良かったです。

　クラスの様子がよくわかりました。

　算数の授業を参観しました。

　おはじきやタブレット、プロジェクターを使い、生徒みんなが自主性を持ちながら、理解しながら授業を進

めている印象を持ち、ありがたいなと思いました。

　答えをタブレットで送って黒板に写すなど、今どきな授業風景に関心いたしました。

　また、教室の様子も分かり安心しました。

　このような機会を作ってくださり、ありがとうございました。

　また、防音のための椅子の脚のテニスボールがかわいかったです(^^)

　いつもお世話になっております。

　子供から伺っていた授業の様子が、

　参観により、よく分かりました。

　子供に分かりやすく、工夫されて伝えており、

　家庭でも参考に致します。

　また、これまでコロナ対策で、初オンライン授業等、色々とご苦労だったかと存知ます。

　ご対応ありがとうございました。

　普段の学校の授業風景が見えた感じがしました。

　参観日に出席する事で先生と子供達の日頃の様子が少し見えたようで嬉しかったです。

　校長先生も見に来てくれてるいるのを拝見し、子供達も気合いが入るだろうな、と思いました。

　良い雰囲気のクラスだと感じました。

　参観出来て良かったです。

　タブレットのオクリンクを利用してクラス全員の答えや考え方をみんなで共有できるのは今の時代ならでは

だなと驚きました。

　タブレットやおはじきを使って、楽しそうに九九の意味を学んでいて、とても良かったと思います。ありが

とうございました。

　参観人数を半分に分けていたので、ゆったりと見れてよかったです。

　コロナの影響で、親が学校に行く機会は例年に比べると少ないと思いますが、授業の様子を目の前で見れた

ことは有り難いことと思いました。

　普段の授業の様子を観ることができて良かった。とても楽しそうに授業に取り組んでいて安心しました。あ

りがとうございました。

　なわとび週間で中休みに集まって大縄を跳んでいる子供達を見ました。

　コロナ渦でものびのび元気に運動しているのをみて、これぞ学校！って思いました。

　いつも大変お世話になっております。

先日は授業を拝見でき、こどもの学校での様子を少しでも見ることができて嬉しく思っております。

　算数の授業でしたが、先生の質問にたくさんのこどもたちが手を挙げて答えており、とても積極的で活気の

あるクラスという印象をうけました。

その分先生もまとめるのが大変だとは思いますが、年齢的にも難しいこどもたちと一生懸命に向き合ってくだ

さっている姿勢にとても感謝いたます。

　学校で保管している教科書類に関しても、ファイルボックスなどでキレイに仕分けされて使いやすくされた

り、忙しい中でも工夫してくださって感謝の気持ちでいっぱいです。

　これからもどつぞよろしくお願いいたします。

　いつもありがとうございます。半分の人数でも教室に入れてない方が居たので、コロナ禍が収まっても、今

回のように分けて見れると良いと思いました。

　子供の授業を受けている様子が家庭とは違ったので、子供にもいろんな側面がある事が知れて、とても楽し

かったです。

　自分の時代と違い、デジタルが組み込まれており、便利だなと思いました。

　反面いいバランスを見出す必要もあるかと考える部分はあります。



　学校全体で、児童さんの挨拶が習慣づけられていることがよく伝わってきました

　出席人数を半分に分けて参観でき、密を避けるために工夫されてるなと感じました。

　子どもの日常の姿がみれ、また少しずつコロナが落ち着き今までの生活に戻りつつあるので、このままいっ

てもらえたらいいなと思います。日頃からご指導頂き感謝しています。

　途中地震があり少しざわざわしましたが、

　それ以外は、子供達も先生の話しに耳を傾けて良かったのではないでしょうか。

　子供たち全員が積極的に授業に参加し、課題に対して考えたり悩んだり友達と相談しながら一生懸命に取り

組む姿に感心いたしました。

　担任の先生の授業は子供たちの知的好奇心を引き出すための声かけが素晴らしいと思います。

　学ぶことは楽しいという雰囲気に溢れていて、有意義な学校生活を送れていることを垣間見ることができま

した。

　安全に学校公開を開催してくださりありがとうございました。

　授業参観は昔から算数や国語ですが、体育や図工の授業も見たいと思いました。

　仕事を休んで、楽しみに行きましたが、教室の中に入れず、廊下から覗くだけになってしまい、残念でし

た。昇降口近くで寒かったこともあり、途中で帰りました。

　20分おき半分ずつとか入れ替えにしていただければよかったです。

　国語の授業、とても活気があり、楽しく学ぶ姿を見ることができてよかったです。

　普段の様子がわからなかったので参観でき良かったです。貴重な時間をありがとうございました。

　授業はマスクでになりますが、子供達は元気に授業を受けていて活気があり安心しました。教室の展示物も

きちんとたくさん並べられていて、子供達の取り組みの様子がよくわかりました。参観できて良かったです。

　もう少しコール&レスポンスがあるといいと思った。

　初めて図工の授業を参観して、皆が思い思いに楽しく制作しているのがよく分かりました。算数や国語など

の授業より参観でも子ども達がリラックスしてい　る自然な様子だったように感じました。

　図工の授業は国語算数理科社会と違って各自の創意工夫が見られて新鮮でした。

　学校公開の案内プリントでは「参観場所は各クラスで後日お知らせします」と書いてありましたが、特にお

知らせもなかった為、子供に確認してから向かいました。

　算数の授業だった為、教室も移動していて事前に子供に確認していなかったら場所もわからなかったなと思

いました。

　事前にお知らせがほしかったです。

　教室に移動する子供達と廊下ですれ違いましたが、教科書・ノート・筆箱・防災頭巾の他に算数に使うコン

パス・のり・ハサミを教科書の上に乗せて運んでいて落としてしまう子をよく見かけました。

　「ファスナータイプの筆箱はまだ早い」と一学期の保護者会で話していましたが、持ち運び用に巾着やファ

スナータイプのポーチなどを使うといいのかなと思いました。

　図工の授業を見ました。

　黒板に絵で説明があったり、「終わりの時間」という枠を用意してあってその中に終了時間をその都度書き

込める物だったりと工夫の仕方がさすが図工の先生！だと思いました。

　授業自体は子供たちは穏やかにのびのび作品を作っているように見えました。

　2時間の図工の授業のうち、最初の1時間を参観したので終わりまで見られなかったのは少し残念でしたが学

校での様子が見ることができよかったです。

　学級会だったのでみんなが真剣に話し合っている様子が見れて良かったです

　普段の授業や子どもたちの様子を観ることができて、とてもよかったです。行事で張り切っていたり、緊張

していたりする姿を観るのも楽しみですが、日常の学校生活、自然な子どもたちの様子を観る機会がたくさん

あるといいなと思います。

　参観した授業が、学活でした。

　普通の授業とは違い、我が子の友達同士の関係やクラスの様子、先生の声かけ、まとめ方など垣間見れまし

た。公開授業が、学活なのは、人となりを知れるのでとてもよかったです。楽しかったです。先生が子供の良

いところを引き出しならまとめてくださっていたので、安心してお任せしようと思いました。

なかなか学校に行く機会がなかったので、とても貴重な経験でした。

　ありがとうございました。

　いつも参観を楽しみにしていたのですが、コロナ禍になってからは、日程の決定が遅く、仕事の都合がつき

ません。

　細かく日にちと時間を分けているのは良い事だと思います。もう少し早く日程と時間がわかると、仕事の都

合もつけやすいのでお願いしたいと思います。



　出席番号順で２回に分けての学校公開だったので密にならずにゆっくり見ることが出来ました。

　感染が今は落ち着いていますが、まだこれからどうなるかわからないのでこのような形で開催して頂けたら

ありがたいなと思います。

　学校へ行く機会が減少しているなか、短時間でも子供の様子が見られたので良かったです。新型ウィルスの

感染状況を考慮しながらも、実施していただいたことは感謝しております。

　ただ、学年や組や出席番号でかなり限定された時間でしか参観ができないので、お仕事をされている方は調

整ができずに不参加になることもあり得ます。緊急事態宣言が解除されている時期なら、もう少し柔軟にスケ

ジュールを組んでいただけるとありがたいです。

　子供達の授業への意欲がなく、3年生のわりに活気がないように感じました。

　手を上げて発言する子は数名で、いつも同じ生徒。

　その他の子はつまらなそうな顔をして座っているだけ。

　先生中心の授業という印象が強かったです。

　授業の内容も主旨が明確でなく、わかりにくかったので、それも一つの原因なのかなと思います。

　先生が感情的に怒る場面が何度かあり、

　せっかくの意欲的な子の発言も打ち消されてしまっている気がしました。そんな場面を見て、他の子供達は

萎縮しているようにも思います。

　もう少し子供達の発言に賛同したり、褒めてあげてもよいと思いました。

　掲示物や作品などがきれいに展示されていました。どの作品も素晴らしかったです。

　少しクラスの雰囲気が落ち着きがないような感じがしました。参観日でない日は大丈夫か少し心配です。

　児童椅子の脚にテニスボールが付いているクラスと付いていないクラスがありました。学年で統一した方が

いいと思います。

　正面玄関前の下駄箱から廊下に行くところに少し段差があり、危ない。前を歩くおばあさんがその段差につ

まずいて転倒しました。バリアフリー、ユニバーサルデザインの観点からも何らかの対策が必要かと思いま

す。

　学校の様子が知れて良かったです！

　クラスの雰囲気がもう少し良くなれば良いなぁ‥と思いました。

　参観ありがとうございました。

　とても分かりやすい授業でした。そして、クラスも落ち着いているように感じ安心いたしました。

　我が子も含め、一人一人をフォローもしてくださり、ありがとうございます。

　今後もよろしくお願いいたします。

　何となくざわざわとしている雰囲気を感じました。それとなく息子に話をきくと、「少し集中しづらいか

な..」と言っていたので気になるところではありますが、みんなの背中が大きくなって、元気な様子はよくわ

かりました！

　マスクによって先生の声や表情が伝わりにくいのかもしれませんね。

　話をきちんと聞く。ということを家庭でも意識していきたいと思います。

　息子が1番好きな、算数の授業を見学出来て良かったです。

　算数でしたが、どの子も落ち着いた雰囲気の中で、それぞれ考える活動をしていました。意見も活発に出て

いて、我が子も生き生きとした様子だったので安心しました。いつもありがとうございます。

　算数の授業をはじめてみましたが、レベルごとに分かれていて、とてもわかりやすい授業で子供達も楽しそ

うでした。雰囲気が分かってよかったです。

　プログラミングの授業を参観しました。

　班になって学習出来る環境に戻れて意見を出し合う姿は小学生らしく活気があって良かったなと思いまし

た。

　反面、タブレットが班で一台ということで、1人が画面操作に取り組むと輪に入れない子どもも居たりで難

しさも感じました。でもこれも回を重ねていく事で皆が理解していくのかもしれませんね。

　先生方にはいつも一生懸命取り組んでいただき有難うございます。

　また参観の機会があることを楽しみにしています。

　グループ学習でしたが、参加せずにいる子が居なかったように思いました。

　それぞれ得手、不得手があり、先生の目が届きにくい状況だと思いましたが、それぞれのレベルで参加し協

力できていて良かったと思います。

　人数の多い学校ですが比較的落ち着いて授業が行われているように感じました。

　どんな勉強の仕方をしているかを見れたので安心出来ました。



　先生は分かりやすく丁寧に授業して下さり、生徒たちも真面目に積極的に授業を受けていたのが印象的でし

た。

　授業とは関係ありませんが、マスクから鼻が出ている人が何人かいた事が気になりました。

　コースで分かれる算数の授業が見られてよかったです。発言が活発で、一生懸命に取り組む姿を見ることが

できました！

　平日は仕事なので、是非、土曜授業をして下さい。

　子供達が学習する姿を大変興味深く拝見することができました。プログラミングという、自分の子供時代に

はなかった授業だったため自分自身も一緒に学習しているような気持ちで楽しかったです。

　いつもお世話になっております。

　先日の学校公開では、理科「流れる水の働はたらき」の授業を参観させて頂きました。

　砂で作られた土手と河川に実際に水を流し、流れる水の動きを観察し、はたらきを考える内容でした。

　河川がカーブする場所では、なぜカーブの外側の砂が多く削られるのかを考え説明する場面で、生徒達が頭

をひねり自分の言葉で一生懸命に発表する姿がとても印象的でした。

　クラス一体となって活発な議論が繰り広げられており、あっという間の授業時間でした。

　自分の時代の授業風景と比べ、生徒達の集中する姿に感心致しました。

　昔と異なる今の時代の授業を拝見することをいつも楽しみにしております。

　今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

　この参観方法は、とても良いと感じます。

　緊急事態宣言解除後の学校公開の開催、ありがとうございました。

　オンラインから始まった2学期でしたが、クラスで友達と向かい合って授業を受けている子供の姿を見て、

教室での授業の大切さを感じました。

　マスクをしている生活で友達の声が聞き取りづらい中、一生懸命聞こうとする子供達の姿がとても微笑まし

かったです。

　コロナが終息して、マスクのない学校生活が送れる日が来る事を願っています。

　理科の実験の授業は大人も惹きつけられて面白かった。他の教科はどうなのかが気になった。

　タブレットの活用もあり、授業風景も変化してきたなと思いました。

　前回の参観でも感じたことですが、先生も子どもたちもリラックスして授業に臨んでいるのが印象的でし

た。

　先生が子どもたちに対して何気なく掛ける言葉が前向きな言葉だったのも素敵だと感じました。

　こういった雰囲気が子どもたちにいい影響を与えてもらっているのだと感じました。

　今後もよろしくお願い致します。

　掲示物などから子どもたちの成長や個性を感じられたり、子どもたちが協力しながら授業に取り組んでいる

様子を見られてよかったです。

　先生から声をかけていただき、最近気になる子どもの様子についてもお話をいただけてよかったです。様々

なタイプの子どもに寄り添ってみていただけていることが感じられました。

　分散見学は、人数が少なくてゆったり子供達を見れてとてもいいです。

　体育の参観は新鮮でした。

　皆楽しそうに活動していて、先生の指示もしっかり聞いていてまとまりのあるクラスだなと思いました。

　とても楽しみながら体育をしており、様子が見られて良かったです。クラス半分ずつの参観は、学校側は大

変かもしれませんが、落ち着いて見られて良かったです（一斉の時は保護者のざわざわと話し声がうるさかっ

た）

　学校での子供達の元気な姿を観て癒されました。どうもありがとうございました。

　今まで見たことのなかった、英語の授業だったので、興味深かった。

　みんな、一生懸命に取り組んでいた。

　参観人数が少ない分感染の心配はないが、知っている他の保護者と会う機会もなく、少し寂しさも感じた。

　普段見れない体育だったので新鮮でした。

　仕事の為に参観出来ませんでしたがまたの機会を楽しみにしています。複数日参観可能日があると助かりま

す。

　今日はありがとうございました。

　みんな、試行錯誤しながら頑張ってバレーボールの練習や試合をしていて、見ている方もとても楽しかった

です！

　先生の俳句風目標も、とてもわかりやすくて良かったと思いました！！

　リラックスした雰囲気のなかで授業が進み、わかりやすかった

　仕事で行けず残念です。土曜日とかにしてほしいです



　国語の授業を拝見しました。

　子供たちののびのびとした意見や会話、発言力、さすが6年生だなと感心しました。

　担任の先生も子供たちを褒めながら上手に盛り上げ、楽しそうで、親の私まで発言したくなりました(笑)

　1時間だけの参観でとても残念でしたが、とても興味深く、参加できてよかったと思います。

　とても良い雰囲気の中で授業を受けさせていただいていることを改めて感じることができ、安心しました。

いつも楽しい授業をありがとうございます。子どもも楽しく通っています。

　歴史の授業に参観させて頂き、工夫されている先生と真面目に聴講している子供たちが印象的でした。

　教室の中に、参観用のスペースがもう少しあるといいなと思いました。（でも生徒の人数と教室の大きさか

ら考えると、限界ですね）

　学校公開を企画準備してください、有難うございました。

　コロナ禍ですが、公開授業を行って頂き嬉しく思います。

　算数の授業でしたが、とても分かりやすく、穏やかな雰囲気の先生で、親としては好印象な方でした。

　子ども達に分かりやすいようにと、授業にあたっての準備など、時間を割いて頂いているのだなと感じまし

た。

　これからもよろしくお願いします。

　弟と違う日で、そんなに有給ばかり使えないので、行けませんでした。同じ日に行ければ参観できました。

　授業にもみんな集中できていて、時々和やかな雰囲気もあり、普段の様子が見られて良かったです。

　音楽室での参観でしたが、事前に音楽室であることが通知されておらず、分かりませんでした。

　教室に担任の先生がおられ、音楽室であることを教えてくださり助かりました。

　木琴、鉄琴の子供たちがずっとバチで遊んでおり、常に何かしらの音が聞こえている状態。

　6年生といえどまだまだなのだなぁと思いました。

　そんなまだまだな子供たちに根気強く接してくださっている先生方に感謝しております。

　初めての図工の参観でした。

　女の子はキレイな色使いで細かい作業をしている子が多く見られましたが、男の子は絶対に売ってないもの

を作っていたり、大きい物を作っていたりと、みんな楽しそうににぎやかに作っていて、見ている方も楽し

かったです。もっともっと参観のひか

　もっともっと参観の日を増やしてほしいです。

　今年の６年生は移動教室も行けず、八ヶ岳も行けず、今年の５年生の八ヶ岳決行を羨ましく思っている子も

多いと思います。延期の移動教室も行けるかどうかの状況です。

　６年生だけの何か行事のようなものは、今からでは組めないものでしょうか？

　スポーツフェスティバルも決行できましたが短縮、オリンピック観戦は中止。今年も全てが通常通りにはい

かず、とても可哀想だなと思いまして。

　受験を控えている子もいますが、学校に来ている時間内であれば、塾の時間には間に合いますし、簡易的な

イベント(運動会のような、ロードレースのような…)をやってあげることは難しいでしょうか？

　クラス替えをした５,６年のクラスの写真も思い出も通常より少なく、ランドセル生活最後が、淋しいよう

に思ってしまいました。

　体育の授業を参観しました。子供たちが楽しそうに授業を受けていて、見ている親も安心しました。走り高

跳びの授業で、なかなか跳べない子に対して、他の跳べる子が跳び方を伝えている様子が見えました。みんな

成長してるんだなと実感でき、来て良かったです。ありがとうございました。

　運動場で体育の授業を参観しました。

　先生、生徒の話はよく聞こえませんでしたが、生徒がのびのびして、とても楽しそうに取り組んでいる様子

を見て、とても嬉しく思いました。ありがとうございました。

　今日　仕事が休みがとれました。取れない日もあるので　複数　参観できる日があると良いと思いました。

学校側は、日程調整が大変だと思いますが。

学校としても　感染に対しての　不安が高いなか　参観を開催していただき　ありがとうございます。


