令和２年７月２１日
保護者 様
市川市立塩浜学園
校長 藤井 義康

「休校中の情報発信」についての保護者アンケート結果について
盛夏の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
日頃より本校の教育活動につきましては、ご理解、ご協力をいただきまして、ありがとうございます。
３ヶ月という休校期間を経て学校が再開し１学期が終わろうとしています。行事の中止や延期、部活
動の大会やコンクールの中止など、コロナウイルス感染拡大の影響を受ける中、児童生徒一人一人が、
一生懸命に学校生活を送っています。
また、休校中は学校の対応に不十分な点があったにも関わらず、ご協力をいただき感謝申し上げます。
今回の休校中の情報発信及び休校中のお子様の生活についてのアンケートがまとまりましたのでご報
告させていただきます。
新型コロナウイルスの感染については、現状でも増加傾向にあることから予断を許さない状況です。
また、各地で大雨等による被害も出ています。
学校では今回の結果を踏まえ、コロナウイルスの対応に限らず、危機管理体制の充実に努めてまいり
ますので、今後も家庭・学校・地域の連携のもと、ご支援をいただきますようお願い申し上げます。

１

アンケートの結果について
○ 今回のアンケートは、学校の判断で実施いたしました。（昨年度のような学校評価ではないため
市内との比較はありません。
）
○ 結果については、グラフ化しています。今回のアンケートについては、保護者の方のみの実施と
なります。前期課程（１～６年生）及び後期課程（７～９年生）で回答を集計してあります。

２

自由記述について
○ 自由記述は、
「学校の情報発信」に関してのみの掲載となります。
「休校中のお子様の生活」及び
「今後の学校生活」の自由記述については、教職員の今後の指導の参考とさせていただきます。
○ 自由記述についてはご記入いただいた内容をそのまま掲載しています。個人等が特定できるよう
な内容については、掲載を差し控えさえていただいています。
○ 記述していただいた内容の中に複数の項目に関すること（例えば、ホームページに関することと
動画に関することなど）が入っている場合は、それぞれの項目にそって文章を分けて記載させて
いただいました。
○ アンケートの回収率は、前期課程が 86.3％、後期課程が 87.9％となっています。多くの保護者
の方にご協力いただきありがとうございます。

３

現状の分析及び学校運営改善の方向性について
○ 自由記述の個別案件については、しっかりと受け止め、校内全体で情報共有を図ります。新型コ
ロナウイルスの感染拡大が現在も心配される中、
「学校の役割」、及び「学校ができること」を見
極め、お子様方や保護者の方々が、安全安心に通うことのできる学校づくりを目指してまいりま
す。
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１

４月～５月中の休校時の学校の情報発信について

（１）アンケートの結果

前期…前期課程保護者
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後期…後期課程保護者

（２）自由記述
①メール配信に関すること

前
期
課
程

後
期
課
程

・学校からの情報はホームページまで見に行かなくてもメールで配信されていたので受け取り漏れ
がなく助かりました。
・初めてのことで不慣れな中、ご対応くださりありがとうございました。メールやホームページ
チェックなど入学間もなく慣れておらず情報を探せずにいました。
・YouTube やホームページ掲載時、タイトルに学年を記載していただきたい。これこそ、メール配信
し直接そのページに飛べるような形のほうがありがたい。
・配信について「いつやるか、いつ配信されるか」が不明であったので、県立学校のように「まちこ
みメール」などを活用して配信したことをお知らせいただけると助かります。
・メールが来ても「ホームページをご覧ください」と毎回 PDF をダウンロードしなくてはならず、
Wi⁻Fi があるところでしか確認できず困った。教育委員会や学校の決定事項を長文でもよいので、
続きが読みたい人は押せるボタンとかで一緒にメール配信してくださればよかった。
・ホームページからの URL 等をはりつけてくれており、何を見るべきかとてもわかりやすかったで
す。メールがよく送られてきましたが、何を見て何をすべきかわかりやすく、迷子にならずに済
みました。
・訂正が多いので、何が正しい情報かわかりにくかった。配布するプリントすべてホームページに
掲載してほしい。
・こまめに連絡メールをいただけたのはとても助かりました。ありがとうございました。
・メールが親に届くので、子どもの端末に転送する手間があったり、仕事が休みでないときはリア
ルタイムに送ることができなかった。
・メールがたくさんで、大きなものが埋もれてしまうので、題に「重要」など目につく見出しがもっ
とあれば良かった（わかりやすかった）と思いました。
・学習関連の連絡は保護者あてではなく、生徒に直接していただけたらと思いました。メール等は
全員というわけにはいかないと思いますが、メールの送受信などは一種のビジネスマナーでもあ
るので、こういう機会に習得していてもよいかと思います。

②ホームページに関すること
前 ・ホームページの情報が見る場所がちらばっており、少しわかりづらかったです。学年ごとに「こ
こをみれば OK」というような場所を作っていただけると良いと思いました。
期
・情報が更新されたものについてわかりやすく教示していただけると見やすいと思います。
課
程 ・学校のホームページのログイン方法と、ジャストドリルのログイン方法が分かりません。

後
期
課
程

・ホームページへの情報提供はよかったと思います。
・途中から学年別にホームページを整理してもらえたのは助かった。見やすくなった。
・ホームページのアナウンスがわかりづらかった。
・ホームページのアップのタイミングをメールで知らせてくれたら見落としがなくて良かったと思
う。
・中学校に進学したばかりということもあり、ホームページの見方に戸惑いを感じた。
・学校のホームページやメールでの情報はとても良かったです。休校中の連絡日の連絡をもう少し
早めにもらえたからありがたかったです。
・ホームページの宿題がわかりづらかった。親が気付かず溜まっていた。
・休校中は細かく情報発信をしていただいて良かったと思います。ホームページは当初メニューの
「休校措置に伴う対応」からいろいろな情報が発信されていることに気づかず、保護者同士のライ
ンのやりとりで課題の情報を知りました。
・学校のホームページを見るからという理由でロックを解かねばならず、親が家にいないときでも
ずっとパッドやスマホをやれる状況になってしまっていた。
・最初はホームページでの生活・学習発信の見方に少し苦労しました。どのタイミングで学習プリ
ントが発信されるのか？本人が携帯での確認がうまくできず、毎回親が確認し子どもの携帯に送
信とプリントコピーに少し手間がかかりました。
・最後の２週間の宿題は相当多く、本人も計画を立ててやらないと終わらないと焦っておりました。
・社会、理科のワークを１から解き直して何とか課題を終えました。ホームページに大量の情報が
あり、チェックするのがやや大変でした。
・先生方は制限がある中で努力されていたと思います。ホームページの更新状況をチェックする側
としては更新した順になっているとチェックしやすかったのですが、ファイル名順で見たいファ
イルを探すのに手間取ったかなと思います。
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③学習課題に関すること
・時間割や動画配信が来るまでは毎日どうしようかと悩みましたが、時間割があって良かったです。
動画も喜んで見ていました。
・ドリルパークをどこまで進めておくとよいかアドバイスが欲しいです。
・休校中の学習課題に親も一緒に教えたりしないといけない内容があり、在宅勤務をしている身と
してはとてもじゃないが対応できません。
・時間割の配布以降、新しい勉強に取り組ませることが大変でした。両親ともに仕事、ずっと見て
あげられなかったので、一人で理解できないところは休みの日に取り組みました。先生の YouTube
の勉強は分かりやすそうでした。NHK FOR SCHOOL や YouTube などいろいろ見るものが違った
り、検索したりもあったので、慣れるまで時間がかかりました。学校生活のありがたさを再認識
しました。
・課題（動画を含め）がしっかり出たので、勉強が進んで安心しました。
（親としては大変でしたが）
・時間割もどのくらいのペースで学習に取り組んでいけばいいのかわかりやすくとても良いと思い
前
ました。
期
・YouTube 動画作成、大変助かりました。最後宿題が大量に出ましたが、先生方の気合を感じまし
課
た。先生方の準備を思うとこちらもしっかりそれに応えてやらねばと頑張りました。
程
・学習や生活習慣については，子供はまったく学校は役に立っていませんでした。宿題はせめて手
作りのプリントを１日１～２枚にするなり、指導があると良かったです。
・復習ではなく、新しく学ぶ部分を一人でやるのはかなり難しかったようです。一緒にできるとき
は質問攻めでした。分からなかったら教科書を読んでみる、辞書を見るというような「調べる」
という発想がないようでした。親が仕事で不在のときは、結局ほとんど勉強は進まなかったよう
です。
・まだ習っていない学習も時間割通りに行うのは、親が仕事もあり負担でした。子供によって違う
のでしょうが、時間のかかるタイプで一人でこなせるタイプではないので、毎日させないといけ
ないと思い、無理矢理になってしまう日もありました。また、下の子がいるので、なかなか集中
できる環境づくりも難しいかと感じました。インターネットでの授業がある地域があったので、
かなり市によって違いがあるのだなあと思いました。先生方も大変な中で対応していただいたと
思いますが、正直大変でした。
・たくさんの動画やプリントありがとうございました。宿題で少々わかりにくい点があったようで
す。
・課題の指示がわかりづらかったようです。
・いろいろな規制のある中で、先生方が努力されていると思いました。週ごとに時間割を出してい
ただいたのですが、その指示がわかりづらかったこと、１週間分の範囲で提示していただくぐら
いでよかったのではないかと思います。
・休校中の途中から宿題もあり、時間割ができたのは子供のやる気につながりよかった。
・後半になりやっと課題が出され、やるべきことが明確になりましたが、前半はオンライン学習の
何をやれば良いか迷うことも多く、パソコンやタブレットが自由に使える環境ではなかったので、
かなり大変でした。親も不慣れであったため、休校中の時間割提示はとてもありがたかったです。
・学校からの時間割通りに自宅で学習はしていましたが、元々苦手なのであまり緊張感がないのが
気になりました。
後 ・初めのうち、課題や動画がどんどん配信されて、どれが８年のものか分かりづらかったことがあ
期
りました。
課 ・初めてのことで学校も大変だったと思います。時間割をもらってからは自分で勉強していたので、
また休校になることがあれば時間割を用意してもらえたらと思います（時間割がない時も勉強し
程
ていましたが、勉強時間が少なかったと思います。）
・提出する課題には取り組むモチベーションがあったが、自主学習や YouTube などの映像は見よう
としなかった。
・休校中の課題を改めてプリント等で出してくださった教科に関してはやりやすかったので頑張れ
たようですが、それ以外の勉強に関しては手がつけられなかったようです。
・メールで来た課題をダウンロードしていたのに、結局、後日紙ベースが来てよくわからなかった。
事前に進められたので良かったが、印刷環境のない方は焦ったと思います。
・週ごとの時間割がとても良かった。できなかったことが多かったけれど意識することができた。
ネットの勉強はやらなかった。
・ホームページにたくさんの課題をアップしていただきましたが、すべて家庭でプリントしなけれ
ばならないというのは大変でした。また、課題を一式もらったあとにもホームページにアップさ
れていたので、すべてプリントアウトしましたが、封筒にも入っていたので、ダブってしまいま
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した。ホームページに「渡してあるもの」をすぐに記載していただきたかったです。数日経って
から、すでに渡してあるプリントと追記されました。
・課題も量が多く、週ごとの時間割通りに分けるのに苦労しました。
・連絡事項が時々ばらばらになっていることがあり、戸惑いました。
（提出日が違っているなど）

④YouTube 動画に関すること
・通学路についての動画はとても良かったと思います。連絡日にいただいたプリントの説明動画が
あるとわかりやすいと思いました。これからも活用していただけたら嬉しいです。
・すべての家庭がネット環境が整っているわけではないので、動画配信を視聴することもてこずる
ことがありました。ただ、内容が先生の声やイラスト楽しめたと思います。
・YouTube 配信は学校での授業が始まっても続けていただきたいと思うくらい良かったです。
（親も
どんな勉強をしているのか知れたのもよかった）校長先生のメッセージも動画だと夫婦で共有で
き良かったです。
・YouTube 学習動画は大変良かったと思う。
・子供はまだ「学校」というイメージがない時期でしたので YouTube で机や学校の様子、登下校、
朝の支度など学習以外の配信があったのがとても良かったです。
「学校に行けるようになったら」
の目標ができて、休校中も学習に取り組めた印象でした。
・（すべての子供があてはまると思いませんが）時間割表と YouTube の先生からの説明が効果があ
り、見せると納得してプリントとドリルをやり始めました。低学年だからかもしれませんが、
（親
の説明は耳に入らないので）先生の言葉を直接伝える手段を作ってくださり、ありがとうござい
前
ました。
期
・学習内容が結構簡単すぎるところがあり、学習の補佐にはなりませんでした。大変な状況ではあ
課
りますが、もしできるなら違った内容のほうがいいと思いました（ただ、こうした形の学習で何
程
がいいと経験がないため、提案などできず申し訳ありません）
・家の通信速度が悪いので、あまり長い動画はみられません。このくらいの長さでよかったです。
・YouTube 配信はよかったと思いますが、メールからリンクしていかなければならなかったので、親
がいないと使えなかった。少し不便でした。
・YouTube 授業はとてもありがたかったです。
・動画は見ていたが、頭に入っていないようだった。
・YouTube での動画配信はとても分かりやすく学習内容の理解を進めるのにとても役立ちました。
制作大変だったかと思います。また、息子にとって何よりだったのは、担任の先生の声を聴くこ
とができたのが心強かったそうです。ありがとうございました。
（パソコンに向かい話しかけたり
返事をしていました。
）
・様々な対応で忙しい中、動画配信していただきありがとうございました。娘が動画を見て理解す
るのは難しく、
「〇〇先生の声だー」と楽しく見ておりました。
・担任の先生の動画がとても楽しくわかりやすかった。子供だけでなく、大人も一緒に見ていてと
ても勉強になりました。
・学習動画の内容は辛口で申し訳ありませんが、宿題（課題）のやり方の説明という感じ。もう少し
内容のある動画を期待していました。双方向は無理でも、一方向の授業動画（５～１０分のもの
でよいので）は各教科ほしかったなと思いました。
（上の子の高校のオンラインと比べて申し訳あ
りません）社会の地図の見方の動画、体育の動画は良かったです。理科はすごく良かったです。
・せっかくの YouTube の良さ（何度も見て授業を受ける）というのが活かされなかったように思い
ます。
・対応が遅い。YouTube の学校の使い方があまり良くなく、授業としてはまったく良くなかった。
後
・学習動画の配信は少なかったと思いました。
期
・YouTube の動画配信がありましたが、平日土曜日に両親が仕事のため見ることができず、子どもが
課
家で見ることもなかった。
（自分からは進んでみない）ので全く活用できなかった。
程
・YouTube 学習動画配信は数学が良かったです。課題のプリントに合わせての動画だったので、やり
やすかったようです。
・塩浜学園としての YouTube の作成には無理があるので、市川市全体で取り組んでプロ集団を作る
とかしたらいいのにと思います。
・校長先生のあいさつは動画を見て納得することができて良かったので、本人に見せました。本人
も納得している様子でした。
・諸事情があると思いますが、動画配信は遅すぎな感じがします。
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・YouTube に関してはパソコンを修理しておらず、
（スマホで調べたりできるので放置していまし
た）
、本人のスマホはネットは見られないようにしているので、うまく活用できていませんでした。
・YouTube ですが、校長先生がお話をしてくださりとても嬉しかったです。先の見えない生活が続く
中で、息子はとても安心した表情で見ていました。先生の力はすごいと思いました。どうもあり
がとうございました。
・５月１１日からは良かった。YouTube は凝りすぎていてわかりにくいのがあったそうです。
・YouTube はどんなものを見ればよいのかを指定いただくだけで良かったのではないでしょうか。
・YouTube、ホームページの開き方、どこにあるのか上手に見つけられないものもありました。
・たくさんの映像授業をありがとうございました。
・YouTube について本人に確認したところ、役に立ったということでした。学校の先生方から生徒へ
向けてのメッセージはとても良かったと思います。励ましの言葉や気持ちも伝わり、不安の解消
になったと思います。
・御多忙にもかかわらず、動画をアップしてくださり、ありがとうございます。一緒に拝見しまし
た。子供がどのようなことを学習しているのか認識できて大変ためになりました。

⑤今後について
・勉強については親がついていないとできないことや、親の手が多く必要なことは負担が大きすぎ
るため、WEB を活用した形が進むとありがたいです。
・ネット環境が整っていない家庭へ学校の一部屋でパソコン提供などをしてもらえると助かったか
もしれません。
・YouTube の動画を見せたり、動作がとても面倒くさくスマホでは見づらくあまり活用しませんで
した。Web での授業、Zoom での授業をしてほしいと思いました。
・オンラインは難しかったのでしょうか？少しでも顔を見せ合うことができたらよかったとは思い
前
ますが、先生方もとても大変だったと思いますので今後の希望として一応書いておきます。
期
・突然のコロナウイルスにより、２月の終わりころから長期間学校が休みになり、経験のない大変
課
な事態となりました。東北などの被災したことのある地域では通信教育などが進んでいますが、
程
この辺はまだまだみたいですね。今回の経験を生かしてラインなどを使った WEB の活用を期待し
ます。
・配信だけでなく、リアルタイムなオンライン授業が行われると良かったと感じます。
・オンライン授業をしてほしい。自主的に勉強できない子もいる。
・時間割、動画配信があって良かったです。オンラインがあると良かったなと思いました。
・もっと早くに時間割を対応していただいたらよかった。自分一人での勉強には小学生は限界があ
る。週１回でも Zoom オンライン授業をしてほしかった。
・中学入学という節目で親子ともども期待と不安のある中、このような緊急事態下でさらにどうなっ
てしまうかのかと心配は尽きませんでしたが、課題や YouTube でサポートしていただきありがと
うございました。休校中でも学校とつながっていると感じられました。今後もこういった流行に
よる休校に備えて、オンライン（相互でコミュニケーションが取れる）環境が整ってくるとより
安心です。
・オンラインでの授業が必要ではないでしょうか。息子は果たしてそれに対応できるかとは思いま
すが、子供たち全体のことを思うとコロナ後の世の中では早急な対応が必要だと思います。
後 ・いろいろなところでオンライン授業ができていたようなので、
学校もオンラインができたら良かっ
期
たなと思いました。
課 ・動画は実際先生が出ているものは分かりやすかったようですが、それ以外は少し理解できなかっ
程
たようです。課題のプリントアウトが多くて大変でしたが、今回は仕方のない対応だったかと思
います。やはりオンライン授業を進めるのが重要かと思います。
・休校中、Zoom などリアルタイムでの学習をしてほしい。
・情報発信しただけで一方的に「発信しました」というだけで、保護者や児童生徒に伝わっている
のか確認ができていないのでは意味がない。普段からの備えがなかったせいだと思う。義務教育
なのに学校ごと、市町村ごと、都道府県ごとに対応が違うというのも問題だと思う。ぜひ市川市
全体で学校が連携して教育の場を守る対応ができればよかった。今後同様の事態が起こる前に備
えるべきだと思う。
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⑥休校中全般に係るご意見等
・連絡日は自粛期間中であったため、教室での配布は人数が多く外での配布でよかったと思う。
・動画配信に関してはよいと思うが NHK などの動画を検索してみるのはすごく手間や時間がかかり、
URL 等を貼りつけるなどして頂き助かりました。私自身仕事が忙しく勉強を見ることが難しい時
もあり祖母に対応してもらったこともあり、あまり複雑なものは適切ではないと感じました。
・ネット端末のある家とない家で差が出てしまうと感じた
・ネット環境の不備により YouTube が視聴できませんでした。YouTube の内容がどのようなものか
分かれば似たような別の資料等でできる限り対応したいと思いますのでお知らせいただけるとあ
りがたいです。こちらとしてもネット環境の充実を図ります。よろしくお願いします。
・先生方や学校は急な決定にもかかわらず、できる限りの対応をしていただいたと思います。すべ
てが初めてのことだったにも関わらずありがとうございました。今後につながるよう、家庭と学
校で協力できればと思います。
・担任の先生から何度か連絡をいただき、ありがとうございました。
・定期的な電話連絡もいただき安心でした。
・休校中の学習の進み具合を相談できる場があると良かったと思います。オンライン授業があると
良かったと思います。今回のような突然の休校でしたが、先生方の協力や指導で何とか乗り越え
られたと思います。ありがとうございました。
・今回の一斉休校は長かった。家庭で学習・生活面を３ケ月カバーすることは難しかった。宿題を
こなすだけでも大変でした。三食作るのも大変でした。お弁当にして配ってくれると良かったか
と。一番つらかったのは先生、友達と会えなかったことらしい。
・自宅にパソコンがないので、パソコン限定の学習ツールに取り組むことができないのが残念でし
前
た。もちろんプリンターもないので、ホームページより印刷をして使ってくださいという感じの
期
ものは困りました。（体温チェック、学習表等）
課
・ホームページに載っていた課題をコピーしたら、連絡日でいただいた封筒に入っていた物があっ
程
たので、コピーしなくてもよかったんだなと後悔しました。３年生の学習のところに入っていた
PDF ファイルをすべてコピーしましたが、結局時間割で使用することもなく、さらに追加で勉強な
んてまったくできる状況ではなかったので捨てました。
・今回はコロナという突発的なことで準備期間のない中、学校サイドは結構大変だとは思ったもの
の、その情報発信に子どもがついていけたとは思わない。
・これまで経験のないことに対して先生方はとてもよくやってくださったと思います。ありがとう
ございました。
・自粛中も課題を作成してくださったり、電話をくださったり、ありがとうございました。
・YouTube や HP 掲載についてタイトルに学年が書かれておらず、探すのに大変。これこそ学年別に
メール配信し、ワンクリックで該当 YouTube にとべるようにしてもらえると兄弟間で間違えや混
乱も少なそう。
・子供も親も初めてのことで大変でしたが、学校が再開し、少しずつ生活に慣れ、学校生活が楽し
く過ごせるといいと思います。
・休校中もご対応いただいたことに感謝しています。YouTube は先生の工夫も見えて本人は楽しく
見れたみたいです。学校のではないですが、ネットのドリルはスマホ・タブレット対応にしてほ
しいですとお伝えください。
・パッドや YouTube を眺めていると勉強しているようだが、ぼーっとしていたり、別のユーチュー
ブを見ていたり。逆に遊んでいると注意して学習動画を見ているときもあった。
・大変な状況の中いろいろと工夫してくださり、ありがとうございました。まだまだ油断なりませ
んが、今後ともよろしくお願いいたします。
・世界中を怯えさせているこの緊急事態に、学校はやれるだけやったと思います。また、学校中の
マスクの着用や手洗いを細かく続けてほしいです。ホームページよりメールのほうが役立ってい
ました。
・課題や情報発信は工夫されていると思いました。先生方に感謝します。ただ、初動が遅かったの
後
で、前半は子どもとしても何をやればいいか分からず、過ごしていた気がします。
期 ・学校、先生方とても対応が大変だったと思います。ありがとうございました。YouTube などは強制
ではなかったので、積極的に視聴する様子はありませんでした。家庭ではとても難しいです。
課
程 ・我が家は休校中にプリンターを購入したが、正直プリンターがなければきつかったなと思う。課
題プリントの手書きは大変そう。
（休校中、工夫を凝らした配信・課題、ありがとうございました）
・５月以降に急にすべきことが増え、若干戸惑っていました。校長先生のメッセージに私も安心す
ることができました。今後定期テストなどどうなるのか、今後も情報発信は続けてほしいです。
・兄弟で学校が別々のため、それぞれのユーチューブ動画配信を一つのタブレットで見るのは大変
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でした。貸し出しがあるとよかったです。
・定期テストが休校明けにいきなりあったらどうしようという不安があったようなので、学習や予
定についても情報がもっとほしいと思いました。
・いろいろとご対応いただきありがとうございました。郵送でお手紙をいただきましたが、ホーム
ページ、メールの訂正で十分分かります。
・生活面について現実には難しいかと思いますが、どこかの県のようにゲーム時間を学校で規制し
てもいいかと思ってしまいました。うちで規制はしていましたが、ゲーム内でクラスメイトがど
んなに長くやっているか見えてしまうので、
「〇〇はこんなにやっているから自分もやっていいん
だ」と思いがちで弱りました。
・国や自治体の方針が出るのが遅かったので仕方ないですが、せめて教科書の配布を」早くしてほ
しかったです。課題が完全な一覧になってなかったように思います。チェックシートを方式にし
て整理してほしかったです。ユーチューブは倍速でみられるようになってほしかったです。すべ
て致し方ないと認識しています。
・日々情報が変化し混乱している中、その都度メールやプリント等で情報をいただき、ありがとう
ございます。学習についてはやはり先生方から出していただいた宿題・時間割が有効だなと感じ
ました。自分から学習という習慣は我が子にはまだまだと感じるとともに、学校・給食などなど
日ごろのあたりまえの大切さを再認識しいたしました。
・うちの子には何も役に立ってなかったと思います。
・休校中の情報提供、課題、動画の配信はもう少し早めに行っていただければ良かったと思いまし
た。でも誰も経験したことのない災害（？）のなか、生徒も親もどうしていいか分からなかった
ように、先生方も探り探りだったのだろうと思います。大変な中、真摯に対応していただいたこ
とに感謝しております。
・先生たちも大変なことでしたのに、電話で様子を聞いてくださり、わからないことがあれば聞い
てくださいという対応にとても感謝しています。これからもよろしくお願いいたします。
・連絡メールからホームページにいけると便利。パソコンもプリンターもないのにちょっと大変
だった。失敗した課題のプリント、早急に対応していただき本当にありがとうございました。
・学校からのメールを見逃したり、子供によいタイミングでユーチューブを見せられずに上手に利
用できなかったです。
・スマホしかない状況で「HP を見てください」「PDF をダウンロード」と詳細が Wi－Fi のないとこ
ろではお金がかかり見れず、ダウンロードしても PDF はスマホでは見にくく、どうして詳細をメー
ルに記入してくれないのか、と何度も思いました。
（文章が長くなるなら要点だけでも）コロナが
長引きそうなので、４月にパソコンを購入してやっと見やすくなりましたが、緊急性の高い事柄
はすべてメールで記入していただけたら助かります。
・動画配信などたくさんしていただきありがとうございました。毎回確認できず、あ、こんなにあっ
たと思うこともありました。先生方も大変かと思いますが、あと１、２回先生の声をきけるよう
お電話いただけたらよかったと思いました。
・休校中、先生から電話をいただいたのがよかったです。子供の様子を伝えられたり、HP 以外の質
問なども答えていただけたので助かりました。
・月に２回程度の電話のみになっており、もう少し学校側とのやり取りを生徒たちができるような
ことはできなかったでしょうか。ユーチューブでは一方的な受け取りにしかならず、学習を深め
ることに役立つとは思えません。学校に通うこと、クラスで学ぶことはユーチューブができるよ
うな学習とは違うと思います。ネット会議のようなことが今回難しかった理由は理解できます
が、ラインなども活用しようと思えばできたのではないでしょうか。
・学校の HP、ユーチューブ、市川市のなどあちこちみなければならず、あまり役に立っていなかっ
た。課題も提出するものとそうでないものがわかりにくく、見落とすものもあって苦労したよう
です。リモートでＺｏｏｍなどを使い、毎日出欠が取れて、課題も毎日違うものが出ていたら緊
張
感があって親も子も少しは安心できたかもしれません。
・ほかの小学校や学童からの情報に比べると、塩浜学園は格段に対応が早く、親としては助かって
います。
・先生たちも急な長期の休校に対応することが大変だったと思います。その中で、動画配信等をし
てくださりありがとうございました。
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２

休校中のお子様の生活について

前期…前期課程保護者

１．毎日きまった時間に起床・就寝をしていた。
〇

◎

【前期】

【後期】

16.7%
0%

40.9%

40%

60%

80%

〇

【前期】

25.4%

【後期】

0%

３

40%

42.6%

【後期】

23.9%

45.2%

0%

20%

80%

25.0%

31.0%

60%

80%

〇

◎

40.9%

60%

40%

△

100%

４．ゲームやテレビ、インターネットのりようは時間やルールを決め
て行い、やりすぎに気を付けていた。

24.6%

42.4%

20%

32.4%

△

50.0%

16.7%

【前期】

100%

３．家のお手伝いや自分の役割をやっていた。
◎

〇

◎

34.1%

42.4%
20%

２．計画を立てて、学習にしっかり取り組んでいた

△

42.2%

23.7%

後期…後期課程保護者

100%

【前期】

9.6%

44.4%

【後期】

6.7%

35.2%

0%

20%

△

45.9%

58.0%

40%

60%

今後の学校生活（お子様が不安に思っていることや心配に思っていること）
前期（１～６年）

後期（７～９年）

ア 学校に合わせた生活のリズム

28.9%

24.8%

イ 友達とのコミュニケーション

29.7%

25.8%

ウ 学習に関すること

39.8%

47.7%

エ 休み時間の過ごし方

10.8%

5.5%

オ 登下校に関すること

14.4%

6.5%

カ 学校行事にかかわること

15.2%

16.7%

キ 給食にかかわること

11.5%

5.5%

7.9%

22.3%

19.5%

16.7%

7.2%

1.5%

ク 部活動のこと
ケ 感染防止に係ること
コ その他
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