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42% 57% 1% 0%
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・英語の先生の発音がきれいで感動しました。クーラーの効きが悪い時間
帯があった。（切っていたらしい）（匿名）

・プールの日射しがよけられるといいなと思いました。中学生があの一教室
に入りきれないほどいっぱいいっぱいで気の毒なほどでした。せっかく空き
教室があるのになと思いました。（なのに感染がなく先生方のご指導をあり
がたく思いました。）体操着通学をOKにしてくださってありがとうございま
す。（２年）

・プールを新しくしてほしいです。（匿名）

・時期は適当だと思いますが、試験前だったので子供たちが集中できない
のではないかと思います。（匿名）

・久々に学校の様子を見ることができてうれしく思います。このような場を開
いていただき、ありがとうございます。（３年）

・こういう機会を、コロナ禍にうっくつしてしまいがちなときに、むしろ日にち
的ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽｽﾍﾟｼｬﾙな参観週間を設けてくださりありがとうございま
す。気になり向くかわいい子たち、他の学年・クラスも見る余裕もありがたい
です。（１年）

・子供たちの体調面を第一に考え、クーラーの温度設
定等を管理していきます。

・プールの日射しよけについては検討いたします。
・学級の人数については、変更できませんが、少人数
指導等、空き教室の有効活用については、検討いた
します。

・市の計画によりますが、市へ要望していきます。

・２学期以降、可能なかぎり配慮できるよう努めます。

・お子様の今を見ていただき、良かったです。今後も
可能なかぎり、公開日を設定いたします。

・今後も全学年・全学級公開の機会を設定いたしま
す。

学校の回答（貴重な感想等ありがとうございます。）

・管理職を中心に、学習規律の徹底を再確認いたし
ます。また、個別指導を充実するように、教科部会や
学年会で対応いたします。

・日頃からのコンタクトについて検討いたします。

・引き続き、授業・学級づくり等を研究していきます。

5　学校は、学校行事等の教育活動の公開に努めている

6　右記の文書等で、目を通しているものに○をつけてください。（複数可）

質　　問　　項　　目

1　学校公開の時期は適当である

2　本校の生徒は集中して授業に取り組んでいる

3　本校の生徒は充実した学校生活を送っている

4　教室や廊下などの環境についてよく整備されている

６月２１日分　自由記述（その他、お気づきの点や感想・要望等）

・英語の授業を拝見しました。（少しざわざわしている感じがしました。）学習
に課題がある生徒（苦手意識のある生徒）への支援がもう少しあると保護
者として安心します。（１年）

・担任の先生とのコンタクトがもう少しあると良いと思うことがあります。（匿名）

・授業を拝見させていただきました。生徒達は伸び伸び学んでいるように感
じ、皆明るく楽しそうでした。（匿名）

・２学期にも学校公開週間を設定いたしますので、ご
来校をお待ちしています。

・学校公開が１週間設定されているので、参観したい教科を選べたり、有職
者も参観できる機会が増えて良いと思います。数学後の休み時間に先生と
一緒に問題を解いていたり、学校全体の雰囲気も良かったです。理科の授
業は生徒が「学ぶって楽しいんだ！」と思えるような感じで、わかりやすくて
内容も頭に入ってきました。参観していてとても楽しかったです。体育では、
息子が楽しみにしていたソフトボールのバッティングが見れて嬉しかったで
す。（１年）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
１学期 学校公開週間（６月２１日～２５日）アンケート

Ａ（そう思う） Ｂ（おおむねそう思う） Ｃ（あまりそう思わない） Ｄ（そう思わない）



→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

・学校の様子をゆっくりと見ることができてとても良かったです。とても落ち
着いた様子で過ごせていることがわかり安心しました。（１年）

・子供たちが（先生方も）気持ちよく挨拶をしてくれて、こちらとしても気分良
く来校できました。雰囲気がとても良いと思います。（２年）

・コロナの中よくやっていただいていると思います。よろしくお願いいたしま
す。（１年）

・初めて授業の様子が伺え良かったです。子どもは来てほしくないようでし
たが・・・１週間という期間があったので密にならず見れました。ありがとうご
ざいました。（２年）

・２学期にも学校公開週間を設定いたしますので、ご
来校をお待ちしています。

・生徒会をはじめ、気持ちの良いあいさつに力を入れ
ているところです。励みになります。

・引き続き、感染症対策を徹底してまいります。

・お子様は、口ではそう言うと思いますが、心の中で
は、うれしいはずです。来たもんがちですよ。お子様
が成長したとき、「中学の時、来てくれた」という事実
は残ります。ぜひ、またお越しください。

６月２２日分　自由記述（その他、お気づきの点や感想・要望等） 学校の回答（貴重な感想等ありがとうございます。）

６月２３日分　自由記述（その他、お気づきの点や感想・要望等）

・特に１年生は、教室がいっぱいで申し訳ありませ
ん。２学期の公開週間では、教室に入りやすい工夫
をいたします。
・今後も楽しい授業を考えていきます。
・保護者ネットワークづくりも大切ですね。ぜひ、控え
室のＰＣ室をご活用ください。

・２学期にも学校公開週間を設定いたしますので、ご
来校をお待ちしています。

・２学期にも学校公開週間を設定いたしますので、ご
来校をお待ちしています。

・励みになります。今後も教職員一同、尽力いたしま
す。

・今しかないお子様の様子を見学できる機会を２学期
以降も設定いたします。

・校長先生も明るく、教室に入りますか？　のお気遣いがありがたいです。
小学校が違うお母さんとも話せ、先輩やプールの情報交換ができて良かっ
たです。数学の先生が、おうちの人が来てる人頑張って手をあげましょう、
と言われお気遣い（盛り上げ）がうれしいです。みんな生徒が素直でかわい
くうれしかったです。（１年）

・授業参観ではなく、今回のような学校公開週間のほうが、都合をあわせら
れるし、見たい授業を見られるので、保護者の立場としてはよかったです。
コロナ禍で密にならないように、と、この形をとったと思いますが、例年学校
公開週間がいいと思います。（３年）

・授業の様子がよくわかりました。ありがとうございました。（匿名）

・校長先生をはじめとてもすばらしい先生方と子供たちの姿が見れました。
ありがとうございました。（匿名）

・先月の部活見学も、本日の授業も久しぶりに見学できてよかったです。（３
年）

・１年生は元気に発言して楽しそうに授業を受けていました。
・３年生は集中していて、受験に向けて気持ちも変わってきているんだろう
と思いました。（匿名）

・３年生、さすが集中して授業を受けておりビックリしました。（久々に参観し
たので）　１年生もまた静かで驚きました。本人は授業中、うるさくて集中で
きない、と普段言っており登校を渋ることがあるため少し気になっていま
す。勉強がしたい様です。フォローしていただけると助かります。（１・３年）

・見てる人数が少なく、少し気が引けました。（２年）

・初めての中学校生活で保護者の私達も不安がありましたが、この様に実
際に見ることができ、とてもありがたく感じております。（１年）

・仕方のないことですが、クラス（教室の広さ）に対して子どもが多くて窮屈
そうだな、と感じてしまいます。（北小が広すぎてそう思うだけだと思います
が）（１年）

・校長先生の明るいあいさつがやっぱりいいです。子供たちも恥ずかしそう
でしたが、ちゃんと授業を聞いている様子が見れてよかったです。（３年）

・学校公開をしていただきありがとうございました。コロナで学校へ行く機会
が減る中、大変貴重な時間でした。ただ、学校公開を決定し、発表する時
期をもう少し早くしていただきたかったです。母親達はシフト制で働く人たち
が多く、シフトの作成前に希望休を取らないとお休みできない人もいます。
その点を一応お伝えしたいと思いました。今後の学校行事の変更の際にご
考慮いただけると助かります。（２年）

・他の保護者の方がいなかったこともあり、授業の邪魔になってしまいそう
で教室の前に行くのに気が引けるほど、どの教室もとても静かに、真剣に
授業を受けているんだなと感心しました。声をかけてくださった先生、おか
げで教室に入ることができました。ありがとうございました。（２年）

・今回のように１週間自由に、という形はいきやすかったです。

・先生方には大変お世話になっております。学校の雰囲気は、変わらずと
ても良いと思います。これも先生方が、父母をはじめ子供たちに声をかけて
くださっているからと思います。（３年）

・２学期にも全学年・全学級公開週間を設定いたしま
すので、ご来校をお待ちしています。

・お子様につらい思いをさせてしまい、申し訳ありませ
ん。学習規律の徹底をし、みんなが気持ちよく勉強で
きるように、教職員一同、尽力いたします。

・２学期は、教室に入りやすいよう工夫いたします。

・２学期にも全学年・全学級公開週間を設定いたしま
すので、ご来校をお待ちしています。

・教室の広さは、市へ継続的に要望していきます。

・励みになります。あいさつは、生徒会も力を入れて
います。気持ちの良い学校づくりに、今後も教職員一
同、尽力いたします。

・２学期は、もっと早くお知らせするよう努めます。申
し訳ありませんでした。

・２学期は、教室に入りやすいよう工夫いたします。

・２学期にも学校公開週間を設定いたしますので、ご
来校をお待ちしています。

・励みになります。今後ともより一層の連携をお願い
いたします。

学校の回答（貴重な感想等ありがとうございます。）
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・２学期にも学校公開週間を設定いたしますので、ご
来校をお待ちしています。

・昨年度、校庭の改修工事の予定だったのですが、
市のコロナ禍の対応で、延期となっています。改修計
画が再度決まりましたら、お知らせいたします。

・現在、学校通信・進路だより、ほけんしつのーと等を
掲載していますが、その他の掲載についても検討し
ていきます。

・みんな元気よく活動していました。中学生らしい雰囲気で満ちあふれてい
ました。楽しく学習・活動できるよう、今後ともご指導よろしくお願いいたしま
す。（１年）

・今回小学校の参観日と同じ日程で来ることができたので助かりました。
・小学校では生徒も先生も会えば挨拶をしましたが、知っている子以外は
挨拶がありませんでした。年齢的なこともあると思いますが、少し残念でし
た。（１年）

・“今日から俺は”のような底辺中学に通っていた私からすれば、整った環
境、優しい先生、きちんとした生徒が揃った環境で中学生活が送れること
が、うらやましく思います。今後もどうぞよろしくお願いします。（１年）

・急な予定変更が多すぎる。最近先生方の言葉づかいが乱暴という声を耳
にします。他の父兄からも、特に怒っている時、感情的にならず大人な対応
をお願いします。（匿名）

・落ち着いた授業態度だなと思いました。（１・３年）

・校庭の土壌改良をしていただきたい。（匿名）

・文書をホームページで拝見しているので、学校通信以外もアップされてい
ると助かります。学校の雰囲気が明るくて子供たちも活発に感じました。自
分の子のクラス以外もいろいろ見られて大変有意義な時間でした。（２年）

学校公開週間アンケートにご協力をいただきまして、ありがとうございました。
２学期学校公開週間は、１１月１５日（月）～１１月１９日（金）の予定です。
感染症の状況によりますが、現小学校６年生の保護者・地域の皆様にも公開の予定です。
１ケ月ほど前（１０月中旬）に、時間割等を含め、通知文書を配付し、ホームページにも掲載いたします。

６月２４日分　自由記述（その他、お気づきの点や感想・要望等） 学校の回答（貴重な感想等ありがとうございます。）

６月２５日分　自由記述（その他、お気づきの点や感想・要望等） 学校の回答（貴重な感想等ありがとうございます。）

・２学期もさらに成長した姿を見ていただけるよう、教
職員一同、尽力いたします。

・励みになります。今後もお子様が楽しく思えるよう
に、教職員一同、尽力いたします。

・励みになります。１０年後、お子様たちが社会で生き
抜いていくために、タブレットを使ったり、自分で考え、
解決できるように、霞東中教育の質を教職員一同、
高めていきます。

・２学期にも学校公開週間を設定いたしますので、ご
来校をお待ちしています。

・励みになります。２学期にも学校公開週間を設定い
たしますので、ご来校をお待ちしています。

・励みになります。より一層安心していただけるよう教
職員一同、尽力いたします。

・２学期の学校公開週間では、改善したものを配付い
たします。

・皆、楽しみながらも集中して授業を受けていたと思います。すれ違う子供
たちが、挨拶をしてくれうれしく思います。（２年）

・毎日、楽しく学校に行っています。校長先生をはじめ、諸先生方の指導の
おかげです、ありがとうございます。（匿名）

・コロナのことや仕事のことがあり、初めて中学校の授業を見学しました。
私が中学生の時と異なり、PCをTVにつないで、理解しやすいように工夫し
たり、生徒とのやりとりが集中できる環境とされていることが非常に良いと
感じました。
・先生方と生徒の信頼感があり、メリハリのある距離感で授業がなされてい
ると感じました。身近なエピソードから皆が納得して理解できる授業である
と思いました。授業が楽しくわかりやすいので、子供たちには授業を大切に
受けてもらいたいと思いました。今後ともよろしくお願い致します。（１・３年）

・学校公開日が１週間あったため、時間を選んで参観することができまし
た。

・短い時間でしたが、どのクラスも子供たちが意欲的に授業を受けている様
子が見て取れ、子供たちと先生とのいい距離感を感じました。（２年）

・積極的な授業で安心しました。

・教科の横に先生の名前があるとありがたい。教室の横に階数だけでもあ
るとわかりやすい。（教室がたくさんあるので）（匿名）

・励みになります。今後もより一層、尽力いたします。

・せっかくご来校いただいたにもかかわらず、残念な
思いをさせてしまい、申し訳ありません。あいさつは、
今後、改善できるよう指導していきます。

・“今日から俺は”・・・でしたか。現状よりも、もっとよく
なるように、教職員一同、尽力いたします。

・申し訳ありません。教職員で再確認し、今後、その
ような不快な思いをさせないようにします。


