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【桜野小学校保護者様】 平成２７年１月３０日

２学期ＰＴＡ・学校行事に関するアンケート集約報告
ＰＴＡ会長 小出昌孝

学校長 堀川優子

アンケートへのご協力、ありがとうございました。ほとんどの行事に「概ねよい」いう結果を、

頂きました。主に、○印は評価できるもの、●印は課題 ・印は、ご意見・要望となっておりま

す。青文字は、ご意見に対する返答です。グラフの数は、集約数です。

【親子地域除草作業】

●「親子環境作業」であるならば、子どもにもちゃん
、、

と役割を与えないと、作業せずに話ばかりしている子

が目立ちました。●真剣に作業している子としてい

ない子の差が大きく、高学年になるほど、仲のいい

子で固まり取り組んでいないように感じます。

（おっしゃるとおりです。３学期はもっと働く意義

を伝え、一人一鉢作りに取り組む予定です。）

・雨にぬれながらの作業だったので別の日にして欲

しかった。・帰省中で参加できなかった。・自営業で、日曜の時間が一番忙しいので参加できませんでした。・仕事の都

合で、休日開催の方がよいのですが、今後 も土曜日でしょうか？ ・もう少し早めに知らせていただければ予定を空けておけ

ます。・日程は問題ないと思いますが、天候が悪く、実施したのであれば、しっかりとすべきことはしても良かったのではないか、

と思いました。（どうせぬれたので、体調に不安がある人は除いてもよいので）役員や有志の方の負担が増大します。・10 月 26 日

の分は有志によるではなく、全体で作業しても良かったのでは・・・8 ／ 24 予定を入れてて参加できずすみませんでした。子どもは意外にも

楽しみにしていて参加できず残念そうでした。・有志ですが、もう少し皆さん手伝ってくれるといいなと思います。・あいにくの雨で、作業が不

十分な上、結構ぬれてしまい梅プロには感謝です。低学年の子は可哀想でした。・梅プロはすばらしいです。有り難うございます。・

有志の方々には、感謝しています。ありがたいことです。○色々な事情があり、変更は難しいのは分かりますが、やは

り夏休み最後の日曜日ということがどうも、、、有志にも関わらず参加された保護者、生徒が多くてびっくりしました。

・小雨でも外の草むしりはしたくないです。晴れの日がいいです。・雨が降った時は中止又は早く終了してもらいたか

ったです。・有志による作業について、日程が合わず参加できません。役員さんに負担がかかっていないか心配です。・

雨で、するかしないかの判断は難しいと思います。雨の中結構がんばったと思いました。学校の外をしましたが用務員

さんのお陰できれいでした。・梅林の作業で出た木など、処分に困っておられたようです。・８／２４参加したが有志に

よる整備作業には参加できませんでした．毎回熱心に作業して頂いている方々に感謝です。・有志による環境作業いつも有

り難うございます。大変きれいになっています。・先生にご協力頂いて窓の掃除ができました。今後も子ども達も入れ

て

もっと早い時期に定例化して頂きたい。

梅林の管理につきましては、梅プロジェクトの皆様を中心に本当によくして頂いて心より感謝申

し上げます。校区全体で取り組んでいくことが共通理解されましたが、一部の方に大変お世話にな

っていることにありがたいやら申し訳ないやら、頭が下がります。市の補助等を勘案しながら皆さ

んに負担にならないようにと思いつつ、現状は、有志の方々の善意に感謝するばかりです。今後と

もご支援の程宜しくお願い致します。期日設定や雨天の場合の判断、窓ふきの定例化等、全員の方

のご意見を満たすことはできないかもしれませんが今後も合意の判断で決めて参ります。

【祖父母学級】

○おじいちゃん、おばあちゃんがとても喜んでいま

した。来年も参加したいそうです。

・もう少し時間が早く分かると良かったです。

・祖父母より、参加するより普段の授業を見たかっ

た、と言われました。

Ⅱ 祖父母学級（①時期） もう少し(１ 1.5%・
よい（３８） だいたい（２１）
５９．４％ ３２．８％

あまり（４）６，３％･

Ⅰ 親子環境美化作業（①日時） もう少し(2)2.9%・
よい（３６） だいたい（２８）
５２．２％ ４０．６％

あまり（３）４．３％･

Ⅰ 親子環境美化作業（②内容） もう少し(4)6.1%・
よい（２６） だいたい（３５）
３９．４％ ５３．０％

あまり（1）1.5 ％･
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・敬老の日に絡めて敢えて祖父母としていると思いま

すが、「祖父母の方も是非」ぐらいの表記の仕方では

どうですか？いろいろな事情で祖父母が来られない家

庭も少なくないと思います。まあ、親でも来られない

事情のある家庭もありますが。

・平日だったので、祖父母の参観が難しく、私が参加し

ようと思ったのですが、下の子を連れての参加が難しく、子どもに残念な思いをさせました。○ちょっとオーバーしました

が、本に関する講演もとっても良かったです。来られていない親（祖父母以外）にも是非、聴かせたい内容でもったい

なくらいでした。・（読み聞かせ講演会）とても良いお話をうかがうことができました。○平日開催だと、子どもと一緒

に給食を食べることができたので、祖父母も楽しめたのではと思います。又「給食を持ってきてくれた」と嬉しそうで

した。・参加できなかったが平日開催は良いと思う。（多数）

・祖父母が近くに住んでいないので、来てもらえませんでした。祖父母の仕事の関係で以前のように祝日や土曜日あれ

ば来てもらいやすいです。両親も仕事休めず・・・！仕方がないですね。

多くの祖父母の皆様、ご参加ありがとうございました。お孫さんと一緒に給食を召し上がって頂

くことで、思い出や今の学校給食、学校教育等ご家庭での話題にして頂き、学校とともに子ども達

への教育の一部を共有させて頂きたいと考えました。遠くからお越し頂いた祖父母の方々、用事等

で参加できなかった方々等事情が異なり、残念な思いをしたお子様もいたかと思いますが、祖父母

の皆様に見守られている雰囲気を今後とも大事にしたいと考えます。

【ファミリー作品展】

○とても素敵な作品が並んで良かったと思います。

○ミシンを使って祖父母と作っていました．いい経

験になったと思います。

○色々な作品があって、見応えがあったと思います。

また、来年のヒントになるので良かったです。

○作品展示が見やすかったです。

○アイディア満載の作品ばかりで、とても良かった

です。○平日はなかなか見に行けないので延期してもらってよかった。（大多数）○管理は大変と思いますが大きな行事の時まで

延期していただいたことで、見ることができた方もたくさんいらっしゃると思います。私は助かりました。どうしても平日の学校

が開いている時間に来ることができないので、私は助かりました。○展示期間を延長してくれたので見ることができました。

有り難うございます。平日だと 17：00 までだったので仕事で間に合いませんでした。○フェスタまで延期していただ

いて良かったです。○学校内（校舎内）まで入ることがなかなかできないので、フェスタの日に展示を見ることができるの

は良いと思います。○フェスタまでの延期良かったと思います。昨年は見に行けんかった～と言われている人もいまし

た。・祖父学級の時にしてほしかったです。子にとっても夏休みの作品なので、早く飾って欲しいのではないかと思い

ます。少々１０月は気持ちも遠ざかっていて。・祖父母学級かフェスタに合わせて展示期間を合わせた方がいいと思い

ます。・展示期間が祖父母学級からしていただければ、祖父母がフェスタにはなかなか参加できないので、作品を見る

ことができたのではと思いました。・子どもにまかせたのでファミリー作品とは言えないかも。・どのような主旨になっ

ているのかが今ひとつ分かりません。・何をつくったらいいのか分からなかった、という一年生の親の意見を何人か聞

きました。例年の作品の参考例などの写真があれば、そんなに迷わずにすむのかな？と思いました。

桜野ファミリー作品展は、親子の触れ合いをつくる取組として数年前から続いています。保護者

の方の負担が大きいのではという意見が一昨年から出され、昨年から子ども達は全員作品を制作し、

保護者は一緒に作ることを自由としました。しかし、見守りや励ましはして頂くこと、保護者の参

加も募ることをしました。今年は地域にも作品募集をし広げていきました。多くの方に見て頂きた

く祖父母学級からフェスタまでと伸ばしました。来年も皆様のご意見を生かして取り組みます。

【桜野フェスタ】

○子どもに責任を持たせ、仕事を割り当ててあって良か

ったです。○内容的にはそれぞれのキャリア（学年）

に応じて企画から関わり、実行する過程があり（基

Ⅱ 祖父母学級（②内容） もう少し(１)1.5%・
よい（２８） だいたい（１７）
５２．２％ ４０．５％

あまり（１）1.5 ％･

Ⅲ ﾌｧﾐﾘｰ作品展（①時期） もう少し(５)7%・
よい（４５） だいたい（２０）
５９．４％ ２８．２％

あまり（１）1，5 ％･

Ⅲ ﾌｧﾐﾘｰ作品展（②内容） もう少し(１)1.5%・
よい（４３） だいたい（２６）
６１．４％ ３７．１％

あまり（０）０％･

Ⅳ 桜野ﾌｪｽﾀ（①時期） もう少し(０)０%・
よい（４８） だいたい（１７）
７３．８％ ２６．２％

あまり（０）０％
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本的には）成功体験をすると言うものであったと思

います。最後のミニコンサートはとても感動的でし

た。○子ども達は楽しく参加できているようでいい

と思います。・うれしい声が多かったので役員としてやり

がいがありました。・家業のため参加できませんでしたが、

本人は楽しかったようです。○各グループ縦割りで共に協力し合い良かったです。（多数）説明など一所懸命さが可愛かったです。

○みんながんばっている姿を見るのは良いですね。○いろいろなコーナーがあってとても楽しかったです。コンサートも盛り上が

っていて良かったと思いました。○コンサートもみんな一体となり、とても楽しい閉会式でした。ＰＴＡ役員の方本当に有り難う

ございました。コーナーも縦割りで協力してできているのが良く伝わってきました。とても良かったです。（多数）・体育館での身体

を動かすコーナーは、普段運動していない私にとっては、けっこう楽しく本気になり、、、良いですね。・保護者も一体になったコン

サートとても良かったと思います。我が子がお化け屋敷の役で仕事をがんばっている姿を見ることができず、残念でした。・教育の

一環として行っているところで、焼き芋の販売は子どもがかわいそうな気がしました。（魅力的ですが）（焼き芋につ

いては、参加者へのサービスとして行っております。子どもたちへは給食で出したり、各家に持って

帰らせたり、収穫時に地域の方といっしょに食べさせたりとしました。当日給食がありますので、子

ども達には、焼き芋をたべさせることができません。ご理解ください。）

・写真がいっぱいあって良かったです。・子ども達がコーナーを回る時間が短くて、十分に楽しめなかった という意見を聞きまし

た．親は楽しかったです。・年々保護者の参加が減っているような気がしますが、、気のせいでしょうか？子ども達は楽し

く参加できているようでいいと思います。・仕事の都合で、休日開催の方がよいのですが、今後も土曜日でしょうか？・土曜

日だったので土曜日授業かと思ってました。・日時は良かったと思いますが、土曜出校が他校でも増えてきているので代休は必要な

いのではないでし・最後のコンサートはとても盛り上がり、良かったと思います。ただ、コンサートの時に、親が帰っている方が

多かった様な気がします。親が残ってくれる工夫が必要なのではないでしょうか。○コンサートは今後もあの形で一帯となってす

るのがいいですね。・コンサートは、子ども相手に音量が大きすぎかなと思いました。・下の子が小さく、子どもと回るの

が大変でした。ヘトヘトになったのでもう少し座れる場所があれば助かります。（そうですねえ）・親子給食の再開を。

桜野フェスタでは、子どもたちが縦つながりの中で頑張り、又ＰＴＡ（広報や環境、企画の方）

を中心にご支援頂き盛会に行うことができました。又、一体感のあるコンサートも保護者の方によ

る企画で本当に素晴らしい内容だと高く評価して頂きました。子供たちの心にきっと体育館でも一

体感は桜野の原風景として残っていることでしょう。体育館での大人数での親子給食は、衛生管理

上、又施設の目的外使用となるためできませんのでどうぞ、ご理解ください。日時につきましては、

今後も地域、保護者の方々のご意見を参考にし決定していきます。

【持久走大会】

○子ども達のがんばる姿を見られてよかった。

○がんばる姿に成長を感じました。

○子どものがんばりには感動させられます。

○良かったと思います。子ども達もたくさんがんば

っていましたね！！

・初めてだったのでコースが少しわかりにくかった

です。雨が降らなくてよかったです。天候は天に祈

るしかないですね。難をいえば、もちつきと連日に

なったので役員さんは大変だったのでは？公民館と

のすりあわせはあると思うので仕方なかったのですかね？（そうですね。いろいろと検討をしたのですが・・・）いろ

んな行事が・４年生の子がふらふらして走ってた子がいたので危ないと思いました。（安全面で万全を尽くします）・わ

が子は、自分の目標に向けて練習し本番では１０位以内に入れ、練習の成果が発揮できたことは今後の自信につながる

のですばらしいと思いました。（感激！）・係の担当の先生、先生方、寒い中、お疲れ様でした。・土曜授業として開催す

るのであれば、学習（授業）もすればいいのにと思いました。・予定通りに出発だったので、応援もしやすかったです。・子

ども達が走る歩道がボッコボコのガッタガタなので足首痛そうでしたよ。道補修の要望をしたらと思います。○地域の

方の応援もたくさんあり、子どもはとても嬉しかったようです。○自分の子どもの学年だけでなく、閉会式までいて、

表彰なども見て欲しいですね。子ども達の応援も良かったし、６年生皆でゴールも感動しました。○全生徒が運動場に

いたのは良かったと思います。寒かったですが。○小さい学校ならではの、感動的なゴールでしたね。○最後に６年生

の団結と思いやりの心が伝わってきました。感動しました。皆がんばっていました。応援が多いと力をより発揮してく

Ⅳ 桜野ﾌｪｽﾀ（②内容） もう少し(0)0%・
よい（４５） だいたい（１８）
７１．４％ ２８．６％

あまり（０）０％･

Ⅴ 持久走大会（①時期） もう少し(１ 1.57%・
よい（５５） だいたい（１１）
８０．８％ １６．２％

あまり（１）1.5 ％･

Ⅴ 持久走大会（②内容） もう少し(２)３%・
よい（４９） だいたい（１５）
７３．１％ ２２．４％

あまり（１）1.5 ％･
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れると思います。○６年生のゴールの時、グラウンドのところ（線）に立って応援してくれたことに感動しました。応援してくれ

たことに感動しました。長年見てきましたがはじめてです。

持久走大会では、安全協会の皆様、PTA役員の皆様、保護者の皆様、地域の皆様のおかげで素晴

らしい大会となりました。寒さの件や授業公開等ご意見がありますが、小規模校ならではの全員応

援という形をとり、子供たちにも皆様にも日頃感じることができない体験をし、みんなで喜び合う

ことを大切にしました。さまざまなご意見ありがとうございました。

【その他：学校教育へ】

・学校でトラブルがあって（ケガした・させた）等の問題はＴＥＬがありますが、精神面でのトラブルでは相手の親に

もキズつけられた側にも報告がないことがありました。家族や親が子どもに伝えるべき事もありますので、伝えてくだ

さると助かります。（お家の方に伝えてきたとは思っておりましたが、誤解があれば、何でもおっしゃってください。）

・学校便りに記載事項を読み、改めて取組に感謝の思いです。・地域の方と様々な関わりのある取り組み、とてもよい。

（地域・九大とか）・少人数ならでは、全ての先生が全ての子どもを見守っている感じが伝わってきます。どうぞこれからも

よろしくお願いします。（はい、努力致します）・お弁当の日に写真を撮る、、、という行事がありますが、お弁当が得意

な家庭はいいですけど、苦手な家庭では、少々辛い行事です。”キャラ弁”を子どもがうらやましいみたいです。（お弁

当の日のねらいは、お弁当づくりを通して、栄養や作る人の気持ちを考えて自分の食生活を見直していくことです。そ

このねらいをそれて子ども達の意識がキャラ弁にいかないように指導していきたいと思います。）

・言葉遣いを教えてやって下さい。「コロス」とか「シネ」とか、軽ーく使う子をよく見かけます。本来は親の仕事な

んですケドね～。あいさつができない子もよく見かけますネ。（言葉遣いは今の桜野の一番の課題です。学校も懸命に

指導していきます。）・今回「冬休み英語算数チャレンジ教室」に参加できませんが、是非又開催していただければと思

います。（はい）・校長先生のあたたかさと懐の深さ、、教頭先生のウィットのきいたお話し等、、何よりも先生方の笑顔

や優しさに包まれて、学校生活を送ることは子ども達にとって幸せではないでしょうか。感謝しています。・算数に少

人数対応等とても手厚いと思いますが、他の教科も子どもの理解力や能力の差をなくす様お願いします。

・少人数の学校ですので、もっといろんな外部の子ども達（人）との関わりをして頂きたい。他校ではホストファミリ

ー的な受け入れを推進しているそうです。短い期間だったらそうした事も参加していきたい。

【その他：ＰＴＡ活動へ】

・人数が少ないため、６年間の間に何らかの役員はしなければならないと考えています。ただ活動が円滑に行われるた

めには適材適所というものを考慮して欲しいと思います。・梅プロジェクトの皆様には本当に頭が下がります。休日も

しくはお仕事を休まれての作業大変だと思います。とても美しくなり嬉しいことではありますが、負担になってある方

も中にはいらっしゃるのではと思いました。・各役員の縦、横のつながり、連携で責任感も強いので安心感があります。来年

は私自身も役員として関わるので楽しみです。（本当にありがとうございます。）

・梅ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをはじめ、様々なことに役員さんが積極的にされていて本当にすばらしい。！！「感謝でいっぱいです。」

保護者の力で学校を更に良くしていく、という気持ちが伝わってきて微力ながら自分もがんばらないとという気持ちに

なります。本当に有り難うございました。・保護者の方の協力がいつもすばらしいなと感心します。・少し行事が多いよ

うな気がします。・ＰＴＡの仕事が多すぎです。本当にご苦労様です。感謝しています。・幹事さんはとても大変かなと思

います。（お仕事をしてある方は、更に大変では、と）理事としてお世話になりましたが、周囲の皆様のおかげで、楽

しく一年を過ごせそうです。・保護者の皆さんが、一所懸命なのでとても良いと思う。・いつもありがとうございます。

あまり協力できていないので申し訳なく思っています。・本部、役員の皆様、お世話有り難うございます。桜野は保護者の

協力がすばらしいので、これからもよろしくお願いします。・梅プロジェクトの活動について 活動の内容などを皆さんに

詳しく説明してもっと多くの皆さんでできるようになればいいと思います．一部の人が関わっていて、参加したい人も

いるかもしれないので。○梅プロの皆さんの働きは、頭が下がります。思わず私も入りました。とても変わった梅林、

是非コンサートなど文化的な事に活用してアピールして頂きたい。

様々なご意見ありがとうございます。すべての項目において、よい評価を頂きましたこと、本当に

ありがとうございます。学校の指導についても、様々なご意見を頂き心より感謝いたします。

子ども達の言葉遣いや心ない言動、除草作業等への心構え等課題を指摘して頂きました。３学期の

経営に生かしているところです。

又梅林の管理についても一部の方の負担にならないことや伐採後の木の処理の件、検討していると

ころです。ご支援をどうぞ宜しくお願い致します。尚、紙面の都合上、ご意見・ご感想等を、要

約して記載させて頂いております。また不確かで誤解を生じる可能性がある内容についても、

部分的に割愛させて頂いております。何かございましたら、PTAや学校まで遠慮なくご連絡く

ださいますようお願いいたします。ご協力ありがとうございました。


