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令和 2 年度学校評価アンケート 
 今年度実施しました「保護者による学校評価アンケート」につきまして、

結果がまとまりましたので報告させていただきます。今回も多くの保護者

の皆さまにご協力をいただきました。保護者の皆さまからいただいた貴重

なご意見ご要望を生かし、今後とも屋代中学校の更なる充実をめざしてい

きたいと思います。 

 

区分 意見・要望・感想 回答

・普段、あまり学校の話題をしたがらないので、学級通信をこまめに出

して頂くことで学校や学級の様子がわかり助かっています。 家での話

題作りにもなるので、学校の様子を教えて頂けることは本当にありがた

いと思っています。 男の子はあまり話しをしなくなる時期なので、友

達のこと、学習のことなど親が知る機会を持てるといいな、と思いま

す。

・学年便りの週間予定の間違いが多かったので、複数の先生方で、確認

してから配布してほしい。

・コロナ以降、様々な行事が変更を余儀なくされる中、ご対応頂きあり

がとうございます。 ただ、疑問に感じる点もありました。 コロナ感染

者数が再び増え始めたこの時期に修学旅行を実施することは本当に最善

だったでしょうか。なぜもっと早く実施してくれなかったのでしょう

か。

・３学年の修学旅行については、夏に計画し、保護者の意向調査をした

ところ、４５％近くの方々から実施しなくてもよいとの回答をいただき

ました。

秋になり、状況が改善してきたので、コロナ感染症対策を講じながら、

思い出づくりをして欲しいとの要望があがったため、１２月に実施しま

した。

・マスクをしていない子がいると聞きました。今一度、マスク着用の徹

底をお願いします。

・校内では多くの人々が生活していますので、学活時や授業時など折に

触れて指導をしていきたいと思います。保護者の皆様にはご面倒をおか

けしますが、朝お子さんを送り出す際に、健康観察およびマスクの着用

の確認をお願いいたします。

服

装

・酷暑または厳寒時の運動着登校を認めていただきたいと思います。女

子においては、冬場のスラックス着用を勧めていただけるとありがたい

です。 コロナ対応をしっかりとお願いしたいと思います。

・夏季ジャージ生活時のジャージ登校を検討していきます。冬期の女子

のジャージ登校は、生徒手帳の通りです。ジャージでも寒いのでタイツ

やスラックスの着用を勧めていきます。

・登下校時の生徒の通学マナーが悪い。見ていて危険と思うことが多々

ある。特にAコープ南側の農道一帯を徒歩、自転車で通る生徒のマナー

はかなり悪い。先生も実際にそこで見て指導して欲しい。

・目の行き届かないところへのご指摘，ありがとうございます。校内で

の指導はもちろん，街頭指導をより充実させ，生徒の交通安全への意識

をより高めていけるよう努めてまいります。また，お気づきの点があり

ましたら，随時ご連絡いただけるとありがたいです。

・冬期の帰宅時に農道を通りますが、車との行き違いで避ける際、水路

が分かりづらく落ちることもあるようです。水路や側溝などの淵に反射

板など（道路に埋め込む等）対策していただけると安心です。同時に河

東線の跡地が通学路になるとよりいいと思います。学校側からも市へ要

望していただけるとありがたいです。

・ご提案ありがとうございました。一般の道路は歩行者、自転車、自動

車が、相手意識を持って互いに譲り合って通行しなければならないこと

をしっかり確認したいと思います。また、中学校から「河東線の跡地を

自転車専用道路にしてほしい」との要望をあげました。市では、すでに

予算化され、来年度より着工されます。

・部活動の保護者の参観が気になる。 コロナで行かれないもしくは我

慢しているのに、役員だからなのか顔を出すことを許されている事に違

和感を感じます。感染予防に関しては みんなで取り組まなければいけ

ない状況だと思うので、学校でも考えてもらいたいと思います。

・部活動の種類を増やしてほしい。

・部活動の終了時間に変更がある際は必ず連絡して欲しい。

・屋代中は、コロナ禍の対応や連絡のタイミング等、適切で危機管理意識が高いと感じています。杏苑祭の合唱は、無事に終えられただけでなく

感動をいただき、感謝しています。
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・部活の大会には 遠くまで応援に来てくれたり 学校では 子供達に 声をかけてくれたり励ましてくれたり 学校に行く機会がある時は そんな

校長先生の姿を見かけたりします。学校の先生方はもちろん 校長先生が このように動いて下さる事は 保護者として すごく頭が下がります。感

謝します。

交
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安
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・今後も学校便り、学年・学級通信の発行、ホームページの更新をし

て、保護者の皆さまに学校や学年・学級の活動の様子や生徒の感想など

をお伝えしていきます。週予定の誤表記については、教務主任が最新版

の予定掲示し共有するとともに、文責者は最新の予定で表記するように

改善します。

・さらに教師が、一人一人の生徒に目を向けて授業を進めることを意識

したり、友達との関わりの場面を設けるなどの工夫をしたりし、学習内

容の理解や定着が深まるような授業作りを心掛けて参ります。また、授

業と家庭学習の繋がりを意識し、自力で学習を進められるように支援し

ていきたいと思います。

・今年度は、先行きが見えづらく、コロナ感染症対策も探りながらの状

態で、意識の統一が図られづらい状況でありました。先日のスポーツ文

化活動運営委員会でも協議し、ご意見を周知させていただきました。

・少子化に伴い、教員数の削減が進む中では、部活動数の増加は苦しい

状況です。

・変更時の連絡に努めさせていただきます。

・いつもお世話になっております。今年はコロナウイルスにより休校だったり部活の大会が中止になったり学校の行事も減り大変な時期に中学校

生活最後となりました。その中で先生方が一生懸命動いてくださり本当に感謝しています。学校生活もこうして子供に一生懸命接していただいて

るんだなと感じました。残りわずかになりますが、卒業までよろしくお願いします。

・部活動、学校生活では、校長先生や先生方にはお世話になり、ありがとうございます。毎年、杏苑祭での発表は楽しみです。挨拶、清掃、合唱

を頑張ることは、とても良いことだと思います。
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・もう少し授業で分からない生徒に目を向けて理解出来るまでしっかり

見て頂きたい。プリント学習のやり方だと分からないまま過ぎてしまう

ことが多々あります。家庭学習でもわかるように教科書の対応ページを

示すなど考えていただければと思います。

・授業の進め方の工夫をお願いしたいです。黒板を写している時に説明

があり、聞けないようです.板書ももう少し読みやすい字ですと良いで

す。

http://www.chikuma-ngn.ed.jp/~yashirojh/


 

～連 絡～  

先日、学校より「令和２年度卒業証書授与式」の案内が配布されました。そこで、卒業式にかかわって以

下のように確認と協力をお願いします。 

１ 「私物の持ち帰り」について 

 １５日までには「私物の持ち帰り」完了。１・２年生については、教室移動（新年度準備登校日）のた

めに、学年（担任）から『教室にまとめておくもの』『家に持ち帰るもの』について指示があります。 

３年生は、すべての私物を持ち帰り。 

生徒昇降口にある置き傘を持ち帰るようにお願いします。落とし物についても、生徒昇降口に出してお

くので、確認してください。 

２ 「卒業式」について 

 １７日卒業式は大切な儀式となります。男女とも、以下のきまりにあわせた正装となります。 

【男  子】学生服・学生ズボン・白 Y シャツ・白ソックス 

【女  子】セーラー服・スカート・スカーフ着用・白ソックス 

【防  寒】防寒については、できるだけ長袖シャツなどの下着で調節してください。 

    カーディガン等を着用する場合は、袖口や裾からでないように十分注意してください。 

【名  札】１６日（終業式）までは名札は全員着用です。１６日に３年生は名札持ち帰りとなります。 

１７日（卒業式）は名札の着用はしません。 

【登校時間】３年生：８時１５分までに登校（受付）教室待機。２年生：７時４０分までに登校。 

１年生：８時１０分までに登校。教室待機。 

【自家用車の駐車】『正門横駐車場』、『おもいで広場』を中心に、係職員の指示に従って駐車してください。 

天候によっては、『おもいで広場』が使用できない場合がありますので、できる限り“相乗り” 

等で自家用車の台数削減にご協力お願いします。 

【写真・動画の撮影】撮影されたデータについては個人情報となります。各家庭で管理し、無料通信アプリや SNS、 

動画投稿サイトへの掲載は絶対にしないようにお願いします。 

【下校時間】１・２年生は、１１時３５分完全下校。３年生は、１１時５０分頃から職員見送り後、随時 

下校となります。 

 

＊アルミ缶・牛乳パック回収ありがとうございます。 
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