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鴻巣市 PTA 連合会 学校休校に関してのアンケート 

に関しての取りまとめ 
 

今般の新型コロナウイルスに伴った休校要請や緊急事態宣言への対応について、不断なる
ご尽力頂いておりますこと本当にありがとうございます。鴻巣市 PTA 連合会として今後
の教育行政へどの様な形かでもご協力出来ないかと考え、鴻巣市内の小中学校保護者に対
して下記の通りアンケート調査をさせて頂きました。是非何らかの形でご活用いただけれ
ば幸いです。今後も子どもたちの為にどうぞよろしくお願い致します。 
 

記 
 
名 称  鴻巣市 PTA 連合会 学校休校に関してのアンケート 
期 間  令和 2 年４月２８日から令和２年５月５日 
対 象  鴻巣市内保護者７１１５家庭数 
回 答  １４７０家庭数 
 
設 問  １．学校名を選択してください 
     ２．学年を選択してください 
     ３．児童生徒との続柄を選択してください 
     ４．休校解除について 
     ５．学校とのコミュニケーションについて 
     ６．生活面で心配していることについて 
     ７．学習面で心配していることについて 
     ８．鴻巣市や教育委員会、学校への 

ご要望・ご質問等ありましたらご記入ください 
     ９．鴻巣市 PTA 連合会へのご要望・ご質問等ありましたらご記入ください 
以上 
 
 

 



アンケート要約と意見 

１．学校名を選択してください 
  鴻巣市内小中学校すべての学校から回答を得ることが出来ました。 
  ご協力いただきました各単会ＰＴＡ役員の皆様に御礼申し上げます。 
 
２．学年を選択してください 
  すべての学年から回答を得ることが出来ました。 
 
３．児童生徒との続柄を選択してください 
  母からの回答が９１.５％と休校時の子どもへの対応は母親が担っていることが 

判ります。 
 
考察 一週間程度の回答期間でしたが、約２０％の皆様から回答を得られた事から、 

今回の新型コロナウイルスでの学校の休校に対して大きな関心が有ることが判りま
す。また、すべての学年から均等に返答いただけていると言う事は、それぞれの学
年で同じ様に問題を抱えて居ると推察されます。 

 
４．休校解除について 
  県教育委員会からの一律の判断の上で休校の解除がなされるとは理解していますが、 
  「安全宣言が出るまで」43.2％、「９月からの始業」19.6%、「１学期中は休校」5.6％ 
  計６８．４％のみなさまは問題を抱えながらも、子どもたちの安全面がある程度担保

された形での学校開始を望んでいることが判ります。 
 
５．学校とのコミュニケーションについて 
  ３月末からの突然の休校から始まり、２週間毎に伸びてしまっている学校休校の中

で、学校とのコミュニケーションが満足に取れていないのが現状だと思います。 
  進級してから新しい先生の顔を知らない児童生徒が多いことが現状です。 
  保護者からは学校のホームページをチェックしているようですが、教育委員会からの

決定事項が載っているだけの学校が多いようです。各家庭での勉強や生活面について
プリントの配布だけでなく、それに対して担任の先生から一日１本の電話でも連絡を
して頂けると大きく安心感につながると感じました。 

  昨今、ＳＮＳや ZOOM、YouTube などを活用しての対面以外でのコミュニケーショ
ンを活用されている方が増えています。東京成徳大学の石崎一記先生とも相談させて
いただきましたが、「アルバイトの無くなった IT に長けている大学生を ICT サポータ
ーとして各学校に配置してみてはと」ご意見を頂きました。 



６．生活面で心配していることについて 
学校が無いと時間にメリハリがなくなり、ゲームや YOUTAB にのめり込んで、規則
正しい生活が段々と崩れて来ているのが現状です。習い事やスポーツ少年団もお休み
となり、運動不足も伴って体重が増えてしまっている子どもが多くなってきているよ
うです。外出禁止ですので致し方ないですが、友達同士での関わり合いもない状態で
過ごしているので社会性の部分が崩れてきているのも見て取れます。 

  学校が開始されてから通常のリズムに体がなれるまで時間がかかりそうです。 
 
７．学習面で心配していることについて 
  家庭によってはオンラインタブレット教材を受講している方もいらっしゃいますが、

大半は学校のプリントをやっているだけのようです。学校間での格差や個人間の格差
が拡大していっているのが読み取れます。特に受験生は学校が無いなかで、塾に通っ
ている、いないでは大きなアドバンテージとなってしまいそうです。 

  家庭学習では親が先生代わりに見ている家庭が多いようですが、思いの外苦戦をして
いるようです。是非、親まかせのプリント体制から移行していただきたい。 
この設問でも学校から YouTube などを活用してオンライン授業をしてほしいとの声
が大きようです。ネット環境や携帯電話、タブレット端末が有る家庭が多いので、ま
ずは各学校に ICT サポーターを配置して、ホームルームから行っていってはどうでし
ょうか。また、医療従事者や金融機関など休みが取れない職種のご家庭へのサポート
や機器類が整っていない家庭へのサポートが必要だと思われます。 

 
８．鴻巣市や教育委員会、学校へのご要望・ご質問等ありましたらご記入ください 
  今現場も混乱していて、政府から教育についての政策も聞こえて来ない中、市が判断

をしていくのはとても難しいことだと思いますが、こんな時だからこそ教育委員会、
学校、保護者がもっと連携を取り鴻巣独自の取り組みを進めてもいいのではないかと
思います。こちらでもオンライン授業への要望が多いようです。いろいろなやり方は
有るとは思いますが、各校から IT に詳しい先生を集めて学校分けをせずにオンライ
ンでの授業を望む声もありました。 

  また、鴻巣市に対しては助成金や保証などの対応を出来るだけ速やかに行っていただ
ければありがたいです。 

 
９．鴻巣市 PTA 連合会へのご要望・ご質問等ありましたらご記入ください 
  本アンケートについて休校中でしたので各校にお願いできずに各単会会長を通して

LINE を活用して聴取したが、学校の一斉メールの活用の声が大きかった。概ねアン
ケートの実施に関しては良好なご意見を頂いたが、会費や活動に関して多くの課題が
残されているので一つ一つ解決していきたい。 



鴻巣市 PTA 連合会 学校休校に関してのアンケート 
令和２年５月６日現在 

対象：鴻巣市内保護者７１１５家庭数 
回答：１４７０家庭数 
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５．学校とのコミュニケーションについてのご意見をお書きください 

 

HP にあげてくれているので良いと思う。 

役員の仕事柄、教務の先生や校長先生と連絡を取り合ったりしています。それも特別な事なので、個人

的にはコミュニケーションがとれていますが、例えば子供に関しては、新しい担任の先生とのやり取りなど

がある訳ではないので、コミュニケーションが取り合えるような何かがあれば、子供にとっては少しプラス

になるのでは、と思います。ただやはり状況も読めず、現実的にはそれも難しいとも思います。 

メールで連絡がもらえるので特に困っていない 

このような状態ですので、やむを得ないとも感じております。ただし、登校日を設けてる学校もある中で、

手紙のやり取り等だけでは不十分とも感じています。 

メールのみの連絡は仕方ないが、週 1 でも登校日を設けて欲しい 

速やかに周知していただけていると思います。 

電話した確認で十分だと思います。 

保護者が学校へ出向いて必要書類のやり取りをしている。 

学校のホームページを確認してやれる事はやっている。 

学校からはメールでの連絡や先生からお電話をいただいています。 

連絡メ－ル 

コミュニケーションというよりは学校からのメールで教科書を取りに行ったりしてるだけ。でも、今の状況で

はそれが学校も精一杯でしょう。 

子供は先生と話した事もないし、顔を合わせた事もないので不安ではないか。 

メール等で学校からのお知らせは常にチェックしているのとこまめに学校のホームページを確認している。

他の小学校もそうかもしれないが、屈巣小は連絡が早いと思うので助かっている。先生たちも大変だと思

うが頑張ってほしい。 

他県の中学校では毎週 1 度担任よりなんらかの手段で直接生徒、保護者と連絡事項の確認や生活面、

メンタル面学習面のフォローをしているとうかがいました。先の見えない不安から生徒のケアが必要の様

にかんじられます。 

生徒達が集団(５人以上の)で公園などでいる姿をみかけました。本人達にもただの休日だと思わずこの

現場での休校について今やるべき事を理解してほしいです。 

前学年の学習の復習など、学校である程度用意して欲しいと思う。 

家で買うドリルは何冊も買うのは負担が大きく、学校で使ったドリルは書き込みをしてあるし、子供も学校

からの宿題とした方が面倒と思いつつも取り組むから。 

接触もよくないので学校には課題が出て取りに行ったくらいですが、もう少し電話など上記と同じになって

しまいますがインターネットなど感染しない方法でコミュニケーションが取れればと思います。 

接触もよくないので学校には課題が出て取りに行ったくらいですが、もう少し電話など上記と同じになって

しまいますがインターネットなど感染しない方法でコミュニケーションが取れればと思います。 

まだ登校を一度もしていないのでわからない 

わからないことなど学校に問い合わせができる状態なので今は問題ありません 

メールで細かく連絡が来るので助かります。 

全くとれてないと思う 
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一度登校日とお電話があっただけでした。 

パソコンやタブレットなどを使用してホームルームや面談、解らないところを 

聞ける環境があって良いと思います。 

連絡がまったくないので、こっちも不安です 

父兄が学校に教科書と課題を取りに行っただけでした。 

パソコンやタブレットを使ってホームルームなどしても良いと思います。 

週 1、もしくは 2 週間に 1 度くらいで、分散登校があっても良いかと思います。顔見せ程度でも。 

学習についてもっと発信して欲しいです。 

課題を提出するだけなので、コミニュニケーションも何もないです。 

担任からの電話連絡 

子供と先生のコミュニケーションがまったくとれていない。 

とにかくまだ学校というものがつかめていないので、不安です。 

もう少し、クラス毎など先生の話などあればいいと思います。 

学校メールで、先生からメッセージをいただきたいです。できたら、毎日。先生のつぶやきでも、なんでも

いいのです。学校の事も遠ざかっている日々なので、親子の話題もなくなります。先生からのメールで、親

も、こんな先生がいるんだなぁ、と知ることも出来ますし。 

初めてなので比べようがありませんが、コミュニケーションが取れているといえば嘘になります。いつ再開

かが知りたいだけですが、それは慎重に決めて欲しいので急かしたくありません。 

学校側も先が見えないのでどうしようもないのだと思いますが、もう少しコミュニケーションが取れたらいい

かなと思います。 

この前、学校の方から動画が配信されましたがとても子供も喜んでいました。ちょくちょく配信してもらえる

と嬉しいですね。 

YouTube での先生方の紹介がとても良かったです。子どもも喜んでいました。 

こちらから、連絡をすれば良いのですが、課題についてなど何か困っている事があるか？など新年度に

入ってから１回でも、電話があれば安心だったと思いました。 

定期的な連絡メールでの対応は有り難いです。 

対応に不満あり。 

子どもと先生とのコミュニケーションが全くないのが不安です。100%保護者任せな感じが不満です。 

また、課題で習ってない範囲のものが出ていましたが、担任の先生に質問した際、やってもやらなくてもい

いとの返答でした。そんな課題の出し方ありますか？一応、我が家ではそこまでの勉強を自主的に進め

ていますが。 

なかなか担任の先生とこどもとのコミュニケーションがないようですね。 

まったく連絡がないことにより、担任への信頼が望めない。 

課題出された後は、その後の進捗状況の確認等がない。 

課題が出されているだけで、学校や担任からの連絡が全くないのでコミュニケーションが取れているとは

いえないと思います。 

今どんな学習を何時間や運動時間をだいたいでいいので決めてほしい 

家庭訪問を行い、生徒の健康観察を目で確認している、地域もあります。 

ネットの健康観察だけで良いものかと、疑問も。 

家庭訪問には、無駄に外出していないかや、学習報告なども、個別に対応出来るのではないかと、個人
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的にメリットがあると考えますが。 

親ではなく、生徒との家庭訪問です。 

ケータイでのやり取りが中心で良いと思います。 

また動画をアップしてお知らせや授業、体操などもいいと思います。 

YouTube でライブ配信が出来たらなおいいですね。 

色々な面で試行錯誤していると思っております。その中で個々に電話で様子確認もしてもらい子供達も引

き締まりますよね。強いて言えば、電話確認を月に 2 度ぐらいして頂けたら嬉しいです。 

今の時点では適度に取れていますがこれ以上は心配。 

特になし 

学校には常に当番で先生がいるので不安はない。 

新学期に入り、担任の先生も代わっての子どもと先生が話をできる機会があればいいなと思う。 

担任から生徒に電話でのコミュニケーションがあると良い。 

ネットを活用して先生と子供のコミュニケーションや親とのコミュニケーションの場を作って欲しい。 

一斉メールだけでなく、担任から電話や、学年メールもあっていいと思います 

休校が長期間になっていますので、もう少し情報を発信していただきたいです。 

少し、不安になります。 

ホームページに掲載された 

体操(チェックシートまでくばられた)の動画がまだアップされない 

毎日確認している 

できないなら初めからやらないで 

普通にラジオ体操にすればいい。 

PTA の委任状のポスト投函もおかしい。 

教科書とりにいった時に書かせたら良かった。 

対応されている先生がかわいそう。 

ＦＡＸや郵送でもと添えるべき。 

休校になってから課題提出日しかお話できない状況です。先生と子ども達が繋がれる配慮をお願いした

い。 

ホームページやメールを確認しています。 

学校からくるメールでの連絡のみ 

提出物と宿題を定期的に親が取りに行き、メールも頂いています。 

プリント渡されただけなので、コミュニケーション取れてない。でもこの状況では、仕方ない。 

電話を平日昼間にされても、仕事で不在。親とは話せず 

コミュニケーションもなにもないとおもう。 

担任の先生から電話を頂き子供と直接話せていたので安心しました。 

電話を週一回でいいので掛けていただきたい。子供もやる気がでる。 

電話をもらって、子供が喜んでいました 

メールにて状況を知らせてくれるので有難い。ホームページもチェックするようにはしているが、中学校よ

り情報の発信が早いので。ただ、中学校は担任より電話の聞き取りが 2 回あった。小学校も子供達から

聞き取りを行った方が良いのではと思います。 

決定事項はその都度メール連絡が来るので問題ないと思います。 
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学校のホームページを活用して、一対一ではなく、保護者から寄せられた質問に対しての学校側の答え

をホームページに載せてもらう方法なら、先生にあまり負担をかけることがなく、保護者の不安にも寄り添

うことができて良いかと思います。 

定期的にメールで連絡はある。 

課題提出と新たな課題をもらいに学校に保護者が取りに行くが、感染しないかとヒヤヒヤする。 

マスクや消毒をしているが、学校に足を運ばずに済ませたい。 

担任から電話が来たり、保護者が学校へ行ったりしている 

親と学校というより、子供と学校とでオンラインでのコミュニケーションが取れればいいかな、と思います。 

先生は何をしているの？ 

経験したことがないし先が見えず大変かと思いますが、いろいろ考えて工夫して対応してくださっていると

感じます。 

電話がありました 

メール配信が適度に来るので良いです。 

学校からのメール配信があるので情報は得られていると思います。 

必要事項の連絡のみなので、なんとも言えない。 

小学校の兄弟がいますか、市からの連絡や学校からのお知らせが、小学校と比べるとだいぶ遅く来ます。

思春期の子供なので、都合の悪いことは話してくれない等ありますので、些細なことでもメールやホーム

ページでお知らせ頂けるといいと思います。 

担任の先生からは電話を頂きましたが、顔もわかりません。 

ホームページを見てください。だけではどうなのかなと。 

こんな状況なので、コミュニケーションがとれないのは仕方がないと思います。 

忙しいとは思いますが、通常時のように先生からクラス便りやメッセージがあると、子供が安心すると思い

ます。 

担任から一度電話あり。定期的に状態把握の為に継続していただきたい 

適度で良いです。 

何回か電話での体調確認がありました。それしかできないんだろうなと思います。 

もう少しコミュニケーションがあってもいいと思う。 

学校からのメール、自分で HP をみる方法しか情報がないので、きちんと理解把握できているのか不安。 

曜日を決めて、ホームページに、なんでもいいので、発信して欲しい、チェックするのも大変です。 

学校のホームページの情報が更新された時に学校から一斉メールが届くのみなので、大切な情報は得る

事が出来るのですが、個別のコミュニケーションは無いので、なんとなく心配です。 

コミュニケーションがとれるような方法にしてください。 

親にはメールがきますが、子どもと学校はオンラインか電話くらいしかコミュニケーションとれないですよ

ね。それも IC 環境の問題がありますし、感染防止への配慮しながらとなると…足りないと思う 

電話での担任からの子供の様子確認が、一度は欲しかった(数分でもいいので) 

ラインでの対応は適切であると思う。 

連絡メールも きちんと届いています。ありがとうございます。 

課題も出していただいたので 良かったです。 

昨年度、小学校に 2 名通っていましたか、連絡メールが どちらの学年対象のものか タイトルか 1 行目

に入れていただくと わかりやすかったです。(全学年、6 年など) 
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満足している。 

もう少しコミュニケーションがあってもいいと思う。 

ラインでの対応は適切であると思う。 

担任の先生から生徒へ手紙や電話などでもう少し連絡が細かくあると嬉しい。新１年生で学校がどういう

場所かよく分かっていない状態で２ヶ月経つと、子どもも落ち着かなくて可哀想。 

学校のホームページなどに各担任の先生や校長先生の動画メッセージを掲載して、子供達が見れるよう

にして頂きたい。いまだに意識の低い保護者もいるので、外で子供達だけで遊ばせている風景を目にす

るので。ステイホームや遊ぶなら 1 人で縄跳びとか、そのような内容のメッセージを子供に伝えて頂きた

いです。 

必要な連絡（メール）以外、まったく無いので、どういう対応しているのか、子どもたちのことを考えている

のか、正直不安です。 

連絡メールを確認するだけです。学校も今はそれ以上出来ないと思うし、仕方ないと思っています。 

インターネットなどの長期的なコミュニケーションが取れるツールを使わないと、新学年でのクラスや担任

の先生とのコミュニケーションは難しいと感じる。家庭訪問や電話では、先生方の負担があると同時に、

一時的なもの過ぎると思ってしまう。 

先生方のユーチューブの連絡、子どもは喜んでみているので、時々入れて欲しいです。 

あまり期待出来る程連絡はない 

仕方ないことですが、子供が新担任と会ってもいないのでコミュニケーション以前の問題だと思います。 

入学前なのでこちらからは連絡を取りづらいので、電話による様子確認があると嬉しいです。聞きたいこ

とはたくさんあるので。 

健康アンケートに答えているので、繋がっている感じはあります。 

仕方ないことですが、子供が新担任と会ってもいないのでコミュニケーション以前の問題だと思います。 

この状況では仕方がない 

ネットを活用して先生と子供のコミュニケーションや親とのコミュニケーションの場を作って欲しい。 

たまにメールで連絡がきますが、説明不足が多く分かりづらいです。 

いちいちホームページを確認させる意味が分かりません。メールを送信しているのだから、そのメールに

旨を載せたら一度で済むと思います 

メールやホームページなどでの、情報を配信して頂き 有り難いです。 

何度かお電話いただき、子供の様子などお伝えしました。 

よくメールをくれるのでありがたく思います 

学校からは重要な連絡事項のみなので、学年ごとにでも「web 版学年だより」で、学習の進め方のコツな

どあれば嬉しいです 

メールやＨＰでの連絡があり、安心がある。 

メールは助かりますが忘れ易い 

オンラインでやりとりできないのであれば、一ヶ月に一度でも郵送で課題を提出など、やりとりできる方法

を考えていただきたい。 

1 週間に一度、課題をだしてもらい、先生に添削していただき、子供に新学年になって、新しい勉強をして

いる自覚を持ってもらいたい。 

学校側と子どもとのコミュニケーションがもう少し取れるといいです。電話や、動画など。 

先生方も子供たちのために、課題など色々考えて下さっていると思い感謝しています。 
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メールで報告もその都度していただいて、ありがたいです。しかしながら、子供も保護者も直接お話をした

り、会う機会を持てないので、コミュニケーションと言われると、取れているとはいえないです。 

子供たちの生活リズムのためにも、先生とのコミュニケーションのためにも、3 密を避けて、週 1 くらい分散

登校しても良いのでは…と思います。 

教室だと密になるかもしれないので、 

体育館や校庭を利用するのはどうでしょうか？ 

小学校から連絡通知ももう少し分かりやすいと詳細が助かります… 

先生からの動画メッセージなどを、ホームページなどであげていただけるとありがたいです。 

長い休みのような感覚くがあり、緊張感がどうしてもなくなりがちなので、、 

担任の先生から電話をいただいても、保健カードなどの確認ばかりで、子どもに対しての温かい対応はさ

れていないように感じます。 

コミュニケーションというよりは、先の方向性が分かると良いです。 

担任の家庭訪問で様子を見てもらいたい。 

教育委員会からの連絡があるまで何も連絡が来ません。 

学校によってバラつきがある。 

週に一度でも電話や、zoom で担任の先生がフォローする等勉強の進み具合を確認 

新しい担任の先生は新任の先生なので子どもとは初対面すら果たせていませんが、現状ではやむを得

ないと思っています。 

電話がかかってきたとき嬉しかった。 

気持ちも学校から離れないと思う。 

中学校の引き落としについて連絡がない。給食費は今月分引き落としなしなどのメールでの案内が普通

では？？5 月 7 日引き落としです。 

健康連絡のお電話を昨年度末、最近でも、オンラインでの健康状況入力などでお気遣い頂いているよう

に思います。 

なかなか現状では、学校とのコミュニケーションは、取れていませんが、特に不満はありません。 

連絡なさすぎ 

学校からの連絡がほとんど無い。不安に感じている。 

子供と先生のオンライン指導 

入学式もまだなので、連絡メールとホームページの確認しか出来ておらず、あまりコミュニケーションが取

れているとは言えない状況です。 

国や教育委員会の関係があって計画立てづらいと思いますが、もう少し前もっての予定を早く教えてもら

えたら助かります。 

自主勉強にも限りがあります。 

子どもと新しい担任とは、一度も話していないので、連絡は欲しいとは思う 

現在は一方通行な状態です。ですが、オンラインで繋がれない今は、仕方がないと思います。 

担任の先生からの電話などがあってもいいと思います。子供と会話して貰いたい。 

私立は早くに zoom を取り入れてホームルームや授業をしているが、公立は何も対応なく先の学業が不

安。 

担任からそろそろなんらかのコンタクトがあってしかるべきではないかと思い始めた。電話で一声だけでも

あれば違うだろうに、担任発表の動画以降放置では子供たちは不安になる。 
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オンライン等でできる限りの授業をしてほしい。きちんと机に向かうという習慣、緊張感、集中力かなり低

下しているとおもいます。 

特に何もない 

現状については意思疎通は図れているが授業に代わるものについては不透明です。 

安全宣言をひたすら待っている状況です。 

登校や宿題などについてどういう風に考えていて動いているのかがまったく見えてこない。方向性だけで

も示してほしい。 

計画通りにいかなくてもよいので、もう少し動きが見えるようにしていただけたら助かります。 

学校からは親に連絡メールがあるのみ。 

生徒に向けての連絡がまるでないので不安。 

担任の先生からこどもたちには電話の一本も無いのだろうか…。 

親が出向くので、子供は先生に、会っておらず、コミュニケーションはありません。又、健康観察の電話も

学期が変わってからはありません。 

学校からは一方的に連絡メールが来るのみです。子どもの様子を聞くこともされていません。他の市町村

では、家庭訪問や毎週の電話などがされています。 

メールだけなのでなんとも 

メールだけでなく、状況確認の電話があったほうが気持ちの面で安心する。 

学校からは頻繁にメールが送られてきて、先生たちの動画を見て喜んでいる 

どんな些細な事でも、知らせて頂きたい。 

メールで連絡が来るので、問題ない。 

学校からの連絡メールや、ホームページで随時、連絡や動画を配信いただいているので助かります。 

新しい情報が入れば随時、学校からメール連絡や学校のホームページに載せてくれる。 

ホームページを頻繁にチェックするようになりました。メールだと遅れてくる場合があるので。 

メールのみとなっている 

赤ペン先生みたいに先生と子供のやり取りはあった方がいいと思う 

学校とコミュニケーションをとれる手段を考えてほしい。例えば担任からの電話、家庭訪問なりをしてほし

い。 

あまり事細かな連絡は取れていない、メールで随時連絡がほしいところ。 

特になし 

先生からの連絡は特になく、一斉メールと紙の配布だけです。 

先生方には負担となるが、週 1 回だけでもいいので電話面談等検討して欲しい。子供と、挨拶だけでもい

いので。 

新担任との面談ができない為、子どもに関する情報交換ができないので、学校生活が再開した後、情報

が伝わっていない状態でスタートすることが心配です。 

連絡がメールで来るので不備はないです 

一斉メールが来るだけ。各家庭の状況を全く把握していないと思う。 

一斉メールで情報が来るだけなので、コミュニケーションははかれていないと思います。 

コミュニケーションが取りづらいのは仕方ない事だと思うので不満はない。 

学校からなんの連絡もない、教科書やプリントを渡されただけで電話もかかってこず、子供達の様子も把

握しておらずオンライン授業もする予定もなく全てにおいて無責任。先生方は 1 クラス数十人を面倒見る
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だけなのになぜできないのか。 

毎年行ってる、林間学校は絶対に行かせてあげたいです。今年が無理なら、来年の 6 年生で林間学校と

修学旅行の両方などのせんたくしなど。大人になっても思い出に残る事なので、中止にはして欲しくない。

そのことについて学校からの対応が分かり次第知りたいです。 

特に連絡はとってません。電話一回くらい。 

担任と子供がまだ１度も顔を合わせてないので、どんな先生なの早い段階で１度は会わせたい。 

ほったらかしな気がする。前学年の担任は週一で電話くれたが、新担任は面識もないし電話来ても何話

していいか分からないけど、教科書とプリントだけ渡して終わり、はないでしょー！ 

他の学校の対応を見ていると余り無いように感じます。 

一方的なメールのみ。連絡もよいとはあるけど、それだけじゃかけずらい。 

３月からの休校中、子供は一度も学校には行っていません。  友達とも会えず、先生とも会えずとても寂

しがっています。 分散登校でも良いので、行くことは出来ないのでしょうか？ 先生方は大変かと思いま

すが、電話で子供達と話をするとかは出来ないのでしょうか？  

必要な事はメールが来るので間に合っていると思う。 

配信で意見を述べる場を作る 

学校からは、メール連絡のみです。 

電話連絡等、学校と家庭のコミュニケーションを少し考えて頂けるとありがたいです。 

ネットを通じて顔が見れたり家庭外との繋がりを感じられメリハリをつける役割を…少しであったとしても

休校中お願いできればいいなと思います。 

教科書の配布と少しの課題を出されていますが、収束が見えないので、オンライン授業やもう少し、しっ

かりした課題を出していただくなど、延期を予測し、先を見越しての対応を 4 月始業の段階からして欲しい

かったですし、これからの対応を期待したいところです。メール連絡はきていますが、こちらから電話など

はする機会がないので、コミニケーションが取れているのかと言われれば、一方通行で、取れていないと

おもいます。 

担任の先生から電話などで子どもや保護者と話して欲しい。 

メールで連絡がとれています 

ホームページの確認のみなのでわかりにくい 

配信で意見を述べる場を作る 

家庭学習の課題を出すだけだし、あとは放置。放置過ぎて驚く。 

子供達の様子が気にならないものかと、今後学校が再開されたとしても、学校に対して信頼しようとは思

えない。 

ラインでの質疑応答 

先生から月 1 連絡がくるものの本人とはほぼ話していない。 

休校中、担任の先生とのコミュニケーションが全く取れていません。話をしたのは荷物を取りに来校した

時の数分のみです。 

勉強の進め方など正しくできているのか不安なので、電話でも構わないので相談できる機会があるとよい

と思います、 

学校からの通知は一方的だと感じる。 

学校とのコミュニケーションが取れていない状況なので、出来ればオンライン機能を利用して、平日は短

時間でも構わないので学校と子ども達がコミュニケーションを取れるようにしてもらえたらと思います。 
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上の子の通っている県内の公立高校では、オンライン機能を利用して、初めは朝のショートホームルーム

から始め、現在はオンライン授業も行っています。 

今週中に担任の先生より電話がくるみたいですが、まだ来てないので、コミニケーションという意味では取

れていないとおもいます。メールでの連絡はきているので、それをコミニケーションと捉えるのかわかりま

せんが。中学校というところをまだ体感していないので、なんともいえません。 

もっと積極的に連絡が欲しい 

入学式もしておらず、学校や先生とのコミュニケーションはほぼないに等しい 

平日は仕事に出ているので、昼間学校から電話をいただいたようですが私はでられませんでした。メール

でやり取りができるようになると助かります。 

週 1 くらいで各学年に課題なりが配信されると助かります 

メールが来るだけなので、何かの時に返信出来ると良い。 

生徒と先生が何かしらコミュニケーションを取れる方法があるといいとは思います。 

近隣の小学校は週に一回電話連絡をとりあったりしてる小学校もあるみたいですが、南小はコミュニケー

ション少ないかなぁと思います。 

相談にのってもらえていると思います 

1 年生になったばかりで全くわかりません。 

まだ本人も学校に行ってないし、コミュニケーションと言われても先生の名前すらわからないので。 

全く意見を聞いてくれない。 

もっと、課題とかなにをメインでしたらいいかなどもっと、メールがほしい。 

他校では担任から電話連絡があると聞いているが、うちは一切連絡なし。体調の事は気にならないのか

甚だ疑問。 

連絡メールで、何かあれば報告を貰っているので安心 

課題が少なく、勉強が心配。外出もできず、時間の潰し方に限界がある。問題集などを出して欲しい。 

学校からのメールだけでも、もっとコミュニケーション欲しいです。 

生徒向けにも、がんばってますかなど。 

個別に連絡などは大変だと思うので、定型のアンケートなど工夫して少しでもコミュニケーションを取れる

ようにして欲しいです 

連絡がほとんど無いです。学校とのやり取りがもう少しあったらと思います。 

休校が始まってからも、連絡の手段はあったのではないかと思います。 

明確な課題が出ていないため学習面では不安があります 

保護者が課題などを受け取ってる為、新しい先生やクラスの児童とのコミュニケーションはないので、休

校の間、オンライン授業や先生からの手紙を郵送なりホームページに載せたりすれば少しはコミュニケー

ション取れるような気がします。 

確認事項は電話対応していただいてありがたいと思います。 

もっと休校が長引くのであれば、オンライン授業などを取り入れてほしいです。 

こまめに学校や担任の先生から連絡を頂いているので、問題ないです。 

休校が始まってからも、連絡の手段はあったのではないかと思います。 

明確な課題が出ていないため学習面では不安があります 

もう少し早めに連絡が欲しいと思います。 

鴻巣市全体の学校の対応が統一されていれば、メールでも構わない 
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相談もあり、連絡したい 

今はコミュニケーションが取れなくても四方がないと思う。連絡を取るために先生方が出勤したりするリス

クを考えたら、休校期間は連絡など無くても良いのではないかと思う。 

たまには担任から電話連絡をしてほしい。 

先生からお手紙や電話などで、こんな事してください、など定期的に勉強のフォローして欲しい。 

子供と先生が接する機会がないのが気になる(親は宿題を取りに行く機会があるのに) 

細かくメールで連絡事項を送ってくれるのでありがたいです。 

意見交換、家での過し方、担任が一人一人、話してほしい。 

混乱の中で、先生方はよくしていただいていると思います。 

今のところ特にコミュニケーションを求めていない 

こちらから連絡すればなんらかの対応があると考えています 

子どもの立場で評価させていただきました。子どもたちは学年がひとつあがり、新しいクラス・新しい先生

が発表されたにもかかわらず、新しい先生の顔もわからなくて新生活へのイメージが湧かず、「もう学校

は行かなくていいや…」と学校への気持ちが薄れてきてしまっています。 

子どもからはコンタクトが取れないのでせめて担任の先生から電話一本、または先生の自己紹介からで

よいので学級通信や学年だよりを発行するなど、何かしらクラスの子たちにコミュニケーションを取ろうとし

て欲しかったです。他愛もない話題で良いんです。 

もう５月になるのに…ととても残念です。 

子どもにとって先生の存在はとても大きいです。ほんの少しの声がけで、不安がやわらぎ学校生活が楽し

みになり力が湧いてくると思います。 

担任から電話が入るので 子供はある程度安心しています。幸いにも前年度お世話になった担任が、今

年度も変わらなかったので保護者としても救われています 

具体的な考え方、方針が伝わって来ない 

この状況では仕方がないかと思う。 

鴻巣中は、定期的に子どもの登校日があったり、学年末にも年度始めにもそれぞれの担任の先生から子

ども宛に電話連絡してくださったり、それぞれ学級通信を出してくださったり、出来る限り子どもとコミュニ

ケーションを取ってくださっていて、親子共々嬉しく思っています。こういった働きかけで、とても学校生活

が楽しみになりますし、先生への信頼感も生まれています。このような混乱の最中にしっかりと対応して

下さり本当にありがたいです。 

メールを確認しただけで、先生にはお会いできていないからお話しできる機会があれば良い 

自宅学習の課題などは出ているが、課題として自宅で取り組んだ単元も含め、再開後の授業体制などの

説明がないので不安。後に変更の可能性は当然あると思うが、現時点という形でいいので概要を示して

ほしいです。 

課題についても、どのように取り組めばいいのか(完全に理解させたり覚えさせないといけないのか、サラ

ッと予習的な感じでいいのか、など)わからないので、家庭でのバラつきもかなりあるのではないかと思い

ます。 

オンラインを急遽始めるより前に、休校 1 ヶ月程のプリントや課題を、1 週間単位で学校⇄家庭が郵送など

でやり取り出来ると、子供と先生の繋がりや関係ができ、やる気や意欲にも繫るのではないかと思います。 

メール、登校日をもう少し増やしても良いかと思います 

担任の先生方から生徒に健康の確認などを電話連絡して下さり、子供も気持ちが引き締まるそうです。
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今後、PC やタブレットを使用してのオンライン授業も考慮して下さっているとの事で、学校側も色々な対策

をねって下さりとても有り難いです。 

学校には課題を 1 度とりにいっただけなので、コミュニケーションがあるとは思えないが、それ以上も望ん

ではいないので、困ってはいない 

小学校に比べて課題が少ないので心配です。 

先生と子どものコミュニケーションする場を作って頂きたいと思います。 

緊張すると思いますので、一対一でなく先生対クラスメート(全員でなくても複数人いれば良い)との会話す

る場所を是非お願いします。 

保護者とのやり取りは現状で問題ないと思っています。 

小学校に比べて課題が少ないので心配です。 

子供達と先生のコミュニケーションが全くないので、登校日が欲しい 

一方的過ぎる 

連絡が HP だけ(たまにメール)なので、定期的にクラスの仲間とか、担任の先生と顔合わせ(WEB で)でき

ないか検討して欲しい。すっかり怠けてしまった。 

ホームページだけの一方的な連絡だけでなく、毎日とは言わないが、担任からの電話だったり家庭訪問

みたいに気にかけてくれているんだな、と思いたい。 

コミュニケーションとるほど、何か進展してますか？ 

時々メールでの連絡はありますがそれのみなので、先生方もお忙しいとは思いますが、コミュニケーショ

ンが取れているかと聞かれたらあまり取れていないと思います。 

課題の提出（締切）が頻繁にあるといいなと思います。 

今のままでいいです 

子供宛に健康観察のような電話などほしいですね。 

本来中学 3 年で得ることができる成績などがどうなるかわからない状況下で、それが受験にどこまで影響

するのか、その点について県内高校との連携も図れているのか等の説明が欲しい！ 

3 月には校庭開放をしたり、通知票、教科書や課題の配布など、その都度心配なことが聞けるので、ちょ

うどいいです。 

担任から連絡がない 

休校になって一度電話での健康確認があったが、その後は課題の配布と連絡メールを見るだけで、コミュ

ニケーションは取れていないと思う 

連絡メールのみなので少し不安です。 

10 日に一度でもいいので、子どもと電話で(テレビ電話とかも)会話できたらいいのかな…と思います 

課題を出しっぱなしで後は本人と家族の管理に任せるのは限界がある。学校のポストへの投函や電話や

オンラインなどで先生とのやりとりがあると良いのでは？ 

反面、やりとりのために仕事に影響する時間に保護者にわざわざ学校に来校させるのは避けていただき

たい。 

オンラインで良いので学校とコミュニケーションを取る仕組みを用意してほしい。 

ホームページ、メール配信で確認をしている。 

一年以上ほぼ不登校と云う特殊な生徒のため参考にはならないと思うが、休校になり、偶に 30 分̃1 時間

程少人数での登校と云う事態になってから、登校出来るようになったので、学校とのコミュニケーションは

良いと思う。 



 12 / 24 
 

学校からの発信が少なすぎると思います。特に先生たちから児童への発信がまったくないのは残念です。

HP やネット配信、手紙でも何でも活用し、学校から保護者へだけでなく、先生から子供たちへの発信が子

供たちの不安軽減につながるのではないでしょうか。 

先生からの連絡やメッセージが直接子供に届く様に、動画配信など検討して欲しいです。 

担任の先生と話すら出来ていないので、コミュニケーションは取れていないと思う。 

動画ででも校長や他先生方のお話しだけでも聴かせてあげれば全体集会などの気分を味合え、家族以

外で安心して聴く事が出来る方のお話しを聴かせてあげられると、少し気分転換になるのかなと思います。 

親よりも子どもと先生が会える環境をもうけていただきたいです。 

連絡がいつも遅いのが困ります。 

学校からの連絡がほとんど無いので、つながりが欲しいです 

もっと個々に連絡をいただいてもいいのではと思います。 

動画配信などを使って先生の声が直接子供に届く様にして欲しい。保護者向けの文章だけでは現状を理

解しずらい。学校が『休み』なのではなく『自宅学習期間』であることを自覚させて欲しい。 

メールで状況や今後の日程連絡などいただくので、わかりやすいです。 

ただ、双方向のコミュニケーションはとれているとは言えません。 

定期的に先生とお話しできる機会があるといいと思います。 

休校中、子供と担任先生のコミュニケーション手段が何かあった方がいいのではないか。 

(会う、ではなく、電話で話す、など。) 

今は、新学年始まって一度も先生と話さない状況。 

子供たちの勉強へのモチベーションアップ、学校への不安払拭にも必要ではないか。 

学校、先生と、子供たちの繋がりがもっとほしい。 

週一回ぐらい担任から電話連絡がほしい。 

もっと具体的な課題をだしてほしいです。 

漠然とではなく、今週はこれ！といった形で出してほしいです。先生方も大変なのかもしれませんが、子

供の学力を下げないことに協力してほしいです。 

一方的にメールが届くのみなので、コミュニケーションは取れていないが、仕方ないと思う。 

もっと具体的な課題をだしてほしいです。 

漠然とではなく、今週はこれ！といった形で出してほしいです。先生方も大変なのかもしれませんが、子

供の学力を下げないことに協力してほしいです。 

ネット環境をフルに利用し、生徒への心遣いをとても感じる 

ホームページに学年通信みたいなものや先生から子どもたちへの手紙などをあげてくれたら子どもたち

は少し安心出来るのではないかと思います。 

この非常事態宣言の最中、政府も学校も、もちろん保護者も未知の経験です。 

なかなかコミュニケーションも難しいのは重々承知しています。 

政府の対応もギリギリなので、なかなか学校とのコミュニケーションもとれないのは仕方ない事だと思いま

す。 

課題を受け取りに行った時に先生とお話ししただけなので…4 にしました。 

メール配信サービスで休校などの連絡はもらえるが、子どもと直接やり取りすることがないので、担任の

先生の顔も知らない状況が続くのはあまり良くないと思う。 

登校日があってもいいのではないか。 
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親を介在しないと取れていない。 

新学期にはいり先生からの電話が 1 本あり子供の様子を聞いてくれた 

新学期にはいり先生からの電話が 1 回あり子供の様子を聞いてくれた 

メールだけですが仕方のないこと理解してます。 

先生方が宿題をポストに入れてくれるとなっているが、期限がなく(提出の)子供達がだらけてしまっている。 

意見交換や意見投稿などの場がほしい  

「ホームページを見てください」の連絡しかないからコミュニケーションの取りようがない 

学校というより連絡メールが届くだけです。 

先日、先生から親に対する生活状況のヒアリングがありました。お忙しいところにありがたかったのですが、

子供が先生と話す機会はなくとても残念がっていました。 

例え一方通行でもいいので、なにか先生から子供に対するメッセージ(ホームページに掲載とかでよいの

で)があったらいいと思います。 

保護者は、課題提出等で担任と接する機会があるが、ネット環境などを活用してのやりとりがない為、子

供対教員のやりとりは、数ヶ月全くない。 

担任の先生から子供達達に電話などして、子供達の状況を把握するなど、コミュニケーションを取ってみ

て欲しい。 

学習に関して新学年のはそのままでいいのか家で進めていいのわからない 解き方？教え方が自分の

頃とちがうのでやたらに教えられない 

電話で先生が子供たちと話す機会を作り、もう少し様子を聞いてほしい。 

先生方も急な対応にもかかわらず、親切に対応してくれている。 

短い動画などで、先生からのメッセージなどを日替わりで配信してみたらどうかなと思っています。 

メールや電話で連絡してくれる。 

メールや HP での確認が主。双方向の情報交換などは出来ていないが、現状では仕方ないと思う。 

急に休校になったのにも関わらず学校からの連絡がほとんどなかったということ。荷物の受け取りの連絡

メールがありましたがそれまで先生と話す機会もなく次に話す機会があったのは学年が上がり教科書配

布時。 

もう少し電話連絡等しても良いのでは？ 

課題を頂き、挨拶をしたのみです。 

広田小は連絡が遅いようです 

他の学校と同じくらいの連絡がほしいです 

必要メールは頂けていますので、問題ないと思います。 

課題が少ない 

自分の学校に質問などの窓口があるのか、あるなら時間や方法を明確にしてほしい。 

特に学校からは連絡なしです。 

新学期になって、よく取れるようになりました。先生から子どもへのお便りや連絡が欲しい。 

現状に困ったことはないが、子供と教師を繋ぐツールがあれば家庭学習への意欲が上がると思う。 

学校とのコミュニケーションは取れてると思えないが、取れた所で現状何も解決していないので、必要を

感じない。 

学校とのコミュニケーションはメールのみの連絡だけですので、こういうものだと思って過ごしております。

他の学校などでは何かこれ以外で、とられているのでしたら同じようにコミュニケーションをとる対策を考
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えて欲しいと思います。 

他の小学校では、追加課題があったとも聞きますが、下忍小学校では、教科書引き取り以降、特に連絡

もなく、学校の意図が分からないため、コミュニケーションをとれているとは言いづらい。 

入学式が延期のため、担任の先生とは教科書を受け取りに行った時に数分話すだけで 

、それ以降全く学校とのコミュニケーションは取れていないので、課題についてや学校生活そのものにつ

いての話があると安心します。 

必要最低限の連絡がメールで届いてるのみなので、可もなく不可もなくという感じです。 

一年生なので全然状況がわかりません。 

詳しくはホームページで、というのではなく、メールに内容をきちんと記載して配信してほしい。 

学習面でのサポートが欲しい感じがします。 

まだ学校に行ってないので分からない。 

自粛中はオンライン授業ができれば子供たちも少しは生活にメリハリがついて勉強にもやる気がもてるか

なと思う。 

ホームページが活用できていると思います。 

ホームページが活用できていると思います。 

2 週間に１回程度、学校から電話があるとありがたいです。 

先生とこどもがまだ顔を合わせていないのが残念。学校によっては、you tube での先生紹介？もあるよう

だが、南小 では全くないので、できれば行ってほしい。 

理想は、全生徒にタブレットを支給（貸出？）して、SNS などで相互に連絡が出来るとありがたい。 

学校側担任先生と保護者のコミュニケイション作って欲しい 

学校側担任先生と保護者のコミュニケイション作って欲しい 

初めての経験なので致し方ないと思います 

課題受け取る際には相談などできないので、コミュニケーション取れているかと聞かれると取れてないと

思います。 

頑張ってくださってると思います 

子供が 1 度も登校出来てないので、登校日を作ってほしい。小規模な学校なのでできるはず。 

2 週間ごとに登校などにすれば、宿題を提出するために学習へのメリハリも出来るのでは？ 

もちろん、登校はクラスも半分ずつなど、密にならないように。 

情報が一方通行なので、難しいとは思いますが、個々の不安を吸い上げられる手立てがあるといいなぁ

と感じます。 

学校から何も接触がないのはなぜなのか。教師からの安否確認の電話や課題のポスティング等、やって

いる学校もあり、やらない理由(出来ない理由ではなく)怠惰だと受け取られかねないのではないでしょうか。 

感染の為保護者だけが学校へ行くようになっていますが、子供も先生方と会って話をしたいし、一緒に登

校させたい。 

課題や宿題ぐらいたくさん出してほしい 

メール対応のみ。 

健康確認の電話が一度ありましたが、課題が一度出されただけで、放置されている感じがします 

学校からの連絡メールが来ることで多少の安心感はありますが、いつ学校再開になるか分からない中で、

コミュニケーションという面では少し物足りなさを感じます。担任の先生と子供（親）が体調や近況などをや

りとり出来るツールがあるといいかもしれません 
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メールがくるのみ。コミュニケーションってほどでもない。 

子供は出された課題しかしないのでもう少し出して欲しいです。出来れば提出を週１くらいで先生とのコミ

ュニケーションが取れればいい。 

そもそも、学校はプリント配って終わりですよね？コミュニケーションも何もないかと。 

子供達は色んな面で不安な毎日を過ごしているのに、学校からの情報が少なすぎると思います。 

仕方ないかもしれないが先生と子供が直接話せる機会がない。新担任と子供が一度も話せてないので

子供も新学年になった自覚がない。 

子供たちの様子を確認する電話を頂きたい！ 

子供の安全の考慮が出来ている。 

メールのみの対応 

何もコミュニケーションは取ってもらっていません 

学校に保護者のみが行っていて、せめて親子で行くことができれば、新しい担任の先生ともコミュニケー

ションがとれると思います。 

今は仕方ないことだと思っています 

中学校は登校日を設けてくれるそうですが、小学校は教科書を取りに行って課題をもらったっきりなので、

休校も延長になったのにその後の何の連絡もないのが不安です。 

吹上北中は、ホームページ、メールでよく連絡してくれています。 

下の子は、下忍小学校ですが、小学校のほうが手薄に感じます。 

特にありません 

どこにいつ何を言えばいいのかわかりません。皆様もお忙しいし全員がはっきりしない状況だとは思うの

で。 

現状 学校とのコミュニケーションを図る方法があるのでしょうか？ 

担任からの電話連絡はありがたいです。メールもあっていいと思います。クラス便りをメールで送る。先生

のお昼紹介や、今日はなんの日やクイズなど、何でも。 

もう少し、何か発信してほしいです。受け身なので、不安しかないです。 

電話など一回でもいいので、連絡くれてもいいのでは。 

プリント、時間差登校で十分。たぶんキチンと 3 年としてスタート仕切れていないので、モチベーション的

にもこれ以上は無理だろうと思う。 

宿題にプリント数枚配布だけ。 

担任から連絡電話がまったくなし。 

メールのみ。 

課題の提出する際にでも、今後の方針等でも説明があればありがたい。 

学校からの連絡があり元気ですか？勉強はどうですか？など聞かれました。  

担任から連絡がないのは、子どもたちの様子が気にならないのでしょうか？ 

緊急事態宣言でやもえないかもしれないが、学校からの一方通行になっている。 

他の学校では、先生が各家庭に電話をして困った事を聞いてくれたと聞きました。 

そのような対応をしていただけると、子どもも学校に関心を持てるのでいいと思います。 

学校再開、延期の連絡しかないのでコミュニケーションが取れているとは思わない。 

担任から子供に連絡が有って良いのではと思う。 

意見を言える場所、連絡できるものがない 
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ホームページをこまめに見るようにしているが、新入学(１年生)なので、保護者も子どもも学校に慣れてい

ないため、コミュニケーションはとれていない印象である。 

大事なお知らせなどはメールで連絡していただいていますが、新学年になり、新しい担任と子供本人との

接点が全くないことが心配です。 

入学前？なので仕方がありませんが、HP とメールでしか情報を得られず、充分なのかどうかわかりませ

ん。 

担任の先生からの電話くらいです。 

保護者が課題等を取りに行った際に担任の先生と少しお話ができたので、最低限のコミュニケーションは

取れていると感じる。 

少しの時間でいいので、子供と担任が話す機会があれば良いなと思いました。 

新一年生なので、全くコミュニケーションが取れていません。 

親が、提出物を出して、宿題を取りに行き、子供の様子を聞いてもらってます。 

先生方もがんばってくれていると思うが新学年の担任ともあっておらず特に低学年の子供は学校とのつ

ながりが薄れていると感じる。 

ホームページだけの一方的な連絡なので、担任からの電話だったり家庭訪問みたいな事をしてもらえると

少しは子供と学校のつながりができるのではないでしょうか 

ホームページだけの一方的な連絡なので、担任からの電話だったり家庭訪問みたいな事をしてもらえると

少しは子供と学校のつながりができるのではないでしょうか 

学校にいつでも問い合わせができる環境であれば問題ありません 

子供に向けてもっと配信してもいいかな。と思います。 

宿題を頂けてるので、充分です。 

一方的過ぎて残念です 

上記の通りです。 

インターネットまたは電話で学校(担任)と児童間でコミュニケーションを取れるようにしてほしい。 

一方的に連絡メールが来るだけで、先が見えなくて不安。 

先生方も、大変な時だと思いますが、各家庭にお手紙なり、電話なりを頂けたら、よいと思います。 

仕事が忙しく連絡取れない。 

先生方も在宅勤務の方がいいと思うので多くは望みません。 

保護者は学校に配布物や課題を取りに行ったりしますが、子供達は学校や先生達との関わりが全くない

状態が続いています。 

校長先生や担任の先生から動画配信などで子供達に呼び掛けがあると、子供達も学校との関わりをもて

るので、是非是非、検討してほしいです。 

このような情勢下では、コミュニケーションどうこうの贅沢は言えないと感じている。むしろわれわれ保護

者よりも、学校や先生方のほうが家庭や子供達とコミュニケーションをとることができず、ご心労を抱えて

おられると思う。また、子供達への学習課題を見ても、今できる最大限の努力をして下さっていると感じて

いる。 

学校メールは来ていますし、対応は良いと思います。新学期が始まり、担任の先生とのコミュニケーション

が無いのが少し寂しいですね。 

メールが頻繁にくるので不安はないです。 

入学式中止の際は、先生からお電話いただき感謝しています。ただ、その後課題が出てはいますが、今
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後どうなるのか？が伝わって来ません。お聞きすれば答えていただけますが、もう少し積極的に情報を伝

えていただきたいです。 

スマホの操作が苦手です 

ホームページをご覧くださいと言われても見逃してそうで心配です 

市内でも学校によって登校日のあるところないところの差はなんなんでしょうか。 

当校は放置しているだけに感じる。在校生の人数にもよると思いますが、担任が電話でもして状況を聞く

とか、たまには課題プリントを配るとかできることはあると思います 

下忍小学校は、プリントを出すだけで、全くコミニケーションが取れていません。吹上小学校などは、宿題

提出したら、地区ごとに児童が登校したりとかありました。今は感染が心配な為、保護者のみの登校にな

っていますが、時間が短く逆に密になるのでは！と思います。 

学校からの一斉メールは大切な情報源になっていますが、子供と学校で連絡が取れる方法があるといい

なと思います。 

先生と親は会っているけど、子供とのコミュニケーションは今のところまったくなしです。 

メールやプリント等で知りたい情報を発信してくれている。 

特別やりとりがあるわけではありませんが、必要なら親からアクセスをすればよいと思いますので、十分

かと思います。 

連絡のみの一方通行なのでなかなか様子や意見が言いづらいように思います 

現段階で、学校側からのメールを待っているだけの状態なので、不安はあります。 

全くコミュニケーション取れてないです 

ホームページの更新頻度を上げると良い 

学習教材のサイトの紹介をしたら良い 

先生と子供達が直接会ったり話をしている訳ではないので、子供達と先生のコミュニケーションはとれて

いないのではないでしょうか。 

学校に通わないまま休校になってしまったので、職員の方も知らないし不安です。 

まだ新学期一度も学校に子供達が通ってないので、子供の様子もわからないので先生ともなかなかコミ

ュニケーションがとれていない気がします。 

連絡が他の小学校に比べて遅い気がします。 

何も始まっていないので、とれてる、とれていないはない。 

まだ入学前なので、これからだと思いますが週の初め終わり等のメール等あれば有り難いです。 

連絡頻度等についでは、学校サイドが負担にならない程度で結構です。 

また、休校中の相談窓口の開設をお願いしたいです。(電話対応は負担になるのでメールフォームでの開

設。回線がパンクすると「繋がらない」等それに文句を言う方が出る可能性があるのでその対応として) 

いずれにせよ、未曽有の事態で学校サイドも大変だと思いますので、限られた人と時間で効率化にご尽

力いただきたいとおもいます。 

学校からの連絡は今のところなし。学校により格差がかなりありこの先不安を感じる。また、課題の量や

内容に関しても学年、学校によりかなりのバラつきがあり学力の差が生じてしまう恐れがあり不安しかな

い。 

うちは、新 1 年生で小学校の事が何も分からないのでもう少し、担任の先生と連絡を取れるような体制に

して欲しい。 

学校からの連絡が一方通行になっている。保護者からの意見が伝えられない。 
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特になし 

もう少し学校からの発信があってもいいのではないか 

安全にコミュニケーションが取れる方法を考えて欲しい 

こまめな連絡がほしい 

オンラインでの企画や活動を希望します。 

こまめに課題提出と、確認をする形じゃないと、なかなか勉強をしない 

学年がかわるタイミングであったためか、双方向のコミュニケーションが互いに取りにくい 

仕様がないので仕方ないと思う 

課題を出してくれるのはとてもありがたい。 

他の市では先生が各家庭の玄関前やポストに課題プリント等を持って行き、数日後にまた回収に行くとい

うような活動を行っていると聞きました。（表札訪問の感じで） 

学校に保護者を出入りさせるよりは接触が少なくて良いなと思いました。先生の負担は増えますが。 

子供の課題や提出物の時に、親が学校に行く時にお話をしてきます。ただ、話したい先生がいない時は、

電話などをさせていただいています、 

課題を貰えて家で取り組めているので良かった。新１年生はまだ小学校がどんなところかも、先生の顔も

お友達とも会えていないのでスタートしたとき不安があります。 

判断基準が無いので何とも 

メールのみ 

宿題などの提出時に、学校に行く程度です。 

コミュニケーションが取れないのは仕方ないが、メールなどを利用して担任とコミュニケーションが取れた

ら良いと思う。 

新学期が始まったが子ども自身が担任や新しいクラスメイトと全く面会できていないので、ネットや電話等

でコミュニケーションを図ってほしい。 

指定された日に親が課題を提出しに行くが、緊急事態宣言中だから児童は来ないでとの事だが、なぜ大

人は行っていいのか。郵送で対応でもいいのでは。 

課題が出ていたり、先生から電話連絡がある学校もあったり、なかったり、Web 授業しているところ、して

いないところなど、格差が心配 

先生方はとても大変な毎日だと思いますが、保護者への連絡が続いてるので、たまに子供達に向けたメ

ッセージなども配信してもらえると、遠い存在になってしまった先生が、また寄り添ってくれる気持ちになり

嬉しいのではないかと思います。 

親は宿題等受け取りに学校へ行っており、コミュニケーションがある。子供は宿題をやるが、学校と子供

の直接的なコミュニケーションが少ない気がする。 

休校となり、学校からの課題をやっています 

オンライン授業をやってくださるのであれば 

やっていただきたいと思っています。 

ただ、パソコンを持ってない家庭や親が仕事の場合できない家庭も多いと思います。 

が、3 月からの約 2 ヶ月は子供は先生とのコミュニケーションをとっていないので、早いオンライン授業を

希望します。 

ホームページでの連絡で対応できています。 

課題を定期的に出されているだけで一方的な感じがする。 
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メールがくるのみです。 

先生方も大変だとは思いますが、もう少し先生とコミュニケーションが取れる環境が必要だと思います。 

メール登録をするまでは情報が本当になくて不安だった。 

訪問、連絡などしてコンタクトを取ってほしい。 

親が課題を取りに行くのではなく、登校日を設けてほしい、 

新学年になり、先生との対面も無い状況で再開を不安と期待の中で待っています。可能であれば、担任

の先生から、電話で子供とコミュニケーションをとっていただけたらありがたいです。 

ただただ、連絡を待つのみの状況。質問しても先生方も回答出来ない状況。 

まだ、課題提出はしてないが、ちょっとした評価や励ましが欲しい 

新入生は親も含めて、学校が全く未知の世界なので、こちらからはアプローチできません。 

新しい担任の先生に電話等で子どもに頻繁に接していただきたい。 

学校と子供のコミュニケーションがとれていないと思います。 

先生方の負担の少ない範囲で、例えば電話やメールなど直接コミュニケーションがとれればいいなと思い

ます。 

初めての小学校生活がこのような感じなのでまだ先生や保護者の方々との関わりがほとんど無く学校

HP とメールでの確認なので相談できる場所が少なくちょっと不安はあります。 

アナウンスがないのでどう過ごして良いか不透明。聞きたい事は学校に連絡してもいいの？ 

担任の先生ともまだ顔や言葉は交わせてない状態であり、コミュニケーションを取ったとは言い難い。 

下の子の幼稚園では、休園中でも担任から電話をもらえて、休んでいる間の様子を伝えたり、先生と子供

が少しだけでも話せたりして、配慮を感じられて安心できた。 

小学校は幼稚園とは違うのは承知しているが、子供も長期間休校で不安月あるので、４月中一度位は担

任の先生から電話やお手紙等あっても良かったのでは。 

休校になったすぐ後には、担任から電話があり、その後は教科書の受け取りの時に担任と少し話しました

が、あとは学校からの連絡メールだけです。 

児童の学習相談など、学校に児童が学習について問い合わせ出来るなど考えてほしい。 

学校側からの連絡のみ（一方通行）なのでコミュニケーションは取れていないと思います。 

オンライン授業等ができないのであれば、ホームページや連絡メールを用いて、１週間に一度でもいいの

で担任の先生から子供たちに向けてメッセージや励まし、先生がお家でできる楽しかったこと、おすすめ

なことなどを発信してもいいのでは、と思います。 

今は子供たちにとって身近にいるのは家族だけです。それ以外にも皆のことを応援してるよ！一緒に頑

張ろう！と先生や学校から発信していただけると子供たちも安心するのではないかと思います。 

また学校再開になった際は、担任の先生と子供たちが心を通わせる潤滑剤にもなるのではないかと思い

ます。 

『先生からメールきたよー！』って言うだけで子供にとっては嬉しいし楽しみになると思います。 

政府の方針にそった対応の結果のみメールが届きます。先生方もお休みされている方が多く、学校側の

考えや、再開に向けて取り組んでいることなど見えません。休校中に出来る事を検討しているのか、分か

りません。 

先生の負担も考え休校中の勤務時間内のみ、ラインやメールが担任と繋がるといい 

情報をホームページで出してくれているのは大変ありがたい。 

保護者から簡単に質問できる感じではないかなぁという気がする 
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生徒１人１人に電話等で先生と話せる機会があれば子供の不安も減るのではと思う。 

地域によっては担任とのやり取りがあるよう。中学は電話連絡があったが、メールだけではなくこのような

個人的な電話対応も子どもの家庭学習の励みになるのでありがたい。 

課題の提出で学校に行っても先生に色々と相談ができないので、課題の提出ごとにアンケート用紙など

で、子供の様子や困っていること,心配なことなどを記入して担任に提出できるといいのかなと思います。

先生方も少しは子供たちの様子がわかると思います。 

今後の方針など早めに連絡して欲しい 

対応が遅い。他の市と比べて。 

いざとなれば電話できますが、どうしても遠慮が勝ってしまう。 

あまり取れないので 

メール✉で連絡を 1 週間に一度は情報を流してほしい 

入学という時期に重なってしまい、不安がつのります。先生方や学校のこともわからず、休校が続いて、

子どもも親も不安です。子どもに対して、学校からのメッセージや連絡があるわけでもなく、プリントの課題

を渡すだけでいいのだろうかと思います。ホームページに各学年の先生からのメッセージが随時アップな

ど子どもとのコミュニケーションをとってもらいたいです。 

「分かっているであろう」が前提の伝達、連絡はやめて欲しい。上の兄弟がいないと、親も初めての中学

校生活で、分からない事だらけです。 

大変だと思いますが、学校の先生から定期的に子供に直接連絡をして頂けると保護者として有り難いで

す。 

相談するには壁がある 気軽に質問もできない雰囲気 

勉強に対する連絡が少ないため、今後何をしたら良いのかが不透明である。 

今まで通り、決まったことがあればメールでお知らせをいただければいいと思います。 

メールがくるのみ。特に伺うこともないので十分かと。 

仕様がないので仕方ないと思う 

休校中、親が提出物等で学校に行く事はあるが、必要なのは、子どもたちが直接先生の声を聴く事が、

一番のケアだと思います。学校と子どもがコミュニケーションが取れていないのが残念です。 

メールがくるだけ 

何のコミュニケーションも取れていない。 

とりようもない。 

学校からは必要最低限の連絡しかありません。連絡はメールで送られてくるのだから、先生もっと何か出

来ませんか？ 

課題の受け渡しは親で子供は担任の先生と会ってもいません。前年度もいらしたので知ってはいるようで

すが、コミュニケーションがとれているとは思いません。他の市の小学校では、課題を先生が届けてくれた

り、電話で話をしてくれたりしてくれているようです。 

学校に行くのは感染拡大の心配があるので、連絡はメール希望です。 

連絡メールのおかげで、学校からの連絡事項は明確に把握できるのでよいと思う。ただ、保護者側から

の問い合わせが、学校に電話できる時間帯以外にもできるようなシステムにして貰えたらと思います。保

護者側からのメールなど…。 

学校から子どもたちや保護者への働きかけが少なくて心配。手紙やホームページ、動画など、繋がりを作

ってほしい。課題なども、もう少し具体的にいろいろ提示してほしい。 
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とりたくない 

コミュニケーションはほぼ取れていますが、課題の事などで質問がある時にメールでも良いので対応して

ほしいです。 

子供がまだ担任になった先生とお話しも出来ていないので、かわいそうです 

毎週の定期的な課題などで必要 

5 月になり登校日も数日あるのでこれから徐々にだと思っています。 

他校の情報が先行している。 

課題を増やし毎週の提出などが必要。 

学校もオンラインにしてほしい。 

先日初めて先生から子供にお電話をいただきました 

他の市では先生が毎週一回宿題を取りにくるそうです、担任の先生ではないそうですが、お子さんも話を

して安心しているそうです 

親としても学校が、どうなっているのか 

見えないので、先生方と多少コミュニケーションはとりたいです 

学校ごとに連絡の量に差があるように感じます 

校長先生からメールで連絡が来るだけであとは何も無い 

コミュニケーションは取れていると思わないが、この状況下学校側からの発信も困難だと思うので仕方無

し 

もっと課題を出してほしい。 

特にメールの連絡のみ 

全体に送るメールの他に学年ごとにメールがほしいです。 

保護者に向けてばかりではなく子供達とのコミュニケーションの機会も担任との間にとってほしい。 

最近はメールで連絡していただけるので助かってます 

学校の担任がなかなか児童ひとりひとりと関わるのは現実難しい。 

担任の先生とコミュニケーションが取れていないので、心配 

課題の回収など、もうちょっと短いスパンでやって欲しい。 

もう少し頻繁にあると良い 

メールの受信でしか、コミュニケーション手段がないので、もっと積極的にメールをしてもらいたい。 

課題などを取りに行った時に先生とお話ができるくらいです。 

学校からの子どもたちへの発信が全くない。例えば、電話連絡での確認は、できるはずです。 

他の市では、担任の先生から電話や訪問で生活の確認をしてくれているみたいです。 

鴻巣市でも電話対応でもいいのでしてもらえると嬉しいです。 

子供は 3 月から学校に行っていなく、新学年の先生に面識ないまま学校が始まるのは心の準備がなく不

安なのではないかと、電話などで少しコミュニケーションが取れればいいなと思っています。 

もう少し回数があってもいいかも。 

メールや HP で情報を発信していただき、有難いです。 

学校のホームページやメールなどを活用、個別に何かあれば電話で対応する 

新学期になって担任の先生と一度も会えていないのでそこを考えてほしい。 

新しいクラス新しい先生に子供がさすがに不安そう。 

学校からの連絡はメール配信が多いです。 
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学校からの電話などで子どもの様子などの聞き取りがあると良いと思います。 

学校側は色々考えてくれているのは伝わります 

ネットでなく電話くらいした方がいいと思います。 

書類を取りに行く日程に不都合があれば担任に連絡とメールがきたが、連絡先が学校の電話なのかなん

なのか分からない。 

今の状況では難しいと思います。 

保護者のみという状況なので、子供達とのコミュニケーションを取る機会を与えてほしい。 

学力の遅れに不安を感じている 

今でもたまに電話での体調などの確認がくるので、いいと思います。 

こちらから連絡すること、学校に行くことはないので、コミュニケーションも何もないです。 

定期的にメールにて連絡が入ります。学期始めに配られた宿題の提出と、次回の課題配布が近いうちに

あります。 

ただ、直接子どもとはやりとりしていないので、担任の先生から生徒に様子を確認する電話が一度くらい

あってもいいと思います。 

定期的に宿題の提出をしたい。 

学校側からの一方向なので、例えば各担任とのチャットグループを開き、双方向の円滑なコミュニケーシ

ョン環境構築するなどの前向き且つ柔軟な対応を求める。 

メールだけではなく、担任も決まったんだから電話ぐらいして欲しい 

制約の多い中、可能な限りの対応とは理解している 

メールをもらえればよい。 

電話も一度ありましたが、ほとんどはメールでの連絡で終わってしまう。 

どこかのタイミングで子供一人ずつとの面談など出来ると思う。希望する子だけでも。 

週に一度、メール一行でいいので、担任の先生や他の先生方からのメッセージ等があると、子供も喜ぶ

のではと思います。 

（NHK で放送していた#休校中の君たちへ 

というコーナーを見て、小谷小の先生はいつ出るのかな？！と楽しみにしていたので） 

電話で話したのは 1 回だが、普通に会話をした。 

近隣の他校は、週に２回ほど家庭訪問があると聞いています。担任の先生とまだ顔合わせもしていなく、

子供達も学校との繋がりがなく、不安に感じていると思います。 

学校からは必要な連絡がメールであるのみです。 

先生たちの体調 1 番なのでそこはしょうがないと思います。 

全く無いに等しいです 

教育委員会からのメール転送だけで学校からは無い 

授業もない中で空いた時間を面談するとか児童と向き合う機会を作って欲しい 

学校でも文科省の方向性が定まらないから、仕方ないのかな、難しいのかと思います。 

全く取れていない。 

通常の電話よりも顔が見える形での電話をしていただいた方がいいのではないかと思いました。 

メールしかこない。課題の進捗状況確認もなにもない。 

分からないことがあれば、電話で対応して頂けています。でも、課題などを、家庭に丸投げされているよう

にも感じてしまいます。 
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担任からの電話や課題を与えてくれるのはありがたいです。もう少し課題の量を増やしてほしいと思いま

すが。 

課題を取りにいくときの数分しかない。 

上にも書きましたが、メールや課題配布以外のコミュニケーションが取れていないので、このまま急に学

校再開となっても子どもも不安だと思います。学校の先生方が簡単に自己紹介をする動画は良かったと

思いますが、担任の先生方からのメールや電話など、クラスの担任の先生とクラスの子どもとのコミュニ

ケーションの方法を考えていただけるとありがたいです。１度でもいいので。 

動画を活用して情報発信してほしいです。 

先生方がかなり異動されたようで、少し意見しづらいところがあります…。 

3 密を避けるためにも 

今の現状では、登校日は止めて頂きたい。 

課題の提出や受け取りは親が行きますので。 

課題配布時に、先生とお話ができるだけで他は一切ないので、心配です。先生からお電話がある学校も

あると聞いたりもしたのですが、お電話などないので生徒の様子など学校はどのように把握されているの

か疑問です。 

メール連絡で十分。 

この状況、この程度で仕方がない 

登校日を設けるなど、生徒が直接関わるものが欲しい。 

コミュニケーションはとれていないが、情報は発信してくれているので困ってはいない。動画による職員の

紹介はとても良かった。 

コミュニケーションはとれていないが、情報は発信してくれているので困ってはいない。 

学校のホームページで連絡を見るくらいです。 

子供は、新しい先生と全くコミュニケーションが取れていない状況な為、わずかな時間でも個人面談がで

きれば、モチベーションも上がる気がします。 

新しい学年になってから一度も登校していないので、少しでも担任の先生やクラスの友達とやり取り出来

る仕組みなどがあればありがたいと思います。 

学校と子どもたちの距離がどんどん離れている感じ。電話や家庭訪問でもっと子どもたちと繋がって欲し

い。密にならず、感染リスクもない方法があるはず。顔を見にきて欲しい。 

お知らせ等を含め遅すぎる。国、県、市からの連絡も遅すぎる。コロナが問題になってからの初動が遅す

ぎる。 

仕方ないです 

定期的に担任から連絡があります。 

安心です。 

クラス担任とオンラインで話出来たら、少しはコミュニケーションとれるのかな 

家庭学習について、定期的に連絡がほしい。 

最低限の連絡はメールできている。今後の見通しなど県や教育委員会の決定だろうから学校に聞いても

わからないだろうし仕方ない。 

メール配信でのやり取りのみ。  

一方的にしか連絡が来ないので、学校側との連携はとれていません。一年生なので、学校への疑問が何

なのかもよくわかりません。ただ、学校へ意見や問い合わせを気軽にできるメールフォームがあるといい
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なと思います。 

連絡帳でのやりとりもできないですし、課題が出ても質問できないので、その辺は諦めてます。 

今するべきこと、今後の予定を、もう少し丁寧に詳しく保護者のほうまで教えていただきたいです。 

メールで連絡をくださったり、電話をくれます。 

学校や担任の先生とメールのやりとり等ができるようになると安心です。 

PTA 仲間から学校側の情報や動きを詳しく知ることが出来ていますが、学校から送られてくるメールは一

方的なものが多く、疑問に思ったこと等は保護者同士で連絡をとり解決している状態。PTA 活動に参加で

きていない方は、学校とのコミュニケーションは 0 に近いのでは。 

他の学校では、終了式や始業式だけ、分散登校や校庭で行ったなどとの話しを聞きましたが、それもな

かったので残念です。 

課題を取りに行く時だけでも子供を連れて、新しい先生と少しでも、コミュニケーションを取らせるなど、屋

外での対応をして欲しいです。 

学校側も初めてのことで大変だと思いますが、担任の先生と定期的にやり取りが出来ると良いと思いま

す。 

学校も情報がなく家庭に伝えることがないと思うので教育委員会が率先して教育を継続する方法を提案

してほしい。 

必要事項はメールを頂いているので特に問題ありません。 
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６．生活面で心配していることについて 

 

外に出て、思い切り走るなど、リフレッシュしたいが、出来ない 

子供を見て感じることですが、あまりに休校期間が長いため、休むことが普通になってしまっているように

見えます。サボり癖のような、引きこもっているような生活に慣れてしまい、楽することを覚えてしまったよ

うな感じがして、今現在休校や外出自粛など仕方のない事ですが、今後普通に戻った時に、色々な面で、

ちゃんと戻れるのか少し心配です。 

営業自粛を守っていない塾や外出自粛を守っていない生徒と不公平感がある 

こども達のストレスがしんは 

集団生活で給食の栄養バランスの取れた食事は皆がいるから同じ様に食べれるはありがたかった。 

休校が長いので、生活習慣がダラけています。 

外で思いっきり遊べないので、ストレス発散が難しいですね 

上記にもあげたが肥満が心配と家族だけに関わっているのでいろいろ後退してしまっている気がする。 

朝と夜が逆転してしまっている。 

運動が出来ないので身体も疲れない。結果、夜眠ることが出来ない。 

軽い運動や新しい勉強を教えたりしているが、ゲームをやる時間が長くなってきているのでその辺のセー

ブをどうするか、子供のストレスにならないようにゲーム時間を減らしたい 

朝はいつも同じ時刻でいつでも登校できる様に休校前と同じリズムで生活させている。 

ただ両親が仕事に出ているあいだは実際の生活を見られないので話を聞くだけになってしまう。この様な

状況なので家庭での役割を与えて極力親がいる時は一緒に行動している。 

親が仕事で家に居ない間、ゲームやビデオを切り良く止めて勉強するのが全然できないので、学校が始

まっても家に帰ってきたら今まで以上に勉強を後回しにしてやらなくなりそう。 

生活リズム、集中力が継続しない、運動不足など心配なことだらけで、集団生活だからこそできることも多

いのだと再認識した。 

自宅学習による勉強にも限界があるのでそうならないよう課題の配布を定期的にしてほしい。 

毎日 30 半ほど歩いてはいますが、 

とにかく運動不足が気になる。 

休みだと、毎日だらだら生活して乱れてます。YouTube の見過ぎてしまいます。 

一日一回 5 分ほど走るだけなので 

とにかく運動不足が心配です。 

ゲームは家にいながら友達と通信して 

出来るので、本当に一日がそれだけになってしまいます。 

男の子なので少しの時間でも友達と外で元気に遊ばせたいです。 

机に向かう練習が全くできていないので、授業 1 時間をじっと受けられるのか心配。 

休校期間が長引く程、学校生活が再開した時、心身共にリズムを取り戻せるか？が心配である。 

ゆっくりとした生活をしているが、かなりのストレスがあるはず。 

親が仕事中、見守れないので どう過ごしているのか心配。 

仕事にいけない。 

外に出ることを自粛していて運動不足 
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規則正しい生活がなかなかできない。 

時間のメリハリがない 

学校に行くという習慣がなくなってしまっていないか。学校が再開しても、久しぶり過ぎて疲れてしまわな

いか、体力が戻るでしょうか。 

友達とのかかわりがなくなってしまったこと。再開後のいろんな心の負担が計り知れない。 

親が仕事をしているので、勉強後回しで朝から晩までゲームをしている。注意をしてもまったく言うことを

聞かないので疲弊している。手伝いや読書などもどうすればするのか…頭を悩ませています。 

習い事のスイミングや体操クラブも休みなので、運動する機会がなく、体力も落ちていると思うし、太って

きていると思い、心配です。給食がなく、栄養バランスも心配です。４月の食費が大幅にアップしてしまい、

経済的にも不安です。 

習い事のスイミングも休みになってしまって、運動する機会がほとんどないのが心配です。良く食べるの

で、ぽっちゃりになってしまっている。 

家から出ない！ 

起きる時間、寝る時間が遅くなり昼間は、子供だけなのでゲーム、YouTube ばかりやっているので生活リ

ズムが乱れています。 

登下校の徒歩がないので、だいぶ普段より運動不足になっていると思います。 

夜、寝つきが悪くなってきている 

運動不足のようです。 

どうしても生活のリズムが乱れがち。 

どこにも出かけられないので、最終的にゲームになってしまう。 

3 食、家の食事となると、栄養面が心配。 

働いていると、お昼は、特にに簡単なものになってしまう。 

夜はなかなか、早く寝ない。 

友達となかなか会えなくなり、コミュニケーション能力の低下が心配です。 

食べる事しか楽しみがなく体重増量中です。家の中では、筋トレぐらいしか出来ないのが現状です。因み

にマンション居住。 

こども同士で遊ばせられないこと 

自分で時間割りを作ってはいるが、どうしてもゲーム時間が長い。 

思うように外に出れず体を動かしていない。 

公園などで友達と密接して遊んでいる児童を時々見かけます。地域によっては先生が見回り等をされて

いる話も聞きますが、南小はそういった取り組みはされないのでしょうか？ 

同級生と会話していないので、コミュニケーションに不安が出てきてます 

最近は急に甘えることがあるので、何かストレスがあるのか心配になる。 

体力の低下。 

主人の都内への通勤。ほぼ毎日。 

マスクもヘルメットもしないで自転車にのってウロウロしてる子供が心配ですね(親は外人。見守りなし。) 

低学年への家庭へは自転車ルールなど見直させるべき。 

安全を促すプリント配布を希望。 

学習面で自宅でできることは限られるので出来たら早めの再開を望んでいる 

親に合わせた生活リズムになってきている。 
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いつ始まるのか、不安になって、子供が精神的に不安定になっている。 

運動不足、体力が落ちる。 

日を浴びないし精神面も心配。 

友達と思いっきり体を動かせる環境が欲しい。 

体を動かす機会が減っている。 

外との関わりが少ない。 

同級生とのコミュニケーション不足が不安です 

体を思い切り動かす機会がへっている。 

これから入学するので、学校生活に慣れるまでの期間が長くなりそうで心配しています。 

生活リズムが崩れてしまい、困っています。親は仕事をしているため日中の生活を見ることができません。

いない間何をしているのか心配事ばかりです。 

心が安定しない時がある 

外に出ずにゲームをしたりテレビを見たりしているので、目が悪くならないか心配です。 

生活リズムが少しくずれます。 

外にも出掛けられないので限られた事しか出来ないので毎日同じパターンでゲームも毎日やる習慣がつ

いてしまった 

朝早く起きれない事が心配です。 

体力が無くなって学校が始まった時に 1 日授業を受けられるのかが心配です 

運動が出来ないので、夜も寝付きが悪いです。 

その為、朝起きるのも遅くなります。 

生活習慣の乱れが気になります。 

再開後、パニックにならないか心配。 

どうしても親だと甘えがでるのでダラダラになります。 

上記のチェックの通りで、家で電子機器で遊ぶばかりなのが心配です。 

友達と会えない淋しさ 

学力の低下 

携帯の使用に関して、日中は親も不在なことがあるので心配。体を動かす機会もほとんどなくなり、自発

的に動かないのでどうしたらよいか考えている。 

体力低下が心配。ずっとお友達とも遊べていないので、いざ学校が再開した時に新しい環境に適応でき

るのか心配です。 

コロナの危機意識が国民全体に差があるので 統一できるような働きかけを して欲しい。 

親 2 人、職業柄在宅勤務になりにくく、週２日は子どもだけで家庭で過ごしているので、防犯的にも心配で

す。 

すでにリズムが崩れているので、再開してから毎日登校できるか不安 

学校が再開した時に、朝の支度ができるか心配。 

親独自の家庭学習をしているので、本当にこのやり方でいいのか不安 

お友達との交流がなく、精神的なゆとりがない。 

早寝早起きができていない。 

ストレッチなど学校でも課題がでているが、継続するのが難しい。 

家でゲームばかりになって生活リズムが崩れている。 
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お友達との交流がなく、精神的なゆとりがない。 

朝早く起こしたり勉強の時間を作ったりはしているが基本的に遊んでばっかり。毎日のメリハリが無くて心

配。 

公園に短時間行くことも自粛しつつある日々なので、なかなか体力を発散する機会を見つけられず、探っ

ている。 

友達との繋がりが気薄で寂しいみたいだ。 

学校に行きたい気持ちがなくなりそうなこと。 

友達との関わりがなく、集団で活動もしていないので、社会への適応力や協調性は育っていないと思いま

す。 

学校に行きたい気持ちがなくなりそうなこと。 

残念ながら、自学では勉強はままならない 

公園などで友達と密接して遊んでいる児童を時々見かけます。地域によっては先生が見回り等をされて

いる話も聞きますが、南小はそういった取り組みはされないのでしょうか？ 

散歩などをしてはいるが、運動が足りないように思う。朝 起きるのが遅くなってきていて心配。 

運動不足や栄養不足も気になります 

余り動かないから体が鈍っている 

いくらあってもお金がたらない。子供の人数がいるので。それから、朝と夜が逆転してる 

家の中いる生活時間も多く、子供もストレスかしそうです… 

体力も持て余してる状態で、夜更かしも増えています。 

近所の公園等で友人同士があつまり、親までもが集まり会っているのを見かけると、学校休校して自粛し

ている意味がなく、そんな対応の子供が登校してくるのは恐怖でしかない。 

規則正しい生活できない 

運動不足、栄養面で不安です。 

親友にも会えない状況は、見えない部分でストレスになっているのでは。 

ずっと家に居る状態なので、色々と経済的につらい。 

規則正しい生活が崩れていく 

おやつの食べ過ぎでお腹が出てきました。 

肥満が心配ですが、なるべく体を動かすようにしたいと思います。 

運動不足の為、ご飯の量が減っている。 

お腹がすかない。 

生活が不規則。 

やや、起床や就寝時間が遅くなっているところはあります。また子どもだけで留守番のため、自宅内で過

ごすことが多く運動不足なところです。 

買い物に行くのでさえ、怖いです。 

マスクして散歩しててもいいのかとさえ思います。 

お友達関係 

早寝早起きしているがメリハリがない 

運動が出来ていないので校庭を解放して欲しいです。 

遅寝 

寝る時間も起きる時間も遅い 
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家にひきこもってばかりいると精神面が心配です。学校が再開したときにひきこもりの子供が沢山出るん

じゃないのかな 

学力。 

全く運動が出来ないので、体力が落ちている事が特に心配です。 

ゲームばかりしている 

だらけすぎ 

不規則な生活の上に、運動不足になっていて、今後、普段の生活に戻れるのか心配です。 

自粛中では運動量が確保できない。 

寝る時間が遅くなっている。身体も頭も使わずに生きているので寝る時間は遅くてもおきれてしまう。身体

が疲れといないのだとおもい、心配。 

友人との会話などで得る協調性などコミュニケーション能力 

日中のリズムが乱れている 

体力が落ちている 

生活リズムが不安定になってます。 

共働きで親が出勤してから子どもが起きるような生活です。 

保護者も努力してますが、、、 

起きなきゃいけない何かがあればいいのですが… 

規則正しい生活を心がけてはいるが、やはり 

寝るのが遅くなり、朝起きるのが遅い。 

運動の場や機会がないため、できることが限られているので運動不足なことが心配です。 

家での生活で、子供なりの時間管理がで出来ているので、学校に、いく意味が分からなくなってきている

気がします。 

昼間、子供たちだけで過ごしているので、勉強、運動、栄養バランス等学校に、頼っていたところが、他の

子との違いが分からないので、どれだけ出来ていて、出来ていないのかよく分かりません。 

少しでも体を動かせるよう、校庭解放くらいはして欲しいです。 

毎日の生活がダラダラ 

平日は監禁状態で家から出ないので 

土日はさすがに気分転換したいみたいで車でドライブに出たいと言います。2 ヵ月自宅待機は病んじゃい

ますよね 

なかなか外に出られなく、体力が落ちてるので心配。 

運動不足。勉強をする気持ちがでない。 

勉強に飽きてしまうと、すぐにテレビやタブレットをみてしまう。 

運動不足 

運動不足 

部活動がなく、外出もままならないので、とにかく体力低下が心配。 

運動不足。 

仕事をしているためほぼ家で留守番してるので、その点が心配。 

ゲームばかりの生活が心配 

外出を自粛しているので、運動をする機会が少ない。親は共働きなのに、学童も休みなので、高齢の祖

父母に頼るしかない。子どもが学校の課題に満足に取り組めていないが、友達と遊べないストレスもあり、
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黙認している。 

仕事が両親ともあり、一人で、終日留守番をさせていること。 

友達と会えない、交流がない、楽しみがないので多少のストレスを子供なりに感じているように思う。 

規則正しくない 

朝通常通り起こしますが、仕事に行った後の状況がわかりません。再度寝ている気配もあります。食事も

バランスを考えて用意していきますが、好きなものを選んで食べてます。 

学校が始まった時に元の生活に戻れるか心配です。 

友達と会えない、交流がない、楽しみがないので多少のストレスを子供なりに感じているように思う。 

制限なくゲームや動画をみてしまう。オンラインで友人同士ゲームをしているので、家庭でゲーム制限の

ルールを作っても、友人に誘われてしまい守れないことが多い。学校からルールを提示して生徒同士で

守れるように働きかけてほしい。 

不規則になっている。 

1 日のメリハリが無くなり、夜更かし 

寝坊が増えています。 

友だちと遊べないので子どもの精神面の成長が心配です。 

体力がかなりなくなっています。今は、公園で遊ぶのもなかなか難しい状況で散歩といっても、初めは楽

しんでいってましたが段々飽きてしまって、この頃は余り行きたがりません。自宅で出来ることにも限りが

あり、心配です。 

外で運動させたいが事故が心配 

学力不足、体力不足に段々と… 

中学に入ったばかりでクラスのメンバーの顔もわからない状態で休校が続き、新しい生活を不安に思って

いる様子なので心配です。 

運動不足、人間関係の構築ができるのか。 

こんなに学校が休みになってしまい、学校が始まった時に、子供が対応出来るのか心配。 

外で運動させたいが事故が心配 

これからの、子供の体力面、他人とのコミュニケーション力。 

このように長期の休みが続くと学校生活が開始された時、普通にに戻れるのか心配です。 

規則正しい生活がなかなか定着できない 

体を動かさなすぎて体力が心配 

習い事も全て休みなので運動の機会がなく、体力の低下が心配てす。 

運動が出来ていない。 

体力が落ちている。 

休校、外出自粛になれすぎて、学校が再開した時に、人間関係やリズムに慣れるのかが心配。 

起きる時間がゆっくりである事や、体を動かす時間が少ない事が心配です 

言っても  まったく外に出なくなってしまったので、体力が無くなってきている。 

ほぼ家の中だけの生活がこうも続くとなると、子供も親もストレスがつもってくるなぁと思います。 

学校にいく時間に起きられない 

チャレンジ 1 年生を始めたのですが、 

宿題の紙に書く事が、段々嫌になってきてしまっています。 

運動も雨の日は全然できないので不安です。 
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両親ともに、仕事にでてしまうとまたすぐに寝てしまうので時間感覚がおかしい。夜もなかなか寝なく遅く

まで起きてて困る。 

勉強は毎日しているが兄弟がいる事やテレビやスマホがある為、集中力が以前より低下している。 

体重が増えたこと。体力低下 

言うことを全く聞かなくなっている。学校がないことに慣れてしまい、お手伝いも嫌がり、遊びばかりで本当

に困っている。 

コミュニケーション能力の低下 

習い事も休みなので、運動がなかなかできません 

家にいると誘惑のものがたくさんあり学校のように規則正しい生活をするのが難しいです。両親共働きな

ので四六時中監視することが出来ません。 

とにかく運動不足になっていると思います。家族としか会話していない。友達と会って話したいのではない

かと思います。 

すぐ怒る。いつもイライラしている。物や兄弟に当たるようになった。学習意欲がなくなった。 

運動不足 

早寝早起きが全くできない 

部屋から出てないので、段々 覇気がなくなっていってる気がします。 

運動不足が心配。 

運動不足、勉強面が心配です。 

外に、行けないストレス。 

こどものストレスが心配 

運動不足が一番心配です。 

公園も行かず、家の庭で遊ばせる程度ですが、運動不足が気になりますが、安全を取ると仕方ないのか

なと思っています。 

続けていたスポーツが中断状態で残念に思っています 

運動部のため  このまま引退となりそうなところもあり 子供は運動を全くしなくなりました 促してはいるも

のの体力低下が心配です 

コミュニケーション能力の低下が心配。 

運動不足、生活のリズムが崩れている。三食を作ることが大変で、栄養が偏ってしまう。 

友達とのコミュニケーションが取れない 

２日に一回のペースで外遊び(運動)に連れ出していますが、親が働きかけないと子ども自ら外に行きたい

と言う声をほぼ聞かなくなっています。 

体力低下を防ぐため、また気分転換になるだろうと義務感で外遊びに誘っていますが、この「義務感」で

声がけしているという感覚がすごく心を疲弊させていると感じています。 

自宅にいると、どうしてもテレビ、ネット、ゲームの時間が増えてしまうのですが、ただ、私自身も新型コロ

ナの情報を知りたいと、ニュースを見る時間が増えていて、子どもだけをテレビ、PC 画面から引き離した

いと言うのは身勝手かもしれませんね。 

楽しく何か夢中になれる物はないかと毎日模索してはいますが、正直もうネタが尽きてきています。 

何かヒントがほしいです。子どもも親も他人と会話する場所があれば、良い考えが浮かぶのではと思って

いるのですが…。 

個人で考えるの、非常にしんどいです。 
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学校が再開した時にクラスに馴染めるのか心配。多少なりとも行きたくないとはなると思うがその後だん

だんと元の生活に戻れればいいが休校期間が長くなり不登校になってしまわないか心配。 

精神面のケアが心配。 

無気力だったり、集中力がない時が増えた 

ダラダラと過ごしがち。オン、オフがない 

ゲームばかりしている。 

特になし 

注意して生活面をみているが、明らかにだらけてしまっている 

毎日の運動は心がけてはいますが、集団でやるスポーツをやらせてあげられないのが可哀想です。 

近所の友達と外で遊ぶ事が多いので心配している。マスクをしていない子が多い。 

もし、学校が始まったとしても、子どもたちに今まで通りの要求はしないで欲しいです。 

できる運動が限られて、体力面が心配。 

運動不足 

敷地内で身体を動かして、ストレス発散しています。 

たまに縄跳びやボール投げ等身体を動かすようにはしていますが、ほとんど運動が出来ていない状況で

す。 

学校が無いことへの気の緩み。親からの指示では緊張感がなく、ルーズになってしまう。 

栄養が偏っていないか、体力が落ちたと感じます。 

どうしても夜寝るのが遅くなってきてしまいます。 

外に出ないので体力が落ちている 

人とのコミュニケーションがない。 

親の言葉は子供に届かない。課題を与えてもやり方がルーズ。 

外出自粛が大事ではありますが、長くなり、外に出ることに抵抗が出つつあります。 

人がいない土手などに散歩に行くようにしていますが、本人的にはコロナも心配ですし、人の目も気にな

るようです。 

近所の方や友人と話す機会が減り、この年齢で習得できる社会性を学べず、心配です。 

また、運動は親がしてあげられることには限りがあり、健康面でも心配ですし、能力を伸ばせていないと

思います。 

仕事が休めずこども達だけで留守番をさせなければならない 

友達とのコミュニケーションが取れない、新入生で環境が変わるため、再開時にどのような反応をするか

が心配です。 

運動不足が心配。 

子供を外に出すこと自体、白い目で見られているような気がして、あまり外に出せずにいます。 

室内で出来る運動は、すぐ飽きてしまいます。 

学校の先生が体操動画を流してくれたらいいなぁと思います。 

家庭での学習をどこまで進めるべきかわからず悩んでいる。 

子供を外に出すこと自体、白い目で見られているような気がして、あまり外に出せずにいます。 

室内で出来る運動は、すぐ飽きてしまいます。 

学校の先生が体操動画を流してくれたらいいなぁと思います。 

コロナ前は毎日思いっきり身体を動かしていたのに今はほとんど家で過ごす毎日になり、体力面が 1 番
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心配です。 

生活のリズムが乱れている 

公園に行っても人と接してしまうので遊べないし、外に出るとしたら家の前で遊ぶか、自転車で誰にも接し

ないでサイクリングするくらいなので、思いっきり遊べなくて運動機能的に大丈夫なのかな～と心配になり

ます。 

自分なりに１日の時間割りを作り計画的にやっている方だとは思うが、やはりゲームやネットの時間も多

めな気がするし、体を動かす事がほとんど出来てないので今はそこが一番心配。 

机には向かい勉強の時間はありますが圧倒的にスマホをいじってる時間が長い 

勉強の時間はありますが圧倒的にスマホをいじってる時間が長いです 

勉強をしても集中する時間が短い。 

情緒不安定になっている。 

野菜が足りているか気になります。また、家でできる運動はしていますが、少ないのではと心配です。 

運動不足と給食との違いで食生活心配 

新一年生なので、ゆっくりと学校生活に慣れるはずが、再開したらそうはいかなくなると思うので、学校再

開してからの生活面が心配です。 

長い間お友達と会えていないので、学校再開後にすぐに元通りに馴染めるかが心配 

精神面 

オンラインゲームでしか一部友達と繋がれないので依存傾向にある。 

子供達に対して、外出時はマスクの徹底を学校側からも伝えて欲しい。 

ゲームやテレビの時間の方が長い 

体力が衰えていると思う。 

学校の課題でも体力の面もいれて欲しい。 

いつもより寝る時間が遅い、勉強あまりやらないなど、いろいろありますが、すごく心配しているわけでは

ありません。 

すきま時間があればすぐゲームや youtube にはしってしまう。 

休校が続く中、友達に会えない、部活動ができないなどで、多少ではありますが不安を感じている様子を

心配します。 

時間。が、大事ですね。家の時間割を作ってやりましたが、もう。ダメです。 

無気力なところ、集中力の欠如 

生活リズムの乱れ 

外での運動など心がけているが、足りないと感じます。 

縄跳びやダンスなど、家庭では特定の運動に限られてしまうのでその点が少し気になる。 

自ら勉強や運動、興味のあることをしないので、子ども自身これからやっていけるのか心配になる 

30 分外に出た所で大した運動量にもならず、家庭だと野菜が偏るので早く給食再開してほしい。 

外遊びも思うようにできない状況で、子供たちの体力が落ちてきているように思う。 

室内での過ごし方として、ゲームやネットの時間が普段より長くなってしまいがちなのが心配なところでは

ある。 

友達に会えないので、ずっと LINE などしている。また、出掛けたり遊んだりしている同級生のインスタグラ

ムなどを見て、ストレスを溜めてしまっている。 

ゲームばかりしてしまう。 
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課題が少なく、毎日ゲームと YouTube ばかりで心配。 

友達とのふれあい。 

新しいクラスに馴染めるか。 

運動が制限されるのは成長期としてどうなのか心配 

決まった人だけと接しているの、精神面の成長が出来ていないのではと心配。起こられる事が多いので

自信がなくなるのではと心配。 

生活のリズムが崩れている 

生活のリズムが崩れている 

毎日の運動&体力維持のプリントが欲しいです 

勉強の時間が短いので、学習がついていけない気がする。 

先生方、友人たち等他人とのコミュニケーション不足が心配です。 

先生方、友人たち等他人とのコミュニケーション不足が心配です。 

体力がなくなってきているので、心配です。 

好き嫌いが激しく、給食では頑張れたものも、家では完全拒否なので、偏食が心配です。 

親が昼間は仕事でいないため生活リズムが乱れていて、テレビや YouTube ばかりやっているので夜眠れ

ない様子。 

生活のリズムが崩れて、学校から出された課題しかしていない。親は仕事があり、四六時中一緒にいて

指導出来ない。いずれ学校が復活したとして、果たして中学校で学習するべき内容を全て学べるのか？

体験させてあげられない事項が出てきて、従前と同じ中学校生活が送れないのではないか？心配です。 

家にいろと言われ、でも体は動かせと言われ。なので、せめて校庭ぐらいは開放してほしい。 

友達と会えず、１日の半分は一人で勉強して過ごす生活に飽きてきています 

早寝早起きのリズムが崩れてきて心配 

運動‼外に出れないので心配。ゲームは程々にしていますが毎日やるので不安。 

夕方から散歩 

目を開けている時間のほとんどをゲームと YouTube で過ごしている。 

短期間だと思ってたので、仕方ないと思っていたが、ここまで長引くとさすがに心配。 

しかも、2 ヶ月もそんな生活なので、今さら、親が正すのも難しい。 

学校に行っているときより運動量が減っているので体力維持が心配。 

体力、集中力が落ちているので、学校が始まってから生活に慣れるまでは大変だと思っています。 

起床時間が遅くなってしまいがち。 

ゲームと運動に関して心配 

体を全然動かすことが出来ず心配。 

運動時間が少ないなで体力がなくなる。 

色々な事に集中力がなくなる。 

兄弟喧嘩がたえません、、 

座っていられない。宿題も集中してやれない。 

元々不安になりやすいところがあるので、この状況で益々不安になっていて。フォローするのが大変です。 

なかなか友達とも会えないので、子供のストレスが溜まっている 

授業の遅れ 

運動の低下 
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テレビをみすぎる 

体力の低下。 

圧倒的な運動不足 

姉弟同士の喧嘩が増えた 

自粛生活なので、疲れないから夜寝るのが遅い 

友達に会えないこと、外出出来ないこと等、我慢する事が多くてストレスを感じている。 

外で伸び伸びと、動くことが出来ない。 

外に出るのも限度があり、庭ぐらいにしか出てないから体力が無くなっていると思う。 

引きこもりにならないか心配がある。 

朝起きないため、朝食を食べない日が増えている。ゲームはそれほどやらないが、テレビをみる時間が長

くなって、夜寝る時間が遅くなりがちである。 

一人で留守番ばかり。仕方がありませんがこの状況はなんとかならないものかと思います。 

運動不足で体重増加していること 

家の中や近所で多少の運動はしているが、体育など学校での運動がなくなったうえに、公園も感染が心

配であまり行けないので、運動面が心配。 

新一年生のため、再開と同時に学校生活が出来るのか心配 

体力が余っていて、寝るのが遅くなっている。 

学校のように、45 分の時間割通りに出来ないので、再開してから体や集中力が続くか不安。 

子供の心理状態です。 

運動不足が心配です。早く状況が良くなり、校庭や公園を思いっきり走らせてあげたいです。 

体力が衰えてきている。 

いつから学校へ通えるか不安を口にすることが多くなった 

いくら、家庭で声かけをしても、なかなか実行してくれず、リズムが崩れています。 

外に出ていない為、ストレスが溜まっている 

運用を忘れた生活になっている 

自主学習などは必ずやらせていますが、体力が落ちてるなと思うのと、ゲームの時間がどうしても長くな

る 

お金が心配 

十分な運動が出来ない状況が続いているので、体力が落ちてしまう事が心配です。 

自粛生活が長い為、ストレス等、メンタル面。 

体を動かしたいが、家の庭と周りだけで、十分でない 

生活のリズムがずれてきてしまって心配。 

起床時間など。 

公園遊びや散歩などはさせていますが、友達に会えず不満が溜まっていそうです。夜驚症のような症状

がこのところ続いており、ストレスは溜まっているように思います。 

低学年の子供達には自粛が長くなると、ストレスが溜まり、困ります。近所の子供達とのかかわりを何処

まで断てば良いのか？と子供に言われたら、回答に困ります。 

各家庭の判断は様々ですが、小さい子どもは OK で、小学生は自粛といわれてもなかなか難しい感じで

す。9 月開始になると夏休みも自粛になると不安があります。 

生活リズムが崩れているのが心配。 
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ストレスで兄弟喧嘩が多くなったりしてイライラしている。3 か月も留守番していてかわいそう 

運動できてないので、ちょっと太ってきている気がしますし、もう 3 月～休んだままなので、筋力が落ちて

きているのでは。再開したら、小学校まで歩いて行けるのか体力面が心配です。 

規則正しい生活が乱れつつあること。最近今まで我慢できていたことが我慢できないことがあること。 

平日は祖父母宅にいるのでどうしてもゲームの時間が増えてしまいます。 

また運動不足から肥満が怖いです。 

外出を控えているので、基礎体力が落ちているのが心配。 

３人兄弟だが、喧嘩が激しいく。祖父母に面倒を見てもらいたくても、断られる。共働きの為昼食が心配、

中１の子はカップラーメンや冷凍食品に頼っている。 

生活リズムが崩れている。 

学童に通っているので、生活リズムについてはあまり心配はありませんが、好きな事（テレビやゲーム）に

夢中になったり、ワガママがでたり友達との関わり合いが少ない分コミュニケーション力など不安がありま

す 

家庭では規律が保てないので、本人が緩んでしまっています 

学校が始まった時、授業に集中できるかどうか。 

学習よりも自分の好きなことを優先してしまい、生活リズムも乱れています。 

やることがなくなると、ヒマヒマが口癖で、ストレスがたまっているようで心配です。 

本を読むことが好きだが、本がなくてテレビやゲームの時間が増える。 

学校がないということで、早寝早起きの習慣が崩れてしまいました。 

学校が始まってすぐに戻れるか心配です。 

運動のためであっても外出しずらいので、どんどん運動不足になっている。 

運動が少なく、食欲が落ちている。 

身体を動かす機会が減っていて体力が落ちてしまわないか心配。 

情緒不安定で不安感が強い気がする 

生活のリズムや心構えが崩れそうで心配。 

ずっと家にいて子供もストレスたまると思う 

運動不足にならないように家庭でも配慮しながら生活している。しかし、３密や安全面も気を付けつつ、近

くの公園でボール遊びをしていると通報されたり、不便が多い。自宅前でボール遊びをさせておく方が、

危険だと思うのだが…。 

遅寝遅起きでリズムが完全に崩れた 

ずっと体調が悪いとかではないのですが、波があり、精神的に不安定になっていることがあります。 

友達と触れ合わないためコミニュケーション能力の低下が心配です。 

ずっと引きこもっているため新学期始まって友達や、ましてや初対面の人とどう接したら良いかわからな

いとも言っています。 

生活リズムに関して、きちんと話しても、なかなか、本人に伝わらず、困っています。 

規則正しい生活リズムが取りづらい。 

運動不足を心配しています。 

一人で学習も限界があり、散歩も終わると時間持て余しテレビを見る時間が増えている 

完全な運動不足 

体力低下と精神的にどうなのか 
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公園で体を動かすのも難しくなってきて、楽しみも少なくなり体力面でも精神面でも心配になります。 

運動不足、勉強不足。親とのコミュニケーションが増えているため、小言が多くなりストレスが心配。 

緊張感が少なく、早寝早起きが崩れて来ています。 

友だちとの関わりがないことへの影響。充実した園生活から一転、この事態に子どもがどれほどのストレ

スを抱えているかが心配。 

部活もなく、どんどん太ってきています。 

赤ちゃんがえりにでわがままになってきてあます。 

親が休む時間がない。1 日中、子供達の勉強を見て、ご飯を作り、家事をして、仕事に行く。疲れました。

親が疲れているから 

子供達にもよくないと思うのですが、どうにもならないです。 

あまりに長く学校へ行かない生活が続いて、再開したときに不登校にならないか心配 

親以外の大人の話を聞く機会が無いことが心配。 

曜日感覚が無くなってきている感じがします。早寝早起きもあまり出来ず、幼稚園からの延長上にいるよ

うな感覚でいる感じ。1 年生になったという自覚があまり感じない。 

家族以外との接点がなくなり、社会性と言うか子供同士でのやり取りで学んでいく機会がない事に不安 

体力が少し落ちていると本人たちも理解しているように感じている。 

昔と違い、親が個人的に連絡先を交換していないと友達に連絡がとれない。 

外出自粛で友達と会えないせいか、自暴自棄になる時がある。 

感情失禁、食思不良 

長く休校になり、学校再開時に行きたくなくなるのではと心配しています 

今まで頑張ってきたスポーツが出来なくなり大会等も中止になりスポーツへのやる気が減ってしまった。

なんでも中止ではなく未来のある言葉を子供達に聞かせて欲しい。 

早寝早起きはまずできていませんが、お手伝いはよくしてくれています。 

子供のストレス発散の場がなく心配。 

体力の問題。 

安全に思いきり走り回ったり、遊んだり出来る場所がなく、ストレスがたまってる。 

友達とも遊べなくて寂しい。姉妹との喧嘩が増えた。又、かなり運動不足。 

親が介入しなければ、時間で動かないため、自主性が欠け始めている。 

家の外の庭で遊ぶことさえ人の目が気になる。近所の小さい子が寄ってきてしまったり戸惑いもある。各

家庭考え方も違うなか、子どもが安全にどう遊んでよいのか明確な指示を教育現場から出してほしい。 

遅寝遅起きでリズムが完全に崩れた 

運動は、心がけて行っていますが、やはり足りていないと思います。 

友達との関わりが気薄。 

生活のリズムがかなり崩れている感じがあります。外出があまり出来ない事などで、ストレスがたまってき

ている様子が見られています。 

共働きで、今は学童に預ける程ではないが子供 1 人での留守番の時間が長いので防犯面が心配。 

お友達と会えずに気晴らしにどこかへ出かけることも自粛せざるを得ず、ストレスがだいぶ溜まっている

様子です。 

どうしても生活リズムが狂ってしまっているので、直せるか心配です。 

運動はしていますが、体力不足にならないか少し心配です。 
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体力が落ちてきているのが心配です。 

外に出ないのが普通になっていて靴も履かない毎日です。 

自粛のため、外にはでないのは仕方ないですが、読書、勉強しろとばかりも言えず 

ゲームも約束を守れなくなってきています 

学校が再開になった時に一気に忙しくなるのでは、疲れがたまれば発症のリスクがあるのではと心配して

います。 

学校で授業をしている間は時間割に沿って勉強してほしいが、うまくいかずダラダラと過ごしてしまってい

る。 

夫婦で、忙しいので子供の生活が分からない。 

友達と遊ぶ機会が激減し、外出も出来ない為、まだ顕在化していないもののストレスが溜まってきている

であろう事 

規則正しい生活ができていない 

メリハリがない 

親の目がいつもあるわけではないから、きちんとできているかわからない 

集中力もおちている 

体力が確実に落ちている 

生活リズムが崩れ、運動もほとんど出来ていないのが心配です。課題はやってますが、学校で授業して

るのとは全く違うので、そこも大丈夫かなと思ってます。 

運動のお手本などのテキストなどあると助かります。 

勉強、運動 

他の児童が家庭でどのくらい自主学習しているのか、我が子が他の子との学習の度合がどうなのか気に

なります 

人との関わりがない 

子供なりにストレスを感じているけれど、上手く解消させられていないこと。 

休みがあまりにも長引いたら、子供達の精神が壊れてしまうんじゃないかと心配。コロナも怖いが、同じく

らい子供の心が壊れることが怖い。 

休み癖 

少し生活のリズムが崩れていたり、外遊びがなかなか出来ていないので体力低下が心配です。 

学校の友達とオンラインゲームをしているが、たまにスピーカーで会話を聞いていると乱暴な言い方をし

たり仲間外れにしたりする子がいる。ネットのルールは各家庭で教えて欲しい。 

思いきり運動をさせてあげられない 

社会性と体力の低下が気になります。学校が再開したら、徐々に体力アップに努めてもらえると嬉しく思

います。 

なるべく庭での体を動かす事に付き合ってはいるが運動量が確実に減っている 

発達・発育の面、必要な検診が受けてない面 

現在の生活リズムの崩れと学校再開後の生活リズムの構築。 

運動量が減って体力低下が心配 

生活リズムが崩れてしまっているので、それが心配なのど、いざ学校が始まったらリズムを戻すのが大変

で心配 

子供が思いきり身体が動かせる場所がなくて、かわいそうに思う。せめて制限を設けてでも校庭を開放し
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てほしい。市内の学校は小規模の学校もある。一概に決めないで、柔軟な対応も検討して欲しい。 

六年生最後の行事をなるべく別の機会に設けて欲しい。今、とにかく我慢をさせているので運動会、修学

旅行、必ず開催してほしい。 

学校では頑張って食べる野菜も家だと食べたくないというので。 

生活のリズムが崩れていること、小学生なので家にとじ込もっていてお友達と話す機会もなく、社会(人)と

の接点、かかわりが一切なくなってしまったので精神面も心配です。 

新学期始まってからの友達とのコミュニケーション 

友達と遊べていない。 

午後になると鬼ごっこが 2 時間以上毎日の様にやっていて大声で騒いでいる。学校からの体力の課題の

中に 20m ランや 50m の項目がありそれに当てはめてやっているのか？分からないが、18 時過ぎてもうる

さくて迷惑している。自分の子供も外に出て遊ぶこともあるため、近所の人達だし強く注意出来ないが、自

分の子供は外出する時はマスクをさせていてストレス解消の為 1 時間位は外で遊んでいいと言っている。 

遊ぶなとは言わないが、節度を持った遊び方をして欲しいと日々思っている。 

道路に広がっているので仕事から車で帰ってくる時怖くて仕方ない。両親も夕方車で来ることもあるので

事故にならないかヒヤヒヤしている。学校休校延長が長引きこの状態が続くのが耐えられない。 

在宅ワークやお子さんの居ない家もある中保護者がなぜ注意できないのかが理解できない。自粛期間の

注意を促してもらいたい！ 

友だちに会えなくてさみしい思いをしている。 

ひとり、または兄弟との運動にも限りがあるので、学校が始まったら体力に心配がある。 

友人やクラスメイトと会える機会がなく、時折寂しそうにしているのが心配です。 

運動が少ないため、少し太ってきている。 

出来てないことにイライラしてしまう。 

今のところ大丈夫ですが、生活のリズムが崩れやすく心配です。 

近所の子供が遊びの誘いにくるのが困る 

学校や幼稚園、保育所が休校、休園だから親は収入減 

ですが、私立幼稚園は運営や職員の給与を優先で親は給食費等を負担しなければなりません。 

この状況が終わっても幼稚園がなくなってしまったら困るので仕方ないですがみんな辛いです。 

学校のリズムが全く無くなり心配。 

身体を動かさないストレスや、友達と会えないなど、さまざまなストレスを感じている。 

勉強時間、ゲーム時間は親が管理しないと乱れてしまうので、正直管理は大変です。起きる時間は大体

一緒ですが、夜は不規則になりがちで反省しています。。 

リズムが崩れ、不登校にならないか不安です。 

外であまり遊べないので、ストレスが溜まっているようで心配です。 

食事が、偏食になる。親が仕事の時コントロールできない。 

学力低下、運動不足 

音読と同じように毎日少しの時間でできる課題を運動面でも指示してほしい。こちらから自主的にやれと

いってもなかなか子供もやらないので。課題であれば多少でもやってくれそう。 

朝起きる時間が遅くなっている。 

体力がかなり落ちているので、学校が再開された後、ついていけるか心配です 

やはり家に居ることが多く、なかなか運動が出来ないため、生活のリズムが崩れがちになってしまうことで
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す。安全に適度な運動が出来る方法があればと思います。 

親の仕事の都合で生活リズムを変えざるを得ない。また、外出自粛で外にもでられないため、子どものス

トレスになっている。 

勉強は自主学習出来ても、外出自粛の為体力がどの位落ちているのか 

家事などもあるため、親の体力が持たず、親がフルで子どもたちと遊んであげることができない。小さい

子もいるので、友達と遊ぶように思い切り身体を動かすことができていないように思います。  

運動不足による体力低下が心配です。  

友達と会えないことも、子どもにとってはストレスに感じているようです。  

大好きなプールもお休みになり、習いたてのバタフライも忘れてしまいそうだと不安に思っているようです。  

人との関わりが閉ざされてしまう期間がこのまま延長され続ければ、家庭だけでは子どもの心を育ててあ

げられないと感じています。 

運動不足による体力の低下。学校が始まったら疲れ果ててしまう気がします。 

友達とのコミュニケーション不足。 

関わり合うなかで学んで大きく成長していける時期だと思うので。 

学習の遅れ 

近所に同級生がいなくて、登校日の一回以外、友達と全く会っていないので、再開後の友人関係が心配。 

部活もできていないので、体力低下が心配。 

運動不足が、とても心配です 

今は時間が十分にあるので、勉強の時間と運動の時間と遊ぶ時間をゆとりを持って取れていますが、コ

ロナが収束したあと、普通の生活に戻れるか心配です。 

他人との交流が極端に少ない経験が人格形成に悪影響を与えないか心配。 

家でのんびり過ごしているので、学校生活のリズムに戻るまでに時間がかかりそうです。 
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７．学習面で心配していることについて 

 

今は健康面第一だと思っています 

受験生は、1、2 年生のように来年以降で不足分を補うことができないため心配しています。また受験のこ

とを考えると、埼玉県内で地域によって学習状況に差が出てしまうのは良くないと思います。できれば他

市に遅れをとることがないよう対応していただきたいです。 

課題があっても家で毎日学校があったときの様にできないので今後もっと休校が長引いたときにどうして

良いかわからない。 

ゲームでは特定の友達と繋がるばかりなので、オンライン学習をしてもらって他の子とも繋がってもらいた

い。先生とも繋がれたら良いと思います。 

自学だけでは、なんとも。 

たくさんある時間をなるべく有効に使って、親が手助けをしながら勉強や運動などに取り組めるように、と

は思っていても、両親共働きなどで仕事が忙しい家庭もあります。もちろん付きっきりで子供を見てあげら

れる家庭もあると思います。色々な家族の休校中の過ごし方があると思うので、休校明けに勉強や運動

面など、また精神面なども、色々と個人差が出るような気がして心配です。 

授業の遅れを、家庭でどこまではフォローすれば良いのか明確にして欲しい。休校がもっと長引く可能性

もあるので、再開後学校だけで学習の遅れを取り戻すのは難しいと思うからです。 

新一年生は勉強のやり方を知らないのでそもそも難しい。 

学校の教え方と家庭での教え方が異なると子どもが混乱するのではないかと心配。 

これから学校が再開されたら、学校の学習はどのように進んでいくのでしょうか。 

勉強が遅れることが心配 

やる子とやらない子の差が大きくなることが心配です。 

家では勉強したとしても好きなときに休めてしまうので長時間の着座など、基本的な学習環境がとれてい

ないので今後心配 

家では全く勉強をしない。 

塾なども休塾になりましたがオンラインで学べる時代ネット環境があり学習できる子とできない子で学力

差がつくのではないかと心配です。 

毎日学校に行って勉強して頭を使うのがが当たり前だった緊張感みたいなのがなくなって、前学年の勉

強をした時にやり方や内容を忘れているのもあった。 

新学年の学習内容を親が教えて進めた方が良いのか、今までの復習をした方が良いのかわからない。 

宿題出すだけでなく、1 日の課題内容まで分けてくれれば自宅でも指導しやすい 

どの程度学習をさせたら良いか？下の子もいるので、思うようには勉強がてきない。 

勉強が進まない 

パソコンやタブレットを使った授業を 

取り入れたり、解らないところを 

聞ける環境を作って欲しいと思います。 

どうしても、家にいるので、勉強を自分から進んで出来ません。 

学校から出ている課題を毎日 

コツコツやっていますが 



 2 / 21 
 

集中していなかったり、適当な感じ 

でやっているのが気になります。 

親が教えてあげられるのも限界があるのでネットでぜひ授業してほしい 

宿題が自学だけなので不安です。 

新一年生で、どの程度の学習が必要なのかわからず不安です。 

学力の低下 

学力の低下 

学力低下が心配。 

受験生の自覚がない 

宿題が主に自主学習ノートなので、自分で簡単に出来ることばかりやっている。 

もう少し具体的な学習範囲を出してもらうか、夏休み等に出るサマー16 のような、ドリルのようなものを宿

題で出してもらえると親もやらせやすいのではないかと思います。 

学校から出された学習なら子供もやらないといけないと思うようですが、私が買ってきたドリルなどはまっ

たくやりません。 

やっている子とやっていない子の差が大きくなりそうで怖いです。 

なかなか学校からの課題に取り組もうとしない。こちらから促しても返事をするだけで、ゲームやパソコン

に夢中で、やり始めるまでに何時間もかかる。自主学習の習慣が身につかない。不安です。早く学校再

開してもらって、今までのリズムを取り戻したいです。 

授業が再開されたらその分を遅れを取り戻すためにスピード重視で授業されてしまうとわからないまま取

り残されてしまう気がします。 

集団での学習ができていないのが心配です。 

You Tube を使って勉強をしています 

学校からの課題はちゃんとやっていますが、早く再開してもらって、勉強する習慣を身に着けさせたいで

す。 

復讐は、できても予習は、子供だけでは出来ないので結局予習は出来ないでいます。 

学校の課題だけでは不安です。子どもが中学受験に興味を示しているため、チャレンジタッチや公文、ハ

イレベ問題集、朝日小学生新聞の天声子ども語の書き写しなど行っています。我が家よりかなり勉強して

いる子や私立小の子たちと差が開いてしまいそうで心配です。 

取組みによる格差が出ると思う 

家庭での勉強は難しいですね。 

課題のみで心配です。 

オンライン授業を希望します。 

なかなか、進まない 

仕事もしているので毎日見れないので学力格差の心配があります。 

学校が再開してから、休みの分の遅れを取り戻すために急速に授業が進んでしまったら、子どもたちが

ついていけなくなるのではと心配しています。 

学校再会の時に遅れた部分をどのように取り戻すのでしょう？生活や理科で季節に合わせた勉強などは

どうするのでしょうか？ 

受験生なので、今後の見通しが立たなくて心配です。 

学校が家庭に任せっぱなしの姿勢に大きな疑問を感じます。ネットを活用するなど、もっと考えて工夫して
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頂きたいです。 

どこまで、進めて教えていいのかの指示が欲しいです 

学校にいる時間のようには、長い時間の勉強はできません。また、妹達がいるので、集中する空間確保

が大変です。 

新しい漢字を宿間でやっているが 

授業でもさかのぼって学べるのかどうか。 

この時期に学ばなければならない目安があると子供に話しやすいと思います。 

学校から渡されたプリント以外は自主学習と書かれてるだけなので、今何を勉強させたらいいのか分から

ない。 

まとめて宿題がでていますが、まとめてですと子供はなかなか自分から取り組みません。まだ大丈夫、明

日やるから、今日はどのくらいのやればいいの？今日は、これだけでいいよね？と理由をつけてやりたが

りません。 

親の言うこともなかなか聞いてくれない時もあるので、 

できたらもう少し今日は何をやるなど先生に決めていただけると子供もやる気がでると思います。 

ずっと前学年の学習をしつづけても何の意味があるのかと思ってしまう。 

漢字検定、英語検定の動画などを配信して休み明けに検定をみんなで受けるなど建設的な時間の使い

方はできないのかと思ってしまう 

親が付き添って勉強しなければならないが、下の子もいてなかなか集中してみてあげられないことか心配

です。 

受験の為の勉強やモチベーションが上がらないので受験生の自覚がでません。 

高校の見学や案内も見に行けないので行きたい高校が見つからない現在心配だらけです。 

国語算数は課題が出ているが、社会、理科、英語などは家庭学習では限界がある。 

遅れが取り戻せるのか心配。 

学校により課題の量が違うと聞いたので、学力差が出るのではないかと心配しています。 

本当に必要な授業のみに時間をとり、運動会、校内音楽会などは取りやめで構いません。 

苦手な教科はなおさら、ついていけないと思う。 

頂いた課題以外は勉強をしていない為、今後の学力低下が心配で仕方ないです。塾に行っていないので、

行っている子供達との学力差が出てしまう事が心配です。どうしたら良いのかな改善策なども教えて欲し

いです。 

理科社会などどうすれば良いかわからない 

自主的に勉強が出来ないので心配 

先生とのコミュニケーションが大事なので、課題だけではなくコミュニケーションもしてほしい 

前年度の復習(計算ドリル、漢字練習)ばかりでは、学習意欲がなくなる。 

GW 以降は、少し新しい学習が出来たらいいと思います。 

学習は私が毎日見ているので問題は何もありません。 

自主学習や課題に取り組んでいても、解らないところを教えてあげることも出来ないので、そのままになる

事が心配。 

教科書を貰って課題を出されても、と思います。 

指導もなく、学習を進めることは出来ません 

オンライン授業を導入して欲しいです。 
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理社など新たな教科は取り組みが出来ておらず、再開後どこまで学習できるのか心配です 

学校からの課題で、自分で進める事のできない子は、全て親に丸投げされているとしか思えず負担が大

きい。 

どこまで、やるのかがわからない、 

親では限界がある 

新しい学習範囲をどの程度進めて良いのか、また、自己流に勝手に進めてしまうのは、授業が再開した

時にかえって混乱するのではないかと思い、今行っている家庭学習が正しいのか不安です。 

課題が楽しく勉強できるようなものにして欲しい。 

ゲームよりも楽しいと思えるような課題でないと 家庭学習は定着しないと思います！ 

以前から習っている通信学習で自主的に学習してますが… 

音楽や図工などは親が声をかけても出来ない 

学校の宿題はしているが、高学年のためあまり細かく勉強状況を聞いたり、中身を見たりできない。 

できる限り 復習をやっているが、勉強の時間が少ない。 

勉強がきちんとできない。 

勉強への意欲がない 

学校のホームページにオンライン授業みたいな動画を掲載しておいて、スマホや自宅の PC で閲覧できる

ようなことを考えて頂きたいです。 

本格的な授業内容でなくていいので、可能な限りの内容で良いと思いますので。それを子供達が見なが

ら、家庭学習(プリントなどの宿題)を進められると良いと思います。ですので、宿題と動画の内容がリンク

しているものをいくつか用意するといいと思います。この宿題はこの動画を見ると解けるよ、というような

感じです。 

学校再開後、自粛生活のせいで集中力の低下がみられるので、子どもがすぐ 6 時間授業に対策できるの

か不安。 

課題が出ても家での学習には限界がある。両親共に仕事もしている為 日中時間を決めて学習させるの

に限界がある。 

提出する課題を、たくさん出してもらわないと、なかなか取り組みにくいのが現状。できないかな？通信教

育のように、提出期間を区切って多めに課題を出してもらいたい。 

休みが長いのでその日の課題が決まっていても中々進まない。やる気が起きない。 

夏休み 3 週間は必要ない。お盆だけで十分。8 月も出来るだけ勉強して欲しい。 

今年は 4 教科を重点的にして欲しい。プログラミング、英語、道徳など捨てて欲しい。 

通常通り 3 月で学年終了する場合、全て学習できた状態で進級できるのかどうか。 

皆、平等だから仕方がないが、土曜、夏休み返上でも良いので、可能な限り学習時間を設けて欲しい 

学校にいるときとは同じようには出来ないし集中力もないから続かない 

プリント等が足りない 

学校が家庭に任せっぱなしの姿勢に大きな疑問を感じます。ネットを活用するなど、もっと考えて工夫して

頂きたいです。 

手探りで勉強を教えてはいるが、どこまで教えていいのかわからない。1 学期は、どのページまで進めて

いいのか教えてほしい。 

初めての受験生がいます。 

ただでさえ不安なのに、このような状況で受験に向けてこのまま進むのか、学校はいつから始まるのかも
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わからない状態で受験はどうなるのか。 

不安しかありません。 

下に幼稚園児がいるので集中出来ない事 

学校の課題しかやらない事 

新一年生なので、前回頂いたプリントは少なめで簡単な物で物足りなさが。学校からは家庭学習につい

て準備しているようなので今後に期待。 

前の学年の勉強がわからないまま、休みに入り、他のうちは、ゼミなどのパッドなどの勉強したりして、ず

るいなぁと。うちなんか、ゼミもしてなきゃ、パットすら持ってないし、誰に教えてもらえばいいのか 

両親共に仕事が休めないため、時間割通りに学習を進めるのが難しいです。 

周りの子供さん達との差がついてしまわないか心配です。 

課題はこなしていますが、絶対的に学習時間は足りないと思い不安です。 

他の学校との格差 

学習時間が足りなくて、勉強していない単元がでるのが不安です。 

遅れを取り戻すために、7 時間授業になったり、土曜授業が続いたり、主要 5 教科以外や行事が削られ

学習ばかりになったときに、その負荷に耐えられるかどうか。 

自宅ではその子によってが自己学習ができる子できない子のと差がついてしまう 

家だとわからないところがわからないままなので心配。 

課題があっても中々やろうとしてくれない 

学力低下 

学校の課題を受け取りに行くのではなく、郵送で送ってもらえたら、感染の心配がない。 

課題をやるのみで自己学習が、はかどっていないこも。 

他校と格差 

ある程度自分でやっているが足りていないだろうと思う 

やる気がある子供と無い子供の差が出るのが心配です。 

受験不安 

受験生なのに全然勉強していない 

私は仕事をしているのでほとんど勉強が見てあげられなくて心配です。 

先大丈夫なのか！ 

受験についてすべてが心配です。対策をよろしくお願いします。 

学校の授業に対する集中力が持つか心配です。家でのだらけた生活に慣れてしまっているので。 

勉強のリズムが崩れている。 

周りとの進度の差がわからないので不安。 

学習能力が塾等に通っている人と差が出るのではないか 

果たして 6 時間授業出来るのか 

集中力が心配 

学童に基本行っているので自宅学習出来る子と差がついてしまわないか心配です。 

学校からの課題だけでは限界かと。 

オンライン、ネット環境はあるので検討して欲しい。ネット環境が無い家庭にはツールを貸し出すなど方法

はあるかと思います。 

何事も挑戦です。 



 6 / 21 
 

保護者も協力しますので！ 

自宅でできることには限りがあるため、時間や勉強内容の不足が多々あります。 

今後、学校再開となった時に詰め込み教育や夏休み返上、七時間授業などになってしまわないかとても

心配です。その意味でも９月始業などにして、始業してから一年間きっちり学校行事や部活動、勉強、生

活面などをサポートしていただけたら幸いです。 

親だと、ちゃんと聞いてくれない。教えても、違うと言われると、昔話になってしまって、自信もない。 

他の市町村と比べ、学習面のフォローがあまりにもされていません。 

鴻巣市の子ども達のレベルは確実に下がると思います。 

毎日コツコツ学ぶ事ができてない 

学校と同じ時間 学習ができていない事 

学校のように、勉強時間がとれないのが心配。 

やる気が出ない。 

勉強が遅れる 

前年度の終わっていない授業、新年度の遅れている授業で、今年度中に終えることができるのか心配で

す。 

オンライン授業はして欲しいが無理なら何か勉強できる方法が、ないか勉強で縛る時間も必要だと思う。 

平日は仕事の為両親に子供たちを預けています。3 年生で習った漢字などの学習の復習がこの休校期

間中、活かせていないのが心苦しい。 

1 年生の場合、基礎から教えなければならず、先生の力が必要。 

学習時間が少ない 

共働きで勉強を見る時間が全くない 

学校再開後の学習進度についていけるか 

受験生なので、授業が遅れると受験の準備が間に合わない。塾や通信教育で勉強させようにも、自分で

は思うように進めないので、塾のオンライン講義が頼りです。 

高学年、中学生、高校生の受験に対する不安を解消して欲しい。 

自主学習が苦手な子どもにとっては、課題を出されたとしても、習得するにはなかなか難しいと思う。いっ

そうのこと、９月スタートにして、全員のスタートラインを合わせてほしい。 

元々遅れているので心配です 

算数や漢字は家で教えられても、その他の教科は教えることが難しいと思うので心配。 

このままだと年間予定が完了できない。 

進研ゼミをやっているので、今のところ大丈夫です。 

勉強が、足りないと思う 

環境的に家では学習しないので、なかなか学習が進まず心配 

仕事をしており、日中は留守番させています。学習を見てあげることが休日しかできません。日中見てあ

げられる環境のこどもたちと差がつくのではないかと心配してます。 

進研ゼミをやっているので、今のところ大丈夫です。 

毎日無理なく取り組める課題を出して、進捗状況を定期的に確認してほしい。生徒の自主性に任せた課

題では（自学ノート何ページなど）では、休校が長引くほど、自分で学習を進められる生徒とそうでない生

徒との差が開いていく。 

遅れが心配 
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課題などの丸つけなども 2 週間分まとめて、とかなので全く身についてなさそう 

集中力が持たないので、家で学習をする時間が本当に少ないです。 

休みの分をどのように補うのか。夏休み返上とか土曜日学校とか何も先が決まらずどこまでやらせとけ

ばいいか分からない 

家庭学習は行っていますが、他の地域(休校していない学校)との学力差が出ないか心配です。 

両親共に仕事をしている為，ネットでの授業になった場合，ネットの接続の不具合などに子どもだけでは

対応できないことがあり得る。 

前学年の勉強も途中で終わっていて、出された課題だけで、学校が再開されたときに 全部を理解してい

けるのか心配です。 

どこまで予習をさせるべきなのかわからない。再開されたら、きちんと前学年で終えていない単元を習え

るのか？ 

1 人では勉強が理解できず、教える時間がない 

格差が生まれる事。 

休校中、課題を勉強しています。 

課題に対して、登校日に回収するだけで、課題に対してフォローがなく勉強が習得出来ているのか不安

があります。 

日中は、両親の仕事の都合上、日中は子供だけで過ごしており、勉強をきちんとしているのか把握出来

ていないのが現状です。 

学習の時間が短い 

どの位まで予習をしたらよいのか。 

家庭学習は行っていますが、他の地域(休校していない学校)との学力差が出ないか心配です 

すべてにおいて、心配です。 

1 人では勉強が理解できず、教える時間がない 

小学校レベルなら簡単に教えられるが、 

いざ学校が始まり、教え方が学校と異なると困る。子供を混乱させることになる。 

学校で習ってないところが、受験の時に出てきたりするのは困ります。特に数学… 

算数の教え方がわからない。 

勉強の仕方がわからなかったり、苦手な科目を遠ざけがち。 

新しい内容を親が教えているのですが、教え方があっているのか、上手く伝わって理解されているのかが

不安です。 

学校からは課題が出されるのみ。 

しかも少なすぎる。地域格差が出るのではないか、心配。 

必要な学習が今後なされるのか?。 

受験生なので、学校が再開しても今まで行えなかった授業内容及び新しく習う授業内容が十分理解出来

るようなペースで授業が進められていくのかが心配です。 

もう少し密に課題を出して欲しい。 

ドリルを買うにも自粛してる中なので、週単位位で欲しいと感じる。 

オンライン授業などの手配など、はや二ヶ月が経とうとしている中、休校延期も視野に入れて、どんどん

環境を整備をしていってほしいです。緊急事態に対して、変革のときなのではないでしょうか。 

受験までの時間が短く、北辰などのテストが受けられない為、本人の意識が高まらない。 
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勉強が苦手なタイプの子どもなので、学校から出ているプリントだけだと取り組むのに時間がかかりなか

なか進みません。少しの時間でもいいのでオンライン授業などやってもらいたいです。助けが欲しいです。 

学校の課題しかやらないので、課題を増やしてもらって１日の勉強時間を増やしたい。 

休校に終わりが見えないので学習面の再開もまだまだ見込めないので不安です。 

勉強を教えて理解出来ないと子供も親もイライラする感情的になり家族関係もギクシャクする傾向にある 

チャレンジ 1 年生を始めたので、なんとか勉強をさせていますが毎日やらせるのに一苦労です。 

ちゃんと座ってやりなさいとか。出来ないとすぐに諦めてやめてしまいます。 

課題が、あってもすぐに終わってしまいちょこちょこ出してほしい。 

学力の差が出てないか心配 

この状況なので仕方ないことですが、自然を体感する学習や友達との関わり方を学ぶことができないこと

が残念です。 

クラスで勉強するのと違うので、他のお友達の考え方とかを知る機会がないので本人の気付きもあまりな

いのかなと思う。 

休校から 2 か月。自学のネタも底をつきて何をすればいいか分からない。せめてプリントを用意してほし

い。 

学校が始まってから授業についていけるのか。 

課題が足りないように思う。 

今、学習環境の確保ができていない 

学校が再開されたときに、どのように授業を進めていくのかがわからないので、抜けが出ないか心配です。 

どこまで学習を進めた方がいいのか目安が分からないことが心配です。 

自主学習が課題として出ているため、新２年生には親が課題を提示してあげないと難しいのでとても手間

がかかっており、自主学習とは別の課題を出して欲しいと思っていました 

学力の差が生じる恐れが大いにある 

先に述べた通り共働きなので、勉強を教えることができず、学力の低下を心配しています。 

 勉強時間が少ない。１時間もやっていない気がします。また、分からない所がそのままになっていると思

います。 

学習意欲の低下。 

元の学習生活に戻れるか心配。 

自主学習が課題として出ているため、新２年生には親が課題を提示してあげないと難しいのでとても手間

がかかっており、自主学習とは別の課題を出して欲しいと思っていました 

6 時間授業についていけるか心配 

自己流で勉強しているので偏りがあるように感じる。 

家でやればいい話がですが、新学期になって、やっていた子とやっていない子の差が絶対あると思う。そ

の時ね学校での対応 

どうしても、宿題が計算問題や漢字書き取りに偏ってしまっていて 本人が段々やる気が無くなってきてい

るのが心配です。 

今後が大変なのではないか 

家での勉強に限界がある。授業受けてないから理解しているか心配。 

課題は復習がメインで、自主学習もそのようになってしまっている。 

習っていない単元の予習はなかなかできない。どのように新しい学習をすすめたらよいのか。学校再開
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後、時間の関係でわからないままどんどん授業が進んでしまうのではないかと心配。 

課題はしているが、これで足りるのか心配です。 

先生の指導が足りない 

学校によって課題の内容の差があるので、学力差が出てしまうのが心配。 

自主性のない子なので、自分でやっている子と差が付くだろうなと思います 

学力低下 

夏休みが無くても良いので、授業を急がす、しっかり子供達に浸透するように教えてほしい。 

塾に通っているから勉強することは沢山あるが、学校の授業が心配なので動画配信をしてもらいたい 

学力の格差拡大。勉強習慣。勉強意欲低下 

学校配布の課題以外のネットでできる課題があるが、どのくらい行えばよいかの目安がないので不安で

ある 

オンラインなどで授業ができるようにしてもりいたい。 

未就学児が二人いるので、上の子ども(小４)にばかり構う訳には行きません。 

教師、保育士、給食の先生の全部を内容薄くやってる感覚があり、焦ってしまいますね。 

学習面でも学校が出した課題以外に出来る事はあるはずだろうと思うのですが、良い案が浮かばず…悩

むところです。 

オンラインなどで授業ができるようにしてもりいたい。 

上記の事柄、全てにおいて心配。 

押しつけの課題で理解しているのか不明 

今まで通り仕事があり、それにプラスされ課題の丸つけや理解していないところを教えたり、学校の先生

の仕事を親がしなくてはいけない。手がまわらなく、子供が学習についていけるのか心配 

すでに遅れてる感 

先々の予定がどうなるか分からないので、学校が始まった時に、学習のスピードはもとより、テストなどに

ついていけるか心配 

学校からの課題をやらせてはいるが、しごをしているためつきっきりで見てあげることができない、ただ書

くだけになっていないか心配。 

全てが心配です。 

勉強してません 

してない子どもにやりなさいというのは親もストレスです 

遅れている授業を消化するためにすごいスピードで進み、子供たちがついていけなくなる事をどのように

補っていくのか？家庭に任せるだけでなく、、土日に補講するとか検討していただきたい。 

勉強もどこまで進めていいのか、今は復習に徹した方がいいのか、よくわからない。 

再開後の学力が心配 

学力差がすごく出そう。 

予習を進めてる子と、宿題だけ何とかやってる子、休校期間が長いのでこの差は大きいと思う。 

何をどの程度、どうさせたらよいか分からりません。宿題だけやっておけば大丈夫なのでしょうか。大丈夫

な内容、分量を考えて出してくださっているのでしょうか。自学自習で補完させるなら、もっと子供に自学

自習としてどんな勉強が必要か指導して欲しいです。子供まかせ、各家庭任せになっていることに不安で

す。 

学習格差。塾ではずいぶん前からオンラインをやっているので。私立も同様。公立だけ遅れている。 
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学校再開時にどこからスタートするのか分からないので、どこまで勉強を進めるべきなのか分からず少し

心配です。プリントや課題で、今自宅で勉強しておく必要のある箇所を週一、二くらいの頻度でその都度

出して貰ってペースを指示して頂けたら分かりやすいです。 

5 年生からの勉強が 1 番大変なのに大丈夫なのか不安しかないです。 

親が課題を与えて勉強はしていますが、先生に提出出来る課題があるとやる気がまた違います。通信教

育のように課題を添削してもらえると嬉しいです。 

学習の進度表や目安があれば自宅でも有意義に勉強できると思います 

家での学習の限度。 

集中力がない。 

1 週間に 1 回程度 課題と提出 返却をして欲しい 

学習格差が大きい。塾は随分前からオンラインに移行してカリキュラムを進めている。私立も同様。公立

だけが遅れている。 

必要な授業数が足りず、詰め込みにならないかが心配です。 

自主学習でどこまで身につくのか心配 

他の地域との学力の差が心配で、ドリルを買って、進められるだけ進めています。 

不安を埋めるには、そのくらいしかできません。 

毎日長時間家庭で学習させるべきか、または、今しかできないことを家庭で経験させて時間を有意義に

使ったほうが良いのか…など、どう過ごすのか最良かわからない。いつまでというのもわからず延長が続

いているので計画も立てづらく、また情報交換する場もないので、日々これで良いのか？と考えてしまう。 

他の地域との学力の差が心配で、ドリルを買って、進められるだけ進めています。 

不安を埋めるには、そのくらいしかできません。 

遅れている学習を学校再開後、どう補填していくのか、内容が手薄にならないか、逆に詰め込み過ぎて子

どもたちが勉強嫌いにならないか…など、心配ではある。 

この先子どもたちが学習面において世の中に差別されないか心配です。 

上の娘は中学３年です。受験期なので心配はあります。 

遅れている学習を学校再開後にどう補填するのか(学習時間、内容、質…等) 

今まで習ったことがちゃんとできるのか不安です。今までも不安があったので更に不安です。 

やる気がない。 

前の学年の勉強を忘れている。 

今後、休校が長引くようでしたら、オンライン授業も検討して頂ければと思います。 

人により、家庭環境が違う為、親が自宅にいないことで、勉強の進みがよくない。 

毎日やっている子供と比べ差がでる。 

親が教えてあげる時間がないのでほんとに心配です。長期休暇のあり方検討してほしい。 

本来は授業でやるものを、家庭でやってるだけなので、理解出来ているか心配 

新 1 年生なので、最初の学習でつまづいてしまうんじゃないか心配しています。 

5 年生でやり残した所、全教科と 6 年の 1 学期全部。漢字と算数予習が課題で社会は都道府県を覚える

程度。私立校との格差も中学の勉強に支障がないか心配である。また、課題に出されていない教科が 1

学期ゼロに等しい。 

家庭内での学習に限界がある 子供が何人もいると毎日すべてをみてあげられない 

全て心配だが、致し方ないと思う。 
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再開した時にフォローして貰えたらと思う。 

今までに習ったことをほとんど忘れてしまいそう。 

受験生です。項目の課題を出されただけで  

終わったことにされてしまうのでしょうか、不安です。 

家庭での自主学習のみでは、習熟度やモチベーションに限界がある。学校に行けなくても、オンラインな

どで先生と繋がりを持ち、授業を受けさせてあげたい。 

再開されたときに学力の差が大きいのではと心配 

プリントをするにしても答え合わせをその日にやりながら、理解をさせるのが困難。 

6 年生の単元が終わってないなか、小学校の授業の補講があるのかどうか、また中学校の授業について

いけるかどうか心配 

自力でどのくらい進めて勉強をして行くべきなのか、気になります。 

出された課題は取り組むが、自学などはなかなか取り組めないので、再開した時、他の人と差が出るの

が心配でしす。 

家庭によって勉強を見てあげられる時間は違うと思うが、課題が少ない。家庭の都合に合わせられるよう、

必須と選択に分けた課題を出して頂き、科目も増やして貰えると助かる。(学校での教科書を進めるスピ

ードが分からないので、「教科書何ページまで」等でも構いません） 

ただプリントを配布されただけではただこなすだけで、一切身についている感じがしない。 

勉強は、学校からの課題や自学自習をすすめているが、遅れなどは後からいくらでも取り戻せると思う。 

新１年生なので、課題でひらがなや数字を書くことをしていますが、それだけでいいのか？我が子は今ま

で幼稚園や家庭では一切ひらがなの読み書きの練習はしてこなかったので、学校が再開した時に授業の

スピードが早くてついていけなかったら、と心配しています。 

家での学習は集中力がもちません。なかなか長く続けるのが難しいと感じています。 

前年度の勉強もまだ習ってない部分があるので、そこは新学期が始まってから教えてくれるのか不安に

思ってます。課題で出てる部分も習っては無い部分もあり独学で解いてますがちゃんと学校でも教えてく

れるのかも不安です。 

前学年で勉強すべき事のできているのか…？ 

自分て学習出来る子はいいが、何をしていいか分からないので心配。 

再開した時の対応についていけるか心配です。 

塾をやっているところがあり、塾に行っている子と行っていない子で学力に差が出てこないか心配。 

親が子供に教えると、ついイライラしてしまう。授業が再開されたとき、遅れた分の内容も詰め込みになっ

てついていけるか心配。 

塾に行っておらずこの時期に入塾することもできません。 

塾に行っいる子は少しずつでも勉強を勧めているようなことを聞いたので、この先に差が出るのではない

か…という心配があります 

親の教え方が上手ではない。休校期間が長くなり子供もだらけてきて自宅学習中の集中力が切れてきた。

新しい漢字がなかなか覚えられない。 

わからないの勉強問題とか指導できない解決できないの問題は心配です 

わからないの勉強問題とか指導できない解決できないの問題は心配です 

旧学年の復習のみのネット勉強のみが不安です 

プリントなど書くことをやらせたいが漢字や計算のみなので 
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文章問題など配って欲しいです 

家での勉強時間が少ないのでついていけないのではないかと思う。 

全て不安 

学校での学習しかしていないので、休校中の内容に不安を感じます。また、１日の勉強時間が少なくて不

安になる事があります。 

仕事に出ているときはどうしても目が行き届かないので、家庭での学習習慣がつかず困っている。 

下の子の相手で、自主学習につきっきりになれないので、なかなか進まない。 

学習環境が、集中できない。 

仕事をしながらの子どもの自宅学習サポートがいかに困難かを痛感している。 

家だと勉強も中々進まず、課題をやるだけで終わってしまう。 

しっかり勉強に、ついていけるか。 

課題がないに等しく、期間が長いので、中学一年生の今、１日 6 時間、何に取り組むべきなのかがわかり

ません。また、自分がやりたいことしかしていないため、こんな過ごし方でよいのか、塾に行っている人や

塾などのオンライン授業を受けている人との差がどれほどついているのか、考えると心配です。 

授業のスピードをあげて、分からなくても、どんどん進められるのが心配 

この機会にしっかりと復習ができればいいのですが、自宅では長い時間机に向かう集中力がなく、学力

の低下が心配。オンライン授業などがあると安心ですし、生活リズムも整うので助かります。 

課題が少ない。真面目に取り組めば終わってしまう。 

課題は出ているが、前学年の課題は提出しないという話もあるので、子供が真剣に取り組まない。 

新学年の課題は、きちんと先生にチェックしてもらいたい。 

塾に行っている子といない子とでは差がつき過ぎてしまうのではないかと心配です 

自宅では復習はできるがなかなか新しい学年の勉強ができない。新学年の学習はどうしたらいいか不安。 

家庭学習では全教科しっかり教えることは難しいので、補習等(土曜日授業)行なって頂きたいです！ 

家庭学習は集中が続かない。 

課題を増やしてほしい 

家で毎日学習させるのにも限度があるので大変です。 

宿題のプリントの丸つけや、音読カードなど毎日親がやらなくてはいけないので負担が多いです。 

プリントが終わってしまい、新学年の勉強も教え方が分からないので結局、家では昨年の学年の問題集

を買ってやらせているのですが付きっきりで出来ないので途中で飽きてしまったりと困ることも多く、休校

が長引くとどんどん学習面が遅れそうで不安です。 

前の学年の授業が終わってないのに、 保護者が教えればその単元が終わってしまうこと。 

親が教えてもいいけど、親と先生の教え方が違うと、子供がこんがらがってしまう。 

集中力や、学習を見てあげられない不安。 

教科書改定があり かなり難しくなっているとのこと 

タブレット端末などで 授業を配信するなどやって欲しい 

休校を休暇と捉えている。周囲に遅れている感覚を持てず、一人遊びばかりしている。宿題が進んでいな

いことに苛立ちを感じていても、行動に移せない。 

この期間 どう過ごすかで 周りとの差が出る 

一人での学習だと集中力が持続しない。 

周囲の学習状況が分からない。 
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宿題を出すだけでは、学力の差が出る一方なので大変不安です。 

学校再会時、どのように授業を進めていくのか？心配している。 

授業再開したら、早いスピードで授業が進んでついていけなくなるんじゃないか心配です。 

漢字の宿題の方法が難しく、時間がとてもかかり悩んでいます。 

課題は出ているが、習っていないところだとなかなか前に進めない。親も教えることができないから心配。 

課題が終わると、自主学習だけになってしまい、教科ごとの学習時間に差があるように感じる。どうしても、

子ども自身のやりやすい教科ばかりになる。 

家庭毎に、こくご・さんすうの教え方があると思うので、間違って教えてしまい、子供に誤った知識を与え

てしまわないか不安です。 

学校の課題の他に、家庭でもインターネットや書店で入手した問題集を使用しているが、復習はできても

予習はなかなか難しい。オンライン授業などを実施している私立との差が広がるのではないかと心配して

いる。 

課題だけしている感じになっているのでみんなについていけるか心配 

宿題だけで二カ月分の学力が身についているのか不安です。 

仕事を今まで通りにしている中、丸つけ、わからない事を教えてあげて、先生のようにわかりやすく教えて

あげることはできず、精神的にとても負担です 

仕事を今まで通りにしている中、丸つけ、わからない事を教えてあげて、先生のようにわかりやすく教えて

あげることはできず、精神的にとても負担です 

道徳や音楽の教科のやり方が分からない。 

再開してからの、授業にフィットしていけるか不安(45 分の授業を聞けるか？)集団生活、集団行動ができ

るか不安。 

ないです 

共働きなので、十分に対応できません。学校が出してくれた課題も、なかなか見切れません。 

個別に予習させていいのかわからない。開校まで予習はしなくていいのか、あるいは進めていいのか、指

針を出してほしい。 

新学年の算数が宿題として出てなく、再開後に無理して進めることになるのではと懸念しています。漢字

はやり方の細かい指示があり、家庭でも充分進められました。算数も同様に、学校の学習方を指示して

頂ければ、家庭である程度進めた状態から再開でき、ベターなのではと思います。 

どうしてもグダグタになってしまい、学習の時間よりもゲームの時間の方が長い。 

出された課題だけでは、足りないと思います。 

受験がかなり心配 

夏休みを少し減らしたりしたくらいで、休校の間の勉強が取り戻せるとはとても思えません。 

学校が再開されても、状況によっては再度休校などもあり得そうですし、今年度の勉強がどの様に進む

のかとても心配です。 

コロナ禍が落ち着いてから、改めて十分に必要な時間を掛けて授業を進めていただきたいです。 

授業がない為、家庭学習教材を使用しているが、学校で習っていない部分ばかりなので、これで進めて

いいのかと心配になります。休校が延びるなら、学校で授業する予定の内容の課題をプリント等で出して

貰えたら助かります。 

小学生の時からのできなかった授業が補填できるか心配。 

課題は出ていますが、唐突に教科書を音読するとか、書き方練習帖を使うようにとか、一度も登校したこ



 14 / 21 
 

とのない子供に出す課題に思えません。せめて、各家庭に子供の学習状況を確認した上で、個々に課題

を出すべきではないでしょうか。家庭学習で補うにしても、何をどこまでやってくるべきなのかきちんと伝え

ていただきたいです。 

また、学校再開後、とのような形で授業をすすめるのかも説明いただきたいと思っています。 

学校ごとに課題は違いがあると思うので、学力のバラツキが出るのでは！と言う不安はあります。 

学校再開しても、前学年の単位から初めて子供達に知識の詰め込みが続くと思うと、不安になります。学

年が上がると量も増えていくので、すべての行事を削り学習に時間を使っても、子供達にも限界があると

思います。 

受験生なのに、見学会もできない、北辰もない、学校での勉強もできない。塾に行っていないが、やって

いる塾があると聞いて、受験で差が出てしまうにではないかと心配になる。 

やはり同じ宿題が出ているとはいえ、親の負担が多く、算数などでは、答えが略されていたり、国語では、

似たようなプリントがありました。宿題が多すぎて、プリントをやるので、精一杯で、とき直しまで、やらせる

のは、とても大変です。 

イーライブラリを活用したいが、平日は自分は仕事のため、パソコンを使用できるのが土日だけになる。

ただ、土日くらいは一緒に庭で遊んだりさせたいので、なかなか活用できない。イーライブラリを印刷した

ものを配布してもらいたい。 

医療従事者や金融機関など休みが取れない両親の子供に対して学習の場を与えてほしいです。在宅ワ

ークや専業主婦の家の子供と学習の差がどうしても出てきていると思い心配です。オンライン授業なども

世間では検討されているようですが小学生には親が近くにいないと難しいと思います。慎重にご検討いた

だきたいです。 

医療従事者の子供たちに学習の支援をお願いします。 

受験の歳なので、他校との差が、地域での差が、確実に出てしまう事にとても不安を感じて居ます。北辰

テストも 1 回も実施されておらず、この状況を家庭ではどうすることも出来ず、気持ちの面でも学力の面で

もマイナスからのスタートで受験を迎える事が本当に心配です。 

一年生なので、どこまで親が進めて良いのかがわからない。指定された教科書以外の内容を教えるべき

なのかどうか。 

共働きの為マル付けが精一杯でやり直しさせる程度しかできません。 

教養がない親が勉強をみる事に限界を感じる 

中間や北辰がなくなったり、受験が心配。 

購入したドリル等をやっているが、難易度が上がると躓いてしまっている。親がずっと付いて教えられない

のと教え方も不安があります。学校が始まったときに嫌悪感を持たないようには心がけているが正しいの

かも分からず難しいと感じます 

学校再開時に学校のリズムに戻るのに時間がかかりそう。日によって在宅勤務と学童を併用しているの

で、オンライン授業をされても、時間的に対応が出来ません。動画サイトなどを利用しての授業の公開な

どを希望します。 

課題をやればいいと思っているようで、自主的に予習などせずに心配しています。 

日中不在で、勉強をよく見てあげれない。習ってきたことを忘れないか、また、再開された時に勉強のスピ

ードについていけるのか心配。 

勉強が出来ないのが不安です。 

新学年の勉強をどう教えたら良いかわからなくて困っている。 
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家庭の中だと、学校と違いいろいろな誘惑もあり、勉強に集中出来ていない。 

学力の差が生じると思う。 

学校が始まった時に、生活や授業中座ったり、話を聞いたりなどについていけるか心配。 

学力低下、学力差 

自主学習だけでは不安なので、もっと宿題を出してほしい 

集中力がなくなってきているのが心配 

学校と自宅だとどうしても雰囲気も、気持ちも違うので全く勉強をしたがらない。この先ついていけるのか

心配。   

家庭学習で『休校による損失』を埋めようと思うと親が焦り親子ゲンカになり辛いです。新年度を 9 月から

始めるなら、早く決めて具体的に整備して落ち着かせて下さい。 

こまめに課題提出と、確認をする形じゃないと、なかなか勉強をしない 

一人一人の習熟を担任が理解して授業展開してくれるか心配 

自主学習している子、していない子の差が大きくできてしまいそうで心配。 

家でやれる事は限られてしまう。 

算数など親の教え方と学校の教え方が違うものは無理に教えてしまうと再開したときに子供が混乱してし

まうのじゃないかと心配で教えられない。 

課題がでて、子供と一緒にやったり、見たりあげたりはしているのですが、わからないこともあったりすると、

止まってしまったり、私自身がわからないこともあったりして、どうしたらよいのかわからなくなることがあり

ます。 

新小 1 は、まだ何も習っていない状態で、家庭学習からのスタートとなってしまい、親のプレッシャーがあ

ります。 

塾に行かせておらず、行かせる金銭的余裕もないので、行っている子との差が心配。 

学力の差が環境によって差があるかが心配 

教育的格差です。 

オンラインで授業を取り入れている学校もあると聞きました。 

これ以上遅れを取るくらいならオンライン授業をしている学校への編入も考えたいです。 

課題に対しては、何とか一生懸命やるが、それが終わり課題以外の予習等を一緒にやろうとすると、なか

なか気分が乗らず、進まない事が多い。 

特に、宿題になりづらい理科、社会等はそうなりやすい(新しい教科として追加された下の子は特に) 

学習に対してのやる気が、低下しています…。 

宿題だけいっぱいだされても子供もストレスがたまっているのでいっぱい出すのをやめてほしい 

算数を教えるのが、なかなか難しく図形で止まっているので心配しています。 

自宅で毎日学習しているが、課題も少なく復習が中心。また、学校でやっているときよりも遥かに学習時

間が少ないので、遅れが心配。 

予習をしたほうがいいのか。どこまで、どう教えればいいのか悩んでしまう。 

宿題が沢山でていて、全部出来るか心配です。 

仕事が休めないので子供だけでの学習には限度があり、学校再開後についていけるか不安です 

親が教えるには限界があるのだと、日々実感 

職業柄、仕事を休めない為、祖父母宅に預けています。勉強をするように言っていますが、あまり捗って

いません。自宅でご両親と過ごしている子との差がどんどん開いているのではないかと危惧しております。 
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親からの指摘は、子供が中々聞かない。先生の指導を切望する。 

休んでいる内容を取り戻せるのか？ 

その内容は、いつ教えてもらえるのか？ 

明確になっていると安心すると思われる。 

学校でやる勉強ほど勉強時間をこなせてないし、家だと集中力も続かない。 

子どもが学校での学習を楽しみにしていただけに、授業がないまま、課題に取り組むことになってしまっ

たのがとても残念。家庭学習だけでは限界があるので、先生の顔が見えるオンライン授業などを早期に

取り入れてほしい。 

私が仕事をしているため、学童が休みなため、下の子の面倒見ながら大量の宿題をやり大変そうです。 

集中力が続かず内容にも飽きてしまい、勉強時間が少なくなってしまう。 

仕事しているのでなかなか勉強見てあげられない。 

親が教えても聞いてくれない。分かろうとしない。ひとりで勉強しても楽しくないからと、やる気も出ない様

子。集中力がない。 

各学年に教育スケジュールがあると思いますが、当学年において最低限家庭でもできる勉強範囲を教え

て欲しい。 

平常時であっても、中１問題等の心配がありましたが、このような状況でさらに、学校がカリキュラムをこ

なすことに注力してしまうと、とり残されていかないか心配です。 

学習するということ自体、生活からだんだん離れてしまってる気がします。鉛筆で文字を書くという動作す

ら億劫になってるようです。 

教科書を開いて先生のように説明することが私はできなくて、子供も緊張感もなく甘えてしまい、学習は他

の家庭よりかなり遅れているだろうなぁと不安を感じています。 

受験生なので受験がどうなるのかが一番心配です。 

1 学期の内申が大事だと思いますが、すでに中間テストは中止で北辰などの外部テストも中止され自分

の偏差値もわかりません。 

これから志望校を決めようと思っていましたが、学校の説明会などもありません。 

先が読めないのがとても不安です。 

夏休みを潰しても休校中の学習は取り戻せないと思います。 

中途半端になるなら 9 月新学期や 1 年遅れでもいいと思います。 

受験生に不利にならないようにして欲しいです。 

学校生活も中学校最後なのでちゃんと送らせてあげたいです。 

我が子の場合、自宅での学習だとなかなか進まず、また学習量も少なくなっているので学力低下が非常

に心配です。 

課題の量も少ないと思います。課題となるとやらざるを得ないので、増やして欲しいです。 

どうしても親が言うことは耳を塞ぎがちなので、勉強を教えていても喧嘩のようになってしまって上手くい

かない。学習時間数(単位のようなもの？)がちゃんと 1 年間分できるのか、最低限の教育はさせてあげた

い。 

学校再開して 授業についていけるか心配です 

新一年生でまだ何も学んでないので、どこまでやらせていいのかわからない。 

来年度、学区を変える必要がある為、鴻巣市が進んでいれば問題がないと思うが、変えたその学校との

地域によって学力の差が出ないか、心配である。 
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家庭で少し予習できるように、算数などは、計算方法や式の正しい書き方、考え方を先生から手書きメモ

でもいいので頂きたい。 

休校が長いので、家庭で全くやらないよりは、少しでも正しいやり方でおさらいしたい。 

友達とのコミュニケーション 

危機感を持つことができずにいるので、心配 

復習をしなさいとは言ってはいるが、無理に勉強、勉強と言うのも限度がある。 

学習に意欲的ではないので、学校からの課題をやらせるのも大変。下の子の邪魔も入り尚更。 

まだまだ十分とは言えないが家庭で四時間五時間勉強はできないから足りてはないと思う。 

出される課題は、きちんとやっているのですが、他は何をして良いのかわからず予習も難しい。時間をも

て余している。 

親が仕事で家に居ないのでみてあげれることも厳しい。 

単元ごとの目的にそった指導が家庭でできないので、ドリルやプリント等、基礎的な内容の課題が多めに

あると嬉しい。 

再開後に 7 時間授業や土日や長期休暇を削っての授業が行われることになったら子供への負担が大き

いと思います。6 時間授業でもぐったり疲れているので。 

また、もし夏休みをなくすことになった場合、体育館や特別教室にエアコンが設置されておらず、登下校も

猛暑の中となるので、熱中症が大変心配です。 

勉強をするっていうリズムが作れていないため、勉強をさせても短時間で飽きてしまいふざけてしまうこと

も多い。 

学校での教え方とかもあると思うので変に教えづらい。 

わからなかったときの質問などができないし、新しい勉強に取り組む時のとっかかりが入学したばかりで

わからないようなのが心配です。 

中学生にもなると、学習の進捗を親が確認しようとしても反抗される。きちんと自宅学習が進んでいるの

か心配。 

学力格差が出るのが心配です。 

家での勉強は、親が働いているとなかなか見てあげらないので他の子達と差がつくのではと心配。 

学校の授業のように家では指導できないため、教科書を進めてみても、足りない部分が沢山あると思う。

自宅での指導方法が具体的に示されたら、親としても助かる。 

解らないところを教えることが難しい 

教え方がわからない 

学校が再開して、急ピッチで授業を進めらてしまうのかと思うと心配です。 

一人で進める子は今の状態でも平気だろうが、学校での友達がいて先生がいる少し緊張する教室の雰

囲気でないと勉強に集中出来ない子もいます。自宅学習の限界。 

1 学期の勉強は家庭で行うだけで学校ではできないとなるとすごく心配。 

学校からの課題が足りない。 

自宅でどのように学習をさせたら良いのかが心配です。学校からの課題だけでは不安に感じています。 

出された課題しかやらず、毎日コツコツやるべき事はやらず、親が言うのと先生が言うのとは違うようで、

なかなか自分からは学習しないです。 

夏休みも学校に通うことになった場合、熱中症が心配です。 

読書をするように課題が出ていますが、図書館が閉館しているので購入することでしか読書ができません。
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あまりたくさんの本は読めないので、少人数ごとで短時間で学校の図書館で本を借りられる機会があると

いいと思いました。 

復習ばかりで、年度内に新学年分が終わるのか心配です。 

受験までに新学年の学習内容が終わるのか心配です。 

3 ヶ月の休校期間の授業を 6 月からの学校で補えるのかが心配です。 

北辰テスト・英検・漢検など受験機会が減り受験への影響が心配です。 

自主学習も促しているが、なかなかできていない。様々なコンテンツも紹介してもらっているが、自分が悪

いのですが沢山ありすぎてあまり活用できていない。習っていないことなど、保護者が教えてしまってよい

ものか悩む。何十年も前のやり方で良いのか…。学校から指導の手解きなどのプリントを出してもらい、

それに従い保護者が少しでも教えておけば、家庭により多少のバラツキは出てしまうかも知れませんが、

学校再開時先生方も楽なのではないかと…。 

課題として具体的なものをもっとたくさん出してもらえると、うれしい。 

自学自習がうまくいかず、プリントだけではすぐに終わってしまうことも…。親としても指導者のようにきち

んと説明などが出来ず、心配事が多いです。 

中１なので、勉強の仕方や量などの目安がわからなくて心配。 

勉強時間が明らかに足りない。 

家庭学習では限界があります。 

早くオンラインなり分散登校なりしていただきたいです。 

課題以外にも何かやった方が良いのかが気になります。 

宿題が嫌な子で家庭学習は全然進まず困ります。 

家で時間割通りやるのは、下の子がいたら、ムリに等しいです。 

どんどん遅れている 

塾の有無や学校別に課題に取り組む内容の違いで差が出来てしまうのが心配です。 

私の仕事が休めないため目が届かない昼間の学習はほぼゼロ。 

家で勉強していると、下の兄弟もいるので気が散る事が多いので身に付いているのか心配です。 

家で勉強しているとまだ小さい弟もいるので気が散る事が多いので身に付いているのか心配です。 

色々な試験が中止になっていて、受験に必要な試験が受けられない。 

受験がとにかく不安です 

今からすべての単元を行った場合、差がでてしまうと受験生たちも、心境的に不安定になりそうでどうフォ

ローしたらよいか悩んでいます 

学校再開からの授業の早さが心配 

他の市では、課題が多く、学校側から時間割にそった学習計画をだされていたりする。ネットでワークシー

トなどを調べて行なっているが、親まかせな部分が多く、個人差が出ていると思う。 

在宅勤務をしながら勉強を見ているので、片手間になってしまう事、また幼い妹もいる為学習に集中しづ

らい環境になってしまっている事 

1 日の勉強に集中できる時間が短いので家庭学習が足りているか心配 

前の学年の終わりの学習もまだ残っているのに、わすれられないか心配 

スピードアップですすめられてもきちんと覚えていけるのか、ついていけるのか心配 

授業を受けていないので、勉強が遅れるのが心配です。 

まだ一ヶ月お休みです。週毎の課題を教科ごとに出してほしいです。 
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コバトンプリント意外にも活用できる勉強材料があれば助かります 

親が教えても、親の言う事は素直に聞かないので、ストレスがたまる。 

下の子がいるので、つきっきりで勉強を見てあげられていないので心配。 

休校期間の割に、課題が少なすぎて家庭任せ感が強い 

教えてあげられる家庭ばかりではないのでは？ 

休校のところで書きました。 

課題が少な過ぎる。 

自主学習はしているが、色々とやりきってしまったようでやることがなくなってきてしまったようです。 

学力の差や学年に必要な学習の習得 

現在は、学校の課題以外に新学年の教科書対応のドリルなどをやっています。 

ですが、新学期になって学年末までに授業について行けるか不安です。 

与えられた課題をよくやっています。 

課題は計画を立てて進めているようだが、それしかやらないので、１日の学習時間はかなり短いように思

う。 

自主学習をどこまでやらせてよいかわからない 

学習は机に向かうだけではなく、生活の中で教えられるものを考えておりますがこの学年の時期に何を

教えれば良いのかがわかりません。 

自分で予習している子と差がつくだろうと心配している 

地区ごとでもいいから分散授業(低学年、特に小 1 はまだ対面で授業ということをしてないので勉強という

よりコミュニケーションという意味で必要性を感じる)、出席できない人はオンライン授業の配信 

休校が決まり週２で家庭教師を付けましたが、学習内容をカバーしきれないのが心配 

集中出来ている時間が少ない。 

課題より進めてはいるが、周りの子がどの程度進めているか分からず心配。 

大きな心配はしていません。 

しばらく授業を受けていないのでいきなり再開したら体力的、精神的に疲れてしまいそう。 

遅れてしまっている部分がどうなるのか心配 

３月から休校中のフォローをどうするのか、早く方針を示して欲しいです。そうすることで、家でも目標たて

ながら学習をしやすい。 

他の自治体はいち早くオンラインや、宿題の受け渡しで学習が進みつつあるのに、鴻巣市は遅いので学

力に差がでないかとても心配している。 

とにかくできる限りの早い対応をお願いします。 

自宅学習をしているので学習面ではそれほど心配ではありませんが、学校でお友達と一緒に学ぶことが

大切だと思っています。 

学校を再開しても、駆け足学習になるなら、自学にて予習をすべきだと思う。学校で学習することは前提

ですが、例年のようにできないことを周知し、各家庭で勉強のサポートは必要と考えます。 

パソコンの貸与して、ネットでの授業を検討してほしい。 

家庭ごとの学習格差が進まないか気になる 

一年生なのでまだ勉強がどんなものかさえよくわかっていない。 

新たな知識を得る面での学習が滞っている 

課題が少ない。 
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家にいると全く勉強をしない。課題も嫌々やっている。習ってないところも課題にあるが、意味もわからな

いままやっているので再開した時に回りのお友達との差ができてしまっているのではないかと心配。 

勉強の習慣がついておらず、心配。 

オンライン授業で対応してほしい。 

学校のようにスケジュールをたてて家で学習するには限界がある。 

親が勉強を教えているが、うまく教えられないし、子供がどのくらい理解出来立ているのかが分かりませ

ん。 

休校により、先生が授業内容を充分取り組みをしなく、残った授業時間で全てを終わらそうとし、子供達

は理解出来ないまま、終わってしまいそうです。 

学校での学習量に比べたら、だいぶ少ないです。休校が長くなると、学習のモチベーションを保つのが大

変です。 

プリントは少ないと思います。家庭での学習(WEB)は子供だけでは使いこなせません。学力向上につなげ

るには難しいと思います。 

自宅での集中力がない 

3 月から休校により授業がストップしていて学力低下を心配してます。 

家に居るので学校と同じ勉強時間は子供は集中できません。 

家で学校の勉強進めたいですが、親では教え方分かりません。 

下に小さい子も居るので数時間一緒に向き合うのも難しいです。 

学校始まって他の子と大きな差がついてしまうことが 1 番怖いです。 

自学で勉強を進めるのは無理です 

休校になった分の授業が今後補えるのか心配。 

自宅学習で予習をしても、授業と教え方が違うと混乱しそう。 

集中力がなく、まだまだ幼稚園児という感覚が抜けていないようで、授業についていけるのか心配です。 

教師ではないので、復習や課題の手伝いなどは出来るが、習っていない範囲を教えるのは難しく、どうし

たらいいか困っています。 

復習プリントにも飽きてしまい、集中してできなくなってしまっている。はじめの頃は自宅で用意したワーク

などもやっていたが、今は学校からの課題をやるのみになってしまった。 

親が教えるには限界があります 

親が教えるには限界があります 

履修する予定だった範囲をしっかり勉強できるようにしてほしい 

例年より教えられる時間が少ないので、後々それが理解力不足といった形で影響してこないか心配です。 

親が仕事の時、学校の課題が進まず困る。リモートの家庭もあるので、難易度の高い課題は困る。 

毎日代わり映えのない、家で親や祖母に勉強を教わっていて、飽きてきたようで、復習や漢字の練習は

力が入りません。 

Web で教えて頂けると、新鮮味もあり、また集中力も高まるのでは·····と期待しています。 

学校再開になった時の学力の差が出てしまうのでないかと心配しています。 

家庭によって、内容にバラツキがあると思う。家庭学習だと、集中するのが難しい。 

とにかく課題をどんどん出してほしい。 

多いかなぁと思っている課題でもこれだけの時間があればあっという間に終わってしまいます。とにかく学

力面が心配です。 
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塾の授業を受けている人もいるので、学力の格差が心配。 

まだ勉強する習慣がないので、集中力がもたない。興味が湧かない。 

教科書を進めた方がいいのか。課題はこなすが、その先は子供もやる気がなく取り組めていない。 

日中仕事でいないので、勉強を見てあげられない 

勉強をしない。 

本人が勉強を嫌がるようになってしまい、どのように進めたら良いかわかりません 

学習内容を全て教えていただけるのかがとても気になります。休校が長期になるなら、せめて学習内容を

オンラインで配布していただけるような仕組みがあればありがたいです。 

課題しかやっていないので、学習のリズムが崩れるのが心配。先生が一言、頑張って、こうした方がいい

よと言ってくれるだけで、こどものモチベーションが上がると思う。 

自己学習のため、個々の差がでてしまう懸念。 

2 年生までの学習を忘れていそう 

無料でダウンロードできるプリントやオンライン授業も豊富にあるのでできることをやっている。むしろ学校

での教え方を親がしる機会になった。 

家では甘えがでて、親の言葉がなかなか入らず、説明を聞き流してしまいます。下の子の面倒を見ながら

なので、片手間になり、下の子と遊び始めて勉強に身が入らない様子です。一年生なので、１学期は平が

な、カタカナ、数字の勉強なので、５月末までならなんとかなると思いますが、それ以上延期を重ねていく

とどう指導していったらいいか不安が出てきます。 

先生じゃないから親が教えるのも限界があるが、頑張ってます。 

身に付いた学習の生活リズムでなくなってしまっていることで、勉強に対する意欲や集中力が低下してい

ないか。 

あまり勉強をみてやれてないこと 

学力の低下、学力の差が心配 

自宅での学習はなかなか集中力が持続せず、きちんと頭に入っているか心配。 

休業中にできる範囲で学習はさせているつもりですが、再開後に周囲との学力の差がついていたら、とい

う心配があります。 

学校が再開すると、猛スピードで授業が進むのではないか？ついていけるか心配。 

昨年度の授業が途中で終わってしまったので、そのフォローが出来ているか不安です。9 月開始になるの

かならないのかと含め、今後どうなるのか、早く決めて欲しいです。 

オンライン授業を早めに始めてほしい。 

学校や教育委員会、政府が完全に子供をほったらかしであるため勉強の習慣が壊れる事が心配。 

学校が休校になっていない地域もあるので、学力の差がのちのち出るのではないかと心配です。 
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８．鴻巣市や教育委員会、学校へのご要望・ご質問等有りましたらご記入ください。 

 

オンライン授業やホームルームの実施などを検討していただきたい 

家はネット環境は、あるがパソコンは持っていないので、オンライン授業したくても、出来ない。 

このまま、ただ休んでいてもしょうがない。次の対策を考えて欲しい 

休校がもっと長引いた場合のプラン A、B 等、想定、検討している内容を教えてもらえると助かる。保護者

の計画や心構えが出来るので。 

思い切って、諸外国のように 9 月にしたら良いのではないか 

納得できる説明、安心できる保障、信頼でかなる対応をして欲しい。 

学校も行ってないのに教材費が引かれてる意味がわかりません。 

家庭によって通信機器の有無があるかと思うが、タブレットなど、通信機器での対応で少しでも早く勉強を

進められたら良いと思います。 

今現場も混乱していて、政府から教育についての政策も聞こえて来ない中、市が判断をしていくのはとて

も難しいことだと思いますが、こんな時だからこそ教育委員会、学校、保護者がもっと連携を取り鴻巣独

自の取り組みを進めてもいいのではないかと思います。 

オンライン化を進めていただきたいです。 

休校期間の見通しがたてばいいのですが。 

ここまで来たらすべてにおいて休校、休業して、我慢するしかないです。子供が我慢しているのに大人が

出歩いている状況。 

健常の子供は学童も休みなのに放課後デイは営業していて変わらない生活を送っているようです。 

いろいろな不満は仕方ないですが…諦めてます。 

今は我慢の時期なので市の職員も教育委員会の方々も日々大変だと思いますが、我々保護者は家族に

感染者を出さないように生活していきますのでお互い大変ですが、この危機を必ず乗り切って笑顔で外で

遊んだらする日が来るのを楽しみにしています。 

鴻巣市には特別定額給付金の支給を迅速にお願いしたいと思います。 

休校中に学校に 1、2 回教材など取りに行く日があるが、保護者だけでなく子供も連れて行けると良い。友

達と会って長く遊ぶのはいけないけれど、新しい担任の先生との顔合わせや生徒の様子を見たり、少な

い外出の機会の一回になれば、短時間でも子供の気分転換にもなる。 

2 日しか設けていない日や、時間を延ばせば人が密集する事もないと思う。 

夏休みを全く無くすのはやめてほしい 

課題を出す時に、１日の配分も一緒に提示して、毎日どこを終わらせればバランスよく進められるのかス

ケジュールを作ってもらえると、進ませやすくて助かります。 

学習の遅れよりも、今遅れているからといって後から巻き返しのように子供に勉強をさせるような状況に

ならないようして欲しいです。型にはめるのではなく柔軟な対応を望みます。 

娘は大事な中 2 なのにこんなに勉強が遅れて取り戻せるのかとても心配しています。 

クラスを半分に分けたり、1 日数時間でも良いから学校で勉強したいそうです。 

一日も早く再開出来ることを願っています。 

学習の遅れが心配ですが自習にも限界があります。一日数時間でも、午前中だけでも少しずつでも学校

が 1 日も早く再開されることを望みます。 
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パソコンやタブレットを使って授業をしたり、解らないところを聞けたり、ホームルームなど出来たら良いと

思います。 

入学式は学校再開してからでもいいのではないかと思います。 

9 月入学にこの際変更するのに大賛成です。 

短い期間でいろいろ準備等大変なのはわかりますがぜひ改革していただきたいです。 

5/7 に入学式をやるのは非常に不安です。 

5/7 に予定されている入学式を延期してほしいです。登校日に集団感染が起きているとニュースになって

いるのに、入学式をやると判断した理由があるなら知りたいです。入学式に参加したいですが、この状況

で入学式に参加したくありません。子供も学校を楽しみにしているのに、待ちに待って入学式をやったの

に学校に行けないのはかわいそうだし、理解に苦しみます。それならば、入学式＋学校再開となると時期

にしてほしいです。 

休校が続くようならば、授業のライブ配信などを行ってほしいです。 

６年生の息子もいますが、最後の行事がすべてなくなりそうでかわいそう。中止ではなくて、延期で対応し

てほしい。 

一年生ですが宿題がでているだけです。少人数学級やネットを使った授業でもなんでもいいので先生や

クラスのお友だちと関われる環境を作ってほしいと思います。 

休校継続するならパットを全員に配って授業してほしい。 

すぐにでも授業を再開してほしい。感染リスクあるお年寄りがマスクしないで出歩いてるのに子供たちに

家で大人しくしないといけないなんてかわいそう！！ 

部活の学総がなくなってしまうと、折角頑張ってきた目標がなくなってしまうので、何らかの大会はやって

欲しい。 

9 月始まりになってしまうと、後何ヶ月も中途半端になってしまうし、また冬に流行してしまったら、それこそ

また繰り返しになって、全ての行事が無くなる可能性があるのでは。 

日本も９月新学期制にして欲しい 

まだまだ状況が変わらない中入学式をやるのが不安 

20 日まで休校延長という判断を早めにしていただけて助かりました。学校でも、先生方が再開に向けて準

備を進めてくださりありがとうございます。 

不安の中での再開は難しいと思います。 

子どもたちや先生方にとっても 9 月入学や始業は選択肢の 1 つではと思います。 

一日も早い学校再開を望みます。 

入学式、授業全て、安心できるときがきたら再開するべきです！ 

勉学は誰かの犠牲の上で取得するべきではないと思います！！ 

学校再開までの間オンライン授業（既存の動画等で可。先生たちがわざわざ撮ったものではなくても良い）

や、ビデオ通話でたまに担任の先生や校長先生などのお話を聞いたりできたらいいと思います。子どもは

新学年の先生をみていないので、新学年の実感があまりないようです。 

休校期間延長など仕事関係もあるので早めに決めて欲しい。 

これを機に教科書を端末に変換し、家庭でも学習しやすい状態にしていって欲しい 

特になし 

自主的に勉強するのが難しいので、課題を多めに出して欲しいです 

自主的に勉強するのが難しいので、課題を多めに出して欲しいです 
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市長宛のメールをしました 

オンライン授業では、多人数による雑音や、集中力の欠如が問題になるとおもいます。 

朝早い時間からの授業や、土曜授業など、工夫して、学業へ取り組む体制を強化してほしいです。 

個々の家庭への様子確認電話 を月に 2 度ぐらいして頂けたら、新担任とのコミュニケーションも取れる

かなと思います。 

低学年の場合、ネット学習になった場合、共働きだと毎日参加できない。録画方式でいつの時間でも出来

る様にしてほしい。 

入学式が５月７日となっていますが、４月にやらなくてなぜ今やるのかが分かりません。まだまだ危険だと

思います。落ち着いてからにして欲しいです。 

特になし 

家で給食のように沢山の食材を与えることはとても困難です。 

できれば、地区ごとで時間を割り振って、密にならないよう給食を提供していただけたらありがたいです。 

他のお友達の家にも遠いため、ほとんど他のお子さんと交流ができません。 

親同士連絡を取り合うことも難しい場合もあるので、子どもだけでも交流できる時間を作ってもらえたら嬉

しいです。 

登校日を設けるのはやめて欲しいです 

ネットの活用が不十分と感じます。休校のお知らせだけじゃなく、教材の提供、児童や親と先生のコミュニ

ケーションの場を作るなど、もっと工夫して考えてもらいたいです。長期化することは十分予想できている

にも関わらず、何もされていないように感じます。 

早めの見通しを立ててください。 

始まりを遅らせてもいいと考えます。 

それから、今年度は行事の中止は致し方ないと思いますので、先生方も無理をなさらず、ご指導頂けれ

ばと考えます。 

また、行政絡みの PTA 活動は、今年度は中止にして下さい。毎年、保護者の負担となっています。共働

き、単世帯の増加で、皆さん生活をするのて精一杯です。 

さいたま市はオンライン授業を決めましたけど鴻巣市はやらないんですかね 

学校によって格差が起こらないように市内統一の対応をお願いしたい。 

インターネット授業を検討して頂きたいです。 

学校が 5/20 まで休校延長になったのに入学式を行うの正直怖いです。 

コロナが落ちついて学校も再開したときに入学式を行ってもらえるほうが、1 年生の子供がいる親としては

安心です。 

コロナに感染するかもしれない不安の中、入学式を参加する事はリスクがあります。 

入学式ですが、不安だらけなのに、そんなに急いで行う意味があるのか疑問です。 

現在、まるで小学校と接点がないので、 

子供が不安定になってます。 

なかなか難しい状況ではあると思いますが、 

子供が先生や友達と、コミュニケーション取れる方法を考えて頂きたい。パソコンを通してでもいいので。 

９月入学の声もあると思いますが、それもいいと思ってますが、その前に、学校には準備期間として、通え

るようにしてほしい。 

学習面、運動面の対策を早くしてほしい。 
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安全も大切だが、このままずっと紙のプリントを配って回収するやり方ではダメだと思う。 

ネット学習お願いします。 

学校再開と学童再開は時期を一緒にしてほしい。 

他の県と統一できるならしてほしい 

現在、入学式が 5 月 7 日に予定されていますが、小学校入学は一生に一度の節目のため子供のために

も参列してあげたいと思う一方で、基礎疾患を抱えており、人が集まることによる感染のリスクを考えると

毎日葛藤の日々が続いています。埼玉県の今の状況ですと様々な理由で参加できない方も多いかと思

いますので、この状況が少し落ち着いてからの入学式 

開催を願います。 

通常の時でも、学校によって、宿題の量に差がありましたが、授業再開後に今までの授業の遅れを取り

戻す為、帰宅時間も遅くなり宿題をこなせるのか？安全面も心配。 

休日返上ともなると、親子共ども、気が休まらないまま、また新しい週が始まる。 

大好きな習い事を続ける体力すら残りません。 

オンライン授業笑お願いしたいです。 

教育面で大変なのはわかりますが、親も働けない方も増えてると思います。保護者のケアもしてほしいと

思います。 

子供たちのために、最善を尽くしていただければ嬉しいです。よろしくお願い致します。 

オンライン授業も検討してほしいです。 

オンライン授業ができたら少し安心です 

今後どうなるか分からないので週一での課題のやりとりがあっても良いと思う。 

六月から授業の詰め込みをやめる為子供たちにかなりの負担がかかります。９月始業式にしてほしいで

す。七月、八月はエアコンを入れないと授業にならないだろうし、換気ができず密になってしまいます。 

オンライン授業になった際にパソコン等の端末がないので心配です。購入する際も在庫不足や納期まで

の時間がかかることもあるようなのでオンライン授業を検討しているのであれば二週間以上の準備期間

を設けて頂きたいです。 

厳しい状況の中、子ども達への配慮、ありがとうございます。 

子供達の不安が軽減される様、宜しくお願いします 

これを機に、授業をオンライン配信するなど、検討してほしいです。 

このように声を聞いてくださってありがたいです。早目早目に教育対策お願いします。 

学校再開の時期の判断をしっかり考えていただきたい。部活だけ再開とかやめて下さい。完全に安全と

いえる時期までは外出させるつもりありません。 

入学式はコロナが終息してからやって欲しいです。味気ない入学式は悲しいですし、心配しながら式を開

くのはどうかと思います。 

今回のコロナ休校対応については早い段階で判断が出たので、仕事の面では助かりました。今後、どう

なるかわかりませんが、より良い判断をお願いします。早く登校できればいいとは思いますが、やはり、治

療法や安全性が確認されなけば、厳しいのではと考えます。 

オンラインで授業をしてもらいたい。 

感染者の立ち寄ったところを公開してほしい。 

パソコンはあるが、兄弟がいるので一台しかないパソコンでの勉強は、難しいかもです 

適切な対応をお願いします。 
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ゲーム好きなこどもたちの 特性を生かして早々 オンライン授業の導入をお願いしたい。 

親が感染してこどもだけが家に残る事になってしまうような事態には こどもへのサポートはどうなってい

るのか知りたい。 

埼玉県の医療体制の整備を整えて欲しい。 

大変だとは思いますが、例えば週一で本来授業でやるはずの市販テストを送付するとか、何かしら課題

が途切れないように、学校から送付されるといいなあ、と。 

学習の動画配信かオンライン授業をお願いしたいです。 

オンライン授業希望。 

オンライン授業をして欲しい。 

安全が担保されるまでは無理に学校を再開しない方がいいと思います。再開する場合は、どんな安全策

を講じるのかを明示した上で再開して頂きたいです。 

もし、学校が再開になったとして、児童や職員で 1 人でも陽性者が出たら再び休校ですか？ 

子どもと先生のコミュニケーションがまったく無いので、学校再開しても新しい先生とやっていけるのか不

安。 

ネット環境が、整っていないがパソコンやタブレット学習を市が進めてくれるのであれば、すぐにでも準備

したい。 

ネット授業の案が出てますが、子どもの人数が多いため人数分の用意が大変。また、他市では授業時間

も決まっていると報道されてましたが、子ども達で留守番をさせて仕事に出てしまうため、その時間に見

せられるか分からない。 

長時間画面を見せることになるので視力低下の心配もあります。 

授業の遅れが心配なのでオンライン授業をして頂きたいです。 

8 月夏休み多過ぎる。 

5 月 7 日に入学式はできますか？ 

今まで通り、早めの連絡をいただけるとありがたいです。仕事の都合や預け先等の検討があるため。 

ぶり返したら意味がない、焦らずにやって欲しい 

ネットワークでの学習環境を整えて欲しい。 

ネットの活用が不十分と感じます。休校のお知らせだけじゃなく、教材の提供、児童や親と先生のコミュニ

ケーションの場を作るなど、もっと工夫して考えてもらいたいです。長期化することは十分予想できている

にも関わらず、何もされていないように感じます。 

学童の受け入れを医療従事者以外もはじめていただきたい。社会的～とは書いてあるが、実際は受け入

れしてもらえない。非常事態宣言の間は、どうにか会社が対応してくれたが、このまま休校が延長した場

合、会社が機能しなくなる。会社からも、どうにかして出勤してほしいと言われている。テレワークできない

仕事で、どうにもならない。コロナで全員が大変な時期、自粛しなくてはいけないということは重々承知し

ているが、会社の存続も考えなくてはならない。 

命は大切です。 

休校延長するのは賛成です。しかし、友達と一緒に学校生活を送る事も大事なのです。 

５月７日に入学式だけやるというのが反対です。休校中なのに。やっつけ入学式になるとしか思えません。

０歳の弟がいるのでそこへの感染も怖いので欠席する予定ですが、入学する本人は行きたくて怒ってま

す。とても困ってます 

休校措置をギリギリで決めるのではなくもう少し早くとって欲しい。 
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安全宣言がでるまでは 

学校へ行かせるのは危険だと思います 先生方も色々考えて 

感染防止策をしてくれると思いますが子供達も友達に会えたら 

話したくもなるし 近づきたくも 

なってしまうので 

感染防止は難しく思います 

学校休校が続いており、いつ再開出きるかこれからの情勢も分からないので、鴻巣市もオンライン授業を

週 1～2 でもいいので導入していただけると嬉しいです 

まずは再開については安全を最優先に。休校延長が決まった際、市内の児童に感染者がいない為、学

校再開しようとしてたとの事でしたが同じ事を言って学校再開し、先生と児童数名に感染が広まった所が

あります。（富山） 

また今回が良い機会なので、オンライン授業の整備など進めるのも良いかと。今後もどんな事が起こるか

分かりません。何が起きてもすぐ対応出来る様にする良い機会だと思います。 

放課後学童クラブの対応にバラつきがある上、変更箇所に関して保護者への通達が無い事に非常に憤

りを感じています。 

市内の感染者が、これ以上増えてしまう可能性がある状況は作らないように、もっと慎重に考えてほしい。 

出てしまってからでは遅い。 

一瞬で感染拡大してしまい、命を落とす可能性があることを考えたら、落ち着くまでは、何百人が集まるよ

うな場を作ってはならないと思う。 

うちは子供の人数が多いし、皆にパット持たせたらいくらあっても厳しい。 

なんとか、５月中に光を繋げようと思ってますが、パットもなく、勉強に遅れが、、、 

周りの子は、ゼミなどの、パットで勉強していてずるい。 

うちは子供の人数が多いし、皆にパット持たせたらいくらあっても厳しい。 

先が見えないなか、対応は大変だと思いますが、 

鴻巣の子供たちが前向きに過ごしていけるように、子供ファーストで考えていただけたら、 

ありがたいです。よろしくお願いいたします！ 

事前に前もって延長など連絡が欲しいです… 

前日に中止になりました…など 

新しい担任の先生からの動画メッセージなどがホームページにのせてもらえたらうれしいです。 

プリント配布だけではなくオンライン授業など子供と教師が関わる事ができる勉強方法をとっていただきた

い 

休みになるなら、早めに連絡欲しい。 

コロナがいつ終息するか分からないので、何回も延期になるなら、早くネットでの授業を始めた方が良い

と思います。 

パソコン学習も良いのですが、姉弟がいてもパソコンは１台だったり、パソコンを使える大人が必要など、

負担が大きい感じがします。 

子ども達を守ってください。必要とあれば、エルミの 2 階 3 階の休業延長、ヘイワールドのユニクロなどの

休業を要請してください。医療過疎の埼玉では、そうするより他にないと。 

是非、配信で授業をしてほしい 

一学期中に再開するのであれば、早急にオンライン授業を希望です。 
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小６、中３、高３の子供達にとっては全てのイベントが最後の集大成です。「中止」は可哀想でなりません。 

全てのイベントが行われるよう願います。 

このような状況でご苦労されていると思いますが、周辺の市町村とも連携をとり子どもたちのために様々

な取り組みを期待します。また、学校と学童の足並みを揃えるようお願いします。 

今更、7 日の入学式に保護者も参加し、体育館に集合する必要があるのか？ 

課題配布等、中庭や下駄箱あたりでも良いかと思う。医療に負担をかけない為にも今耐えて最善を尽く

すべきでは。 

学習面の心配は確かにありますが、子供の安全を優先した決断を下していただきたいです。 

こどもたちへ家で自粛の徹底。遊んでる子達を見ると、自分の子も遊びたいというし、複雑。 

家でオンライン授業が受けられる環境を整えて欲しいです。 

入学式・学校へ行く事は検討して欲しい。 

課題のチェックを定期的にしていただきたいです。 

行田では、下駄箱に課題提出、新たな課題の配布を保護者が取りに行く 取り組みがあるそうで 

良いと思いました。 

オンライン授業導入時のプリント出力は、家庭ではなく、希望者は、学校配布としていただけると助かりま

す。 

皆様ありがとうございます。 

急な連絡はできれば避けていただきたい。仕事やすめない 

時短、隔日でもいいから再開してほしい 

他の市より早い対応に感謝します 

無理して学校を再開するよりもオンライン授業の充実に努めて下さい 

新しい学年の学習を休校中に進められるようにして欲しい。 

オンライン授業導入を希望しています。ですが子供が 3 人いるのでパソコンが 1 台しか無いのでオンライ

ン授業になっても 1 人しか使えないので、子供の数だけ購入出来る助成金などを考えて欲しいです。 

オンライン授業を希望します 

可能であれば、オンラインなどの授業をお願いしたいと思っています。 

早急にオンライン授業を始めてほしい 

連絡が遅い。 

ネット環境が、あまり良くないので、万が一、学習で使うような事になるのも困ります。 

教育委員会の決定にとてもではないが納得できない。 

子供のためなのか、なるべく穏便に滞りなく恙無く事を進めたいのか、なにがしたいのかわからない。 

学校にたいしても、あまりの放置に疑問が湧いている。 

朝から規則正しく過ごせるような配信をしてほしい。 

オンライン授業など検討して頂きたい 

中途半端な再開で密にならない環境が出来ない中再開され、不安でいっぱいです。 

減っているわけではないのになぜ再開されるのでしょうか 

子どもも家庭も辛い状態ですが、密になるところに送り出せるか 

早く決断を出してほしい。 

5 月 20 日までというのは非常に中途半端です。5 月末まで延長することは保護者も想定できました。なぜ

20 日までとしたのか？ 
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先生たちも保護者も振り回されて大変です。 

愛知県は一番に 5 月末という決断をされてました。見習うべきかと思います。 

私は安全宣言が出るまで休業にするのが一番いいと思います。なにかと催しが中止になるのは残念です

が命には変えられません。 

パソコンなどで、授業をして欲しいが、パソコンはあるが、ライブカメラがないので、 

タブレットなど、一人一代欲しい。 

鴻巣市に対しては、迅速な医療体制の拡充をお願いします。野戦病院的なテントやプレハブなどコロナウ

イルスに対する対策をしているのか気になります。 

教育委員会に対しては、オンライン授業のシステムをきちんと作って活用できるようにしてほしいです。今

回に限らず怪我や病気での入院や不登校などにも使えると思います。 

なぜこんな状況で入学式だけ 5 月７日にやるのか。なんのためなのか？子供の安全より別の事を優先し

ているのか。 

子供たちは一生懸命外出を自粛し自宅で過ごしているのに最早意味不明。 

コロナの危険があるのに、無理に登校をさせないで欲しいです。(入社式含む) 

入学式を開催して頂くのは親としてはとても有難く感謝の気持ちもありますが、この時期に開催するのは

とても心配な面もあります。入学式には役員を決めたりしなくてはいけなかったりもしますが、少人数で決

めたりする方法が他にもあるように思います。 

学校や学童は閉鎖すればいいとしか考えていないように見えます。 

国の方針でも、学習面をフォローするように、保育所や学童は簡単に閉鎖すべきでない、などとなってい

るはずです。 

休めば済む問題ではなく、休むのならば、工夫して何か出来ないのかを早急に検討していただきたいで

す。 

この先どのようにしていけばいいのか 

平日 7 時と 15 時頃にラジオ体操を防災無線で流してほしい。なんか気晴らしに元気になりたい。外出自

粛の放送ばかりだと心まで病んできちゃいます。 

オンライン授業をするのであれば、一人一台タブレットをお願いしたいです。どうぞ、ご検討よろしくお願い

します。 

林間学校をつぶさないでください。在学中に林間学校、修学旅行に行かせてあげてください。オンライン

学習の準備を進めていって欲しいです。 

オンライン授業できる環境を早く整えて欲しいです。 

オンライン学習の準備を進めていって欲しいです。 

コロナが終息しない限り学校の再開となるとインフルエンザのように流行り出したら怖いと思います。ウチ

は肺の持病を持った祖父が居るため家族が絶対に写るわけにはいかないです。主人はテレワーク私は

パートですが帰宅後は着替え手洗いうがい消毒してからタオルも分けて徹底しているので終息がまだの

学校の再開は不安でしか無いです。 

平日の日中は保護者が家にいないので、オンライン授業は難しい。 

また、祖父母に預けている為、ネットを扱えるとは思えない。 

5/8 の入学式も、出席したいのはもちろんですが、欠席も考えたい状態です。無症状であった場合、そこ

でうつる、うつされるばあいがあるので、こわいです。 

ネット授業の導入 
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4.5.で記載した点の検討をお願いしたい。パソコンは使えるが、在宅勤務でネットは常時仕事用で使うの

で、日中に子供向ライブ授業など配信されると仕事のデータスピードに影響が出るので困る。 

やはり安全が第 1 なので、休校は仕方ないとは思いますが、休みが続く限りしっかり課題は出していただ

きたいです。 

あと、やはり林間学校 7 月に無理ならなくなるのでしょうか。気になります。 

ネットで授業とか各教科ごとにやって欲しい。 

子供のために、勉強より命の方が大切だと今こそ学ばせるべき。 

子供はガマンして友達とも会えずに自粛しているのに 

大人たちはパチンコだなんて、、、信じられない。 

見本となる大人がこんなんじゃ子供の未来が不安です。パチンコ行く大人に注意してください。 

子供達は１番の被害者です。 

ウイルスを運んでるのは間違いなく大人です。今の状態。子供だから我慢させる？なんなんですかね。 

大人が自粛すれば子供達は普段通り生活できたはずです。少なくても埼玉県は。 

休校期限としている 5 月 20 日からオンライン授業で確実に再開できそうでしょうか？受験生最優先で、試

行的に実施してほしいです。一斉に再開するとネットがパンクしちゃいそうなので(親もテレワークの為)。 

上記、いくつかの学校への要望と同様 

割り切って 9 月から、もしくは今年度は全年代全学年留年という形にしていけばいいと思う。 

急いで授業を進めたところで、子供達のためにはならない気がします。 

課題を受け取りに来るようにメールが来たが、平日の 1 日に指定されても、仕事で都合がつかない。在宅

勤務ができず、やむを得ず出勤している保護者に配慮が感じられない。 

学校ごとに課題の出し方にバラツキがあるのが、問題。 

休校の中でも例えば 1 クラス１０名程ずつ登校日を設けて半日でも家庭でできない授業をするというのは

どうですか？ 

もちろん、全学年とも日にちや時間のズレをつけて、密集しないよう。 

全てにおいて遅く、無責任です。オンライン授業をしている公立校もあります。子供達に対してのケアもな

く、親に対してのフォローもなく。課題を出されるだけではなにも意味がありません。きちんと仕事してくだ

さい。 

ただ、タブレットが 1 台あるだけで、パソコン、プリンターは現在もっていない。また中学生の兄がいるため

中学でも使うとなると、どうしたらよいのか、購入しなければいけないのかとも思います。学校から貸し出

しやレンタルなどできたらありがたい 

パソコンはあるが、兄妹で使うとなると一台しかないので使えない 

家庭学習に頼らず、学んでない部分を学校で学習して欲しいです。家庭学習はこどもや親の性格や環境

によって大きく差がつく気がします。こどもは先生の言うことは聞いても親の言うことは聞かないものです。 

ただ、タブレットが 1 台あるだけで、パソコン、プリンターは現在もっていない。また中学生の兄がいるため

中学でも使うとなると、どうしたらよいのか、購入しなければいけないのかとも思います。学校から貸し出

しやレンタルなどできたらありがたい 

近隣市町村より先手を打って対応してくれているのはいい事だけど、もう少しきめ細やかに指示等出して

いただきたい。 

オンライン授業等に必要なタブレットなど購入補助とかして欲しい。 

林間学校をつぶさないでください。在学中に林間学校、修学旅行に行かせてあげたい。オンライン学習の
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準備を進めていって欲しい。 

学校により、タブレット学習の有無とかが違うのはおかしい。課題も、学校で量が全く違うのはどうなのか。 

オンライン授業をしてほしいです。 

新一年生の入学式は、5/7 に行わない場合、中止ではなく、延期にして欲しいと思います。コロナの影響

で 幼稚園、保育園を卒園してから だいぶ日にちが空いてしまい 子供達も小学生になった実感はないと

思います。入学式で、小学生になった事を実感して小学校生活のスタートを切って欲しいと思います。 

この異常事態に休校の判断を速やかにしていただいてありがとうございます。 

配信をして、意見が言える場が欲しい 

とにかく、人命優先の判断をお願いします。経済の問題、政治的な事、大人の都合、そんな事に惑わされ

ないで、何が大事かを見極めていただきたい。何かあった時に子供の命を保証してくれますか？ 

９月始業に 

オンライン授業を早く準備して欲しい。 

学校側から、週 1 とかでも電話で子供とコミュニケーションをとって欲しい。 

子供は、親としか話をしていません。 

友達と連絡出来なくせめて担任と話を出来たらと思う。 

オンラインでの授業をやっていただけるとありがたいです。 

全ての対応が遅いので、三月頭からの休校から早二ヶ月が終わりかけているのですが、オンライン授業

などの配信などの手配、など、どうなっているのでしょうか。国を挙げての緊急事態です。このタイミングで

色んなことを変えていく時でもあるとあると思います。 

上から降りてくるのを待っているだけでは、何もかわらないですので、民間のように早い対応が出来ない

ものかと、苛立ちを覚えます。 

なるべく早い決断と連絡が欲しい 

まだ入学式を執り行うは感染が心配 

学校ごとに差が出ないよう、子供が犠牲にならないようお願いします。 

将来的な問題にもなるので、学習への対応をきちんとして欲しい 

配信をして、意見が言える場が欲しい 

ネット環境が整っていない家庭にはタブレット端末等の支給をお願いしたい。 

政府や県の意見を待っているだけで良いのでしょうか？ 

先生方の考えは無いのでしょうか？ 

普段子供達に、自分の考えを持ち 意見をしっかり出しましょう。と教えている立場ではないのでしょう

か？ 

ゼロか百かしかないのでしょうか？ 

その間に沢山出来ることはあるはずです。 

もっと考えて、子供達の為に動いてください。 

先生方は子供達あっての職業であることを忘れないでください。 

公務員のあなた方は今まで通り、お給料をもらえるのです。 

なら、働いてください。 

子供達にその姿勢を見せてあげてください。 

不足分の学習をどこの時期に補うのか。 

出来るだけ早く学校を再開して欲しい。 
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分散登校など、感染予防を行いながら少しでも授業をして欲しい。 

休みが長期化し、生活のリズムが崩れがちのお子さんが多いと思うので、なるべく早めにオンライン機能

の利用を検討して欲しいです。 

決定が遅い、また、休校延長を予測しての対応が出来ていないとおもいます。またこの先も休校延長にな

るだろうなど、世の中の親御さんはおもっているとおもうのですが、課題などは大した量もなく、オンライン

授業が始まるわけでもなく、準備はしていただいているのかもしれませんが、上から降りてくる内容を待っ

ているばかりでは、この緊急事態を乗り切れないとおもいます。どうか、腰をあげて取り組んでいただきた

いです。よろしくお願いします。 

早めの決定、連絡をお願い致します。 

学校が始まれば、ずっとマスク着けてるわけにいかなくなる為 、 少しでもかかってる人がいる以上  始

まる事に不安。 

かといって、この先何ヵ月も家にいるだけの生活も先が見えなくて心配。 

複雑な心境。 

学校に行ってる時くらいの勉強量になるくらいの課題を出して欲しい。 

オンライン授業は無理です。 

親子が供にイライラ感情的にならないような勉強方法を伝授してもらえたら理屈では分かっていてもお互

いギクシャクするので 

やはり中央小の YouTube を取り入れてる事はすごいと思いました。宿題もしっかりしていて、 

学校によって宿題がこんなにも違いがある事にびっくりしました。椅子に座って勉強ができるのか、給食も

時間内で食べられるのかどんどん学校に行かなくなってきて不安です。 

ネット環境でもいいので、少し勉強をさせて欲しいです。 

学校はもっと子供のことを考えるべき。 

教育委員会は学校と連携をとって指導するべき。 

中学生で、オンライン授業は難しいと思う。ちゃんと、時間に行うことが出来るのか仕事に行ってから守る

ことか出来るのか？縛られることなく家でだらだらしてるのに規律正しく出来るとは思えない。高校のオン

ライン見て、ノートをとるとか学校でやってたことが高校生でも出来てないのに中学生なんて、無理だと思

う。 

本を借りれるようにしてほしい。 

休校中の学習について、学校からの細かい指示などがなく、親が学習を提示しているため負担がとても

大きいです。明確な課題を提示してほしいと思います。 

学校再開については安全第一で慎重に考えて欲しいと思います。もし再開するにしても、親の判断は

様々だと思いますので、学校を休む場合の欠席扱いではなくするなど、ご配慮をお願いしたいと思います。 

週一でも、登校日を設けてほしい 

休校期間オンライン授業をして欲しいです。パットなどを配布して欲しいです。 

学校の再開は、安全宣言がでることは、もちろん、周辺地域の感染者がなくなるまで、望んでいません。 

確実に安全と言えるまでは、子どもを登校させる気持ちにはなりません。 

ので、焦って再開などは絶対にしないで頂きたいです。命が１番ですので。 

今、ニュースになってるように９月新学期に賛同します。（確実に収束していればの話ですが） 

むしろ、1 年留年ぐらいでも良いと思っています。 

子どもにとっては、楽しみで様々な経験のできる貴重な 1 つ 1 つの行事。どんどん中止となっていってしま
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うことは、仕方のないことだと理解できますが、やはりかわいそうです。 

先生方もこどもたちのことを 1 番に考えてくださりたくさん、悩んでくださっていること、見えないところでも

支えてくださり、感謝でいっぱいです。 

ありがとうございます。 

休校中の学習について、学校からの細かい指示などがなく、親が学習を提示しているため負担がとても

大きいです。明確な課題を提示してほしいと思います。 

学校再開については安全第一で慎重に考えて欲しいと思います。もし再開するにしても、親の判断は

様々だと思いますので、学校を休む場合の欠席扱いではなくするなど、ご配慮をお願いしたいと思います。 

パソコンください 

９月新学期制を導入して 

８月などは補習授業をしてほしい 

早くオンライン授業を導入してほしい 

学校からおうちでの時間割を用意してもらえたら助かります。メリハリが出てやる気になると思うので 

出来れば、１日数時間で良いので午前中とか校庭の開放や、教室で自習したり出来る時間をもうけて頂

けると助かります。 

絶対に安全だと言いきれるまでは、学校は再開しないで欲しい。 

登校日も設けない方が良い。 

毎日メリハリのない生活になってしまっているので授業を配信して欲しい！ 

オンラインによる授業を強く要望します 

毎週とまではいかなくても、分散型にして月 2 回くらいの登校日は設定してほしい 

映像授業お願いしたいです。 

共働きの家庭では休校、学童がお休みは厳しい。一時預り、学童再開を願います。 

とにかく、子どもの安全を一番に考えた対策をとっていただきたいです。課題の受取日にも、保護者一人

で来校するよう案内があっても、幼くない子ども複数連れてきて校庭で友達と遊ばせている家庭が多数あ

りました。どこでどのように感染するかも分からない中で、意識の違いが悲劇をうむことにならないといい

と感じました。 

ICT の中途半端なアンケートが来ましたが 

取りっぱなしで仕事したような気になって満足するので無く、早く実現させて下さい 

今回のコロナ騒ぎが落ち着いたとしても、その後にも二波、三波と来ることが予想されます 

数ヶ月で終わる問題ではなく、休校措置も長期化する可能性が高く、そのため早急にインターネットを利

用した授業の実現が望まれます 

いろいろと大変な中ありがとうこざいます 

１点ございます。子供の楽しみにしている修学旅行ですが 現状答えは難しいかと思いますが どのように

なりそうでしょうか… 

教育委員会は対応が遅く不信感が募る。学校もホームページ発信が遅い。 

どんな形にせよ、授業を受けるために必要な物は積極的に用意するので、早めに方向性を決めてほしい。 

学校に行けなくなり、友達、先生とのコミュニケーションが取れないだけでなく、授業がどうなるのか心配。 

動画配信を開始してもらいたい。 

出来れば、図書館を数日でも良いのであけてほしい。 

休校の延長が出ている中で、5 月 7 日に入学式を行うのはどうかと思います。 



 13 / 32 
 

事態が収束してから行うのがよいと思いますが、どうでしょうか。 

今ではないと思います。 

この状況でどうして入学式をやるのか？ 

保護者も集まったら余計に危ないと思うし、そこで感染が広がりそうで怖いです。 

行う必要があるのか？ 

学校から案内されたオンライン学習の画面、細かくて見にくいです。 

初め子どもは興味を示していたのですが、親の私自身が眺めるのが辛くなりました。今は全然画面を開

いておりません。 

民間のタブレット学習を行っている企業の画面作りを取り入れられませんか。 

または、提携して導入出来ないでしょうか。 

ですが、せっかく担任の先生がおられるのですから、画面を通じてコミュニケーションしながら授業が進め

られる方がより良いのかもしれませんね。 

まずは試験的にでも良いので、進めて頂けたらと思います。 

よろしくお願い致します。 

この状況でどうして入学式をやるのか？ 

保護者も集まったら余計に危ないと思うし、そこで感染が広がりそうで怖いです。 

行う必要があるのか？ 

迅速に対応してもらいたい。急な変更等は、親も子も大変です。また、学校再開にあたり、消毒類など準

備がきちんとあるのかどうか、校内の消毒など、どのようにするのでしょうか⁇ 

新学期始まって新しい先生とも友達とも交流がなく不安 

オンライン授業をやって欲しいです。 

運動も全く出来てないので、体力も落ちてきています。授業もそうですが、運動に関してもみんなについて

行けるのか心配があります。 

すでに 2 か月も学校が休みなので、それをプラス 1 か月で何とかするわけでなくて、減った分は夏休みや

冬休みをなくしたりして、しっかりと学習してもらいたいな、と思います。 

オンラインするならオンラインするで 1 ヶ月前には連絡して欲しい。仕事してるのでパソコン買いに行くとか

もセッティングするとかの時間がない。 

仕事してる側からすると、本当に対応が遅く、それに合わせる時間がなくて本当に困る 

5 月 7 日に入学式が予定されていますが、反対です。今はやめたほうがいいと思います。学校再開の日

に入学式を行なってください。 

早い対応を。 

鴻巣市の判断は、国や他の市町村に比べて大分早い段階で決断していただいているので大変助かる！

早ければ早いだけ、あらゆることを想定して備えることができるから！ 

先々のことは国や県の判断も必要になるだろうが、まず第一に子供の気持ち、そしてその親の気持ちや

仕事を優先的に考えた上での決断を早く行うことに心がけていただきたい！ 

後は、受験を控えた家庭への配慮、高校との連携を速やかに行っていただき、直前になってから、想定外

だったと言い訳するようなことがないようにしてもらいたい。 

いつも子どもたちのために、ありがとうございます。 

何事も早く決断してほしい 

9 月始業が現実的ではないのなら、今すぐ通信教育に切り替えてほしいです。 
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携帯なら各家庭 1 台は必ずあると思います。不可能ではないと思います。 

9 月の始業賛成です。それがダメなら留年させてほしい。 

早めに延長を決めていただいて気持ち的に助かりました。どうなるんだろう…と考えることのストレスから

解放されたので。 

先ほども書かせて頂きましたが、始まっても今まで通りの授業内容、ペース生活態度、リズムなど出来な

いことを念頭に置いて子どもたちを見守ってください。 

運動会も含め行事は中止の方向で決定してほしい。その方が先生方や保護者も右往左往せず子供のこ

とを考えてあげられる。子供たちにとって普通の大切な毎日を優先させてあげたい。 

大変な状況の中、色々と取り組んで頂きありがとうございます。 

入学式が出来る事自体は嬉しいのですが、参加を悩んでいます。個人の判断で色々な意見があるとは

思いますが、父兄の参加も悩みます。 

長引くので有ればオンライン授業も検討していただきたいが、兄弟がいるとその台数分機器も必要だし、

ネットも不安定になる可能性がある。まずは先生と子供の課題の進捗管理や、出された課題でわからな

かった事を聞ける場を設ける等からオンラインではじめてみてはいかがでしょう？ 

安全に配慮しつつ早く学校を再開してほしい 

入学式を 5 月 7 日にするのは延期して下さい。絶対危ないです。欠席しても構わないという内容でしたが

無責任すぎます。学校の再開が決まった時に入学式をするべきだと思います。 

オンライン授業が出来るようにして欲しい。コロナじゃなくても、最近は台風などの自然災害の被害も大き

いので、そういった時に休校となっても使えると思う。 

積極的に動いている自治体の真似でもいいので、新しいことをどんどん取り入れてやってみて欲しいです。

新しい取り組みは、うまくいかないこともあると思います。改良していけばいいと思います。少数派の反対

意見を気にしていたら何もできません。 

何もやらないよりはいいと思います。 

オンライン授業（オンラインが難しいなら動画配信）を早く進めて欲しい。 

オンラインの導入もそうですが、週一回分散登校など考えてほしいです。  

お友達とも会えないメンタルの部分、外出自粛により、登下校の徒歩もないので体力の低下等心配は尽

きません。 

集会のように、週一でも校長先生や他先生方のお話し動画を送ってもらえると良いなぁと思います。 

5 月いっぱいお休みにして欲しいですが、１日１学年ごとなどで時間指定で校庭の開放をしてほしいです。 

勉強の遅れなどは長い目を見れば大したことのない事だと思います。家庭と本人の努力次第です。友達

と会えないのは寂しいですが、命があればまた会えます。安全を第一にした選択をお願いしたいです。休

校中、子供と今しか出来ない事を楽しんでいます。今まで仕事と宿題に追われて取れなかったコミュニケ

ーションがたくさん取れています。休校は悪いことばかりではないと思っています。 

学校に行きました→感染しました。では 大変困ります。子供達と一緒に持病を持ったお年寄りと住んでい

る家もあります。 

速やかにオンライン授業を。オンラインが難しければ動画配信でも。これ以上の遅れや格差は受け入れ

がたい。全ての科目で内申点の評価基準を明確に。学校ごとの差異はあってはならない。 

子供達のために、手を尽くして下さりありがとうございます。 

可能かどうかはともかく… 

今後、タブレット貸し出しやインターネット配信などで、家庭学習期間でも勉強が進められるようになったら
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ありがたいです。 

学校再開に関しては、コロナの状況にもよりますが、短時間でも、例えば屋外で集まったり、お友達や先

生と 1 日も早くあえたらと思います。 

任意でいいので学校を再開してほしいです。寂しい思いをしている子やストレスを抱えている子も多いと

思います。健康管理されている子供たちが集い、子供達を１番に考えてくれる先生方がいて、栄養たっぷ

りの給食を提供してくださる学校が１番安全だと思います。 

休校延期等はもっと早く連絡してほしい。 

子供たちに先生方の顔だけでも見せてあげたいです。無理なら先生方からのメッセージだけでも。 

毎日、勉強していますが、もちろん自分のためですが、子供からすれば何のためなのか？学校を忘れな

いためにも、先生との繋がりを実感させてあげたいです。 

子供たちに先生方の顔だけでも見せてあげたいです。無理なら先生方からのメッセージだけでも。 

毎日、勉強していますが、もちろん自分のためですが、子供からすれば何のためなのか？学校を忘れな

いためにも、先生との繋がりを実感させてあげたいです。 

迅速な対応と誠意をもって、今学業が滞ってしまっている子どもたちへの教育理念を示していただきたい

です。 

こんなに外出は控えないとと言われているのに、なぜ 5/7 に入学式をやろうとしているのかわかりません。

注意しても、子ども達も久し振りに会えば近づくし、テンション高くおしゃべりだってすると思う。出欠は親の

判断でとしながら、学校の HP には節目が大切とあり、節目は大切だと思うが命も大切で、欠席しようかと

悩んでいます。命より節目を大切にするという姿勢の鴻巣市の教育の考えに、今後何かあっても子ども

の事を 1 番に考えてもらえないのではないかと心配になります。 

出欠まばらの中、入学式をやるよりは、コロナが落ち着いてみんなが参加出来るようになってからやれば、

いいと思います。こんな状況なのだから、この時期に出来なくても仕方ないです。 

人数や登校日を分散して、回数は少なくてもいいので、グループ化して学校がある日を設けてほしい。 

子供達の為に家庭学習等スムーズにできるようにしてもらいたいです 

自宅でもより良い勉強ができるようにオンラインや密に連絡や勉強を教えてもらいたい 

ズームで授業が受けれたら助かります 

子供達用にマスクを用意してもらいたい。 

鴻巣市として、学校として、今後どのように進めていくのかを早く伝えて欲しい。 

大変な事はありますが、埼玉県などのコロナの安全が確認されてから、学校など人の集まる場所は再開

して頂きたいと思います。 

先が見えない状況のなか、いろいろと対応していただきありがとうございます。学校再開や休校延長が決

まれば、早めに知らせていただけると助かります。 

メールが小学校からくるが、ホームページアドレスのリンク先をつけてほしい。 

すぐに見られる為大変助かるのでお願いします。中学はそうしています。また、土曜日すべて学校にして

ほしい。また、夏休みや冬休みも 長期でなく休みは一週間程度とし希望者は、勉強をさせて頂けたら本

当に助かります。 

 休ませたい人は休んでいいにするなど。 

対応が遅い 

メールの内容、タイミングが悪い 

持病を持った家族がいるので 学校が再開後 感染して 最悪な結果にならないか とても心配しています。
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命より大切なものはないという事を考え 判断して頂きたいです。 

先日、教育委員会から家庭内の IT 環境の調査が学校を通じて配信されましたが、自由記載欄がなく解

答欄にない状況についての解答ができませんでした。 

たとえば、家庭内に複数児童がいる場合、人数分のパソコンやスマホの環境を指定の時間帯で準備する

のは困難です。 

また、保護者が不在、または同時間帯で積極的に子供の学習に関与できないの場合(例えばテレワーク

中などは、在宅中でも子供の学習を見ることができる環境にない)、環境は整ったとしても速やかにオンラ

イン授業が受講できるイメージがわきません。一次調査であることはわかりますが、だからこそあらゆる

想定をしながらすすめていただけるとありがたいです。 

全てが最初からうまくいくのは難しいと思いますが、大きな一歩をふみだしたことについてはとても評価し

ています。 

学校再開が決まってから入学式を行ってほしい。子どもはコロナにかかっても軽傷で済むかもしれないが、

同居家族に持病がある高齢者がいる家庭もある。子どもだけを見るのではなく、今は家庭全体を、地域を

見てほしい。家庭学習をしていながら入学式をしていないのは確かに変ではあるが、今はとにかく命を優

先してほしい。 

国の判断より、市や教育委員会が英断できないのでしょうか？地域にいるからこそより早く正確に決断で

きることもある気がします。 

ご家庭によっては、課題を子供と一緒に行えないです。特に学年が上がると難易度、量も増えます。学校

が課題を家庭に頼めばそれでやった事にしていいのでしょうか？1 学期評価は公平でしょうか？ 

オンライン配信整備を整えてほしいです。 

先生と子供達との直接のコミュニケーションを取って、教育者は状況を把握すべきだと思います。 

5 月 7 日の入学式を延期または中止にして欲しい。 

命・健康あっての学校なので、休業中の登校時にクラスターが発生しないとは限らないので、たとえ 20 人

程度でも集まれば子供達は近づきあってしまいます。 

例え 30 間だったとしても教室に集まるのは危ないと思うので、集まる事は避けた方法をとった方がいいの

では？ 

コロナで大変な中、ありがとうございます。 

不満に思う事はありましたが、子供達の安全が一番です。一生懸命、考えてくださりありがとうございます。 

オンラインで先生やお友達と会話出来るだけでもストレスは違うのかなと思います。 

環境が整うまでの間、先生から電話でも子供と話して様子を聞いて貰えると気分転換になるのでは？ぐ

ーだらしてるので少し引き締まるかな？ 

まだまだ不安な環境ですが、健康に気をつけて下さい。 

ありがとうございました。 

おそらくこのままだと学校再開は厳しそうなので、オンライン授業のスタートを真剣に考えて準備を始めた

方がいいと思います。 

小学校は課題が細かく出ているが、中学校も同様に課題を細かく出してなるべく格差が出ないようにして

もらいたい。 

県の方針を待ってでは対応が遅いと 

思います。自治体で学習方法など 

独自で工夫をして動いては、と思います。 
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子供達は学校にも遊びにも行けない日々が続いていますが、今出来る事を本当に頑張っています。 

学校再開はもちろん大事ですが、再開にあたっては、何より子供達の安全を最優先させてほしい。 

休校に入るのに言われたからその日から休校にするのはどうかと疑問。近隣の市区町村との差が大きい。

熊谷、行田、北本などのように少しでも準備をして休校にすべきだったと感じる 

今までにない事態に、試行錯誤されているところとは思いますが、少しでも不安が解消される方法があれ

ばと思っています。 

学校の時間割に近い形で、ネット上でみんなと一緒に会える感覚があると子供のやる気は繋げて行ける

気がする。 

近隣の市区町村では 4/13 から始業と言われてた中、鴻巣のみが 8 日からとメールまで来たので入学式

はせめてやるかと思いましたが一転、逆に近隣の市区町村は入学式、始業式のみ行い休校に入るとなる

と今度は鴻巣は入学式、始業式すらやらずに休校という。決断を焦らないで頂きたい。 

今後も休校が長引くようでしたら、早めにオンライン授業を取り入れるなど、児童が平等に進められる体

制が整うように協力をお願い出来たらと思います。どうぞ、よろしくお願い致します。 

新学年の勉強を課題にせず、復習などの課題を出してほしい。オンライン授業となっても自宅で子供だけ

でできるか不安。仕事でみてあげられない。 

終息後、また感染拡大する可能性もあります。どんな状況になったとしても子ども達への教育を止めない

ようこの休校中にたくさんの準備をお願いしたいです。 

オンライン授業、動画配信、ステイホームでも出来る事はたくさんあるはずです。 

ですが各家庭の通信環境の状況を確認する連絡すらない。何を最善と考えているのか不信感しかありま

せん。 

この難局をどう切り抜くか子ども達は見ています。出来ないではなくやるしかないんです。 

子供はスマホ等がないので、休校になって人とのコミュニケーションがほぼ無く、何か学校や先生からお

便りや電話で一言励まして貰えると、自宅学習のモチベーションにつながると思う。休校が長引くなら、オ

ンラインを利用することも検討して欲しい。 

休校の対応についてにも記入しましたが、e ライブラリの導入と未導入の差をなくして欲しい。 

またこのような事態になった時の為にも、タブレット導入などを早くして欲しい。オンライン授業でも構わな

いので、指導が欲しい。 

休校中に入学式実施はやめていただきたいです。 

休校解除の判断は、かなり慎重に行ってほしい。 

また、アナウンスする場合、スケジュールに余裕をもってほしい。 

急なアナウンスは、保護者、先生双方にとって、振り回されて大変なことになるので、やめてほしい。 

外出自粛と安全を考えると子供の行動範囲はほぼ家の中という状態です。 

週に一回ほど、課題の提出と新たな課題を取りに行くということで学校に行くという予定があれば少しは

生活面と運動不足(登下校)が解消され、先生と家族以外の人と少しでもコミュニケーションをとることで刺

激になると思い、そのようなことが可能であれば望んでおりますが…ただまだ難しい状況なのはわかって

いますので、感染の状況をみながら柔軟にご対応をお願いできればと思います。 

入学式を延期にしてほしいです。コロナウイルスが終息し安全になってから、学校再開が完全に決まった

状態でやってほしいです。今の状態で入学式は凄くおかしいと思います。 

課題を沢山出して、勉強に遅れが出ないように努めてほしい。ネットで授業配信してほしいが、それが出

来ないにしても、プリントを送付して添削するとか、自校の生徒の学習状況の管理をしっかりしてほしい。 
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全生徒が理解できる学習の対応をお願いしたい。 

分散での登校でも時間差で教室に入るのは 10 人ずつとかにして欲しい。集団はやめて欲しい。 

休校延長のお知らせなど、素早い対応ありがとうございます。引き続き、子供達によりよい教育が出来る

よう検討をよろしくお願いします。ただ、職員や先生方の負担が大きくなりすぎ体調を崩されてはいけない

ので、無理なさらずご自愛ください。 

経験したことのない事態ですが、子どもたちのために最善策をお願いしたいと思います。 

教育授業のソフトウェアで学校の先生と学生との授業や宿題のチェックとができるようになれば良いと思

う。 

久喜市みたいなオンライン授業をやってほしい。パソコンルームも解放して。 

早くオンライン授業して欲しい。タブレットの貸し出しを考えて欲しい。 

命第一で、無理な登校再会はしてもらいたくない。オンライン授業なども視野にこれからの学習面の取り

組みをお願いしたいです。 

オンライン授業を始めて欲しい。 

今年度の見通しを、早めに出してほしい。 

行事などについて、市としての統一した方針を示して欲しい。  

学校公費を増やしてください。 

学校の授業参観日を楽しみにしているのですが、兄弟（低学年、高学年）で日程がズレてしまう為、仕事

を 2 日間休まなくては行けない状況です。出来れば全学年同じ日で 1 日で全学年が見られるようにしても

らいたい。 

1 年に 2 回くらい引き取り訓練がありますが、日程を平日ではなく土曜日にしてもらいたい。 

前年度の勉強も終わりきらず休校になってしまったので、学校が再開したら、きちんと教えきって更に復

習もしてから、新しい学年の勉強を進めてほしい。いずれ、受験などの時に、このところはあまり教えても

らえなかったところだ…などとならないようにしてほしい。たとえ夏休みがなくなったとしても親としてはそち

らを望みます。 

喘息の基礎疾患がありとても不安なので、安全に学校へ通えるようになるまでは自宅で自粛していたい

です。 

ホームページに家庭学習の参考サイトを掲載するだけで、家庭任せの休校対応に不満があります。また、

同じ市内でも学校によっては YouTube で配信があったり、課題がしっかり出されていたりと差があるのは

おかしいと思います。同等の対応をしてほしいです。 

オンライン授業が希望ですが、無理なら時間割表をだし、教科ごとにこういうことに取り組んで欲しいなど

具体的に示してほしいです。 

学校のホームページを見ましたが、シラバスも見つけられず、何をして過ごすべきなのかが本当にわから

ず、不安です 

学習面も大事ですがやはり第一に大切なのは子供達の命です。ワクチンもできていないのに学校を再開

させてはいけません。 

緊急事態宣言がでているので大変な事はわかりますが０か百ではなくもう少し子供にストレスがかからな

いように登校日を設ける等して欲しい。 

色々と、決定が遅すぎます。入学式もこんな中やるべきではないと思います。 

オンライン授業を取り入れてもらいたい。 

コロナが終息しない限り，学校は再開させてはいけません。学習も大切ですが子供達の命が 1 番大事で
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す。 

繰り返しになりますが、 

2 年の時は 3 クラス、人数不足のため 3 年で 2 クラスになりました。 

少しでも 3 密を避けるため、3 クラスの編成を検討して欲しい。 

休校の連絡はもっと早く決断できませんか？ 

仕事が休めない、周りに頼れる親などもいない家庭へのフォローが欲しい 

最後の小学校生活、行事が次から次へとなくなり、いつまで休校が続くか分からないのであれば 9 月から

始めてほしいです。 

再開する時に、コロナが落ち着いていなかったら、自由登校を考えていただきたいです。仕事優先。の方

もいれば、休校賛成の人もいます。欠席しても、欠席日数にしない。など、各家庭の判断にゆだねて欲し

いです。 

5/20 までの休校宣言はとても早い判断だったとおもいます。 

国や県の方針を待たずに決断して下さりありがとうございました。 

学校のホームページに保護者へのお知らせなど、随時新しい情報を載せてほしい。できれば、休校中の

学校の様子や担任の先生によるクラスメイトへの励ましのコメントなどが掲載されていると、子ども達も安

心すると思います。 

休校は致し方ない。命の方が大切です。ただ入学式を 5/8 にやるのはクラスターになりかねないと思いま

す。 

学校再開より 安全を優先して欲しい 

先生方もいろんな意味で大変だと思います。親の立場ばかりで考えてしまい申し訳ないな、と思うこともあ

りますが、どうしても親の立場での早期再開を望んでいます。先々の受験のことも考えると、子供が緊張

感のない今の姿勢でいる時間が長くなることに不安を感じています。何をやるにも正解はないと思います

が、最大限可能なことからの再開を望みます。 

オンラインを検討してほしい 

緊急事態なので仕方が無いと思います。皆様もどうか健康に留意され、頑張って頂きたいと思います。 

できれば 9 月始業にしてほしい 

校庭の解放。(公園に集まっている状況を踏まえれば、閉鎖する意味はあまりないのではないか。) 

学童の再開。(親が休まなくてはならない。生活リズムを作りやすい。) 

鴻巣市は埼玉県の中で、レベルが最下位なのであきらめているのでしょうか？ 

一切何もないので、学力の差が気になります。 

せめて担任から、子どもたちの様子を気にして連絡が欲しいです。 

早急にオンライン授業などで、学校を再開して欲しいです。 

学校や市の大きい公園をすぐ解放してほしいです。そうでないと、小さい公園に子どもが密集してしまい、

今大変な事になっています。 

どこにも行き場がないのは、親子共に相当なストレスになってしまいます。 

学校の HP にでもいいので、算数などの大事な所の解き方など記載していだだけると助かる。 

5/7 に入学式をやると連絡が来ましたが、何故今入学式をやるのか理解できません。ただ、怖いです。 

オンライン教材など取り組みの内容がみえる学習を取り入れられないか。 

登校日を設定してほしい 

子ども達へ何かメッセージの配信をしてほしい。 
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オンライン授業を導入してほしい 

ネット学習について、本格的に始まる時期が決まっているのであれば早めに通達していただきたい 

再開したら、学校生活に慣れるまで疲れやストレスが溜まると思うので、家ではその期間だけゆっくりさせ

たい為宿題は少なくして欲しいです。 

アンケートありがとうございます。子供たちの為、よろしくお願いいたします。 

以前行った校庭開放も全然混み合ってなかったので、時間で区切ったりしながら、子供を外で（校庭）遊

ばせてもらえないでしょうか？ 

以前行った校庭開放も全然混み合ってなかったので、時間で区切ったりしながら、子供を外で（校庭）遊

ばせてもらえないでしょうか？ 

再開した時に親子の負担にならないような学習環境、対応を期待しています。 

祖母も一緒に、暮らしておりますので感染しない為にも、学校にはまだ行かせたく有りません。 

オンライン授業はやらないのか？ 

曜日ごとに学年を分けて、クラスの中でも 2 つ位に分けて密にならないようにして、週 1 でもいいので授業

はできないのか？ 

図書館が閉鎖されており子どもが本を読めない。予約制・窓口渡しを再開してほしい。 

給食は、クラスターが発生しやすいのではと考えております。子供のメンタル的にも、再開後すぐに終日

授業は厳しいかと思われるので、二週間程は給食なしなど、無理のないスケジュールで進めていただけ

たらと思います。給食の開始に当たっては、子供に配膳をやらせない等、細心の注意を払ったうえで再開

してほしいです。 

休校が 5/20 までなのか月末までなのかはっきり改めて連絡が欲しい。 

てっきり月末までに延長なんだろうなと思っていた。 

朝の会の時間だけでも、オンラインで、出来たら朝のリズムが取りやすくなると思います。 

オンラインの授業に向けて、考えていただきたいです。 

９月始業にしてほしい 

コロナが落ち着くまでは学校をお休みにして頂きたいです。 

無理して学校再開して欲しくないです。 

病院が入院も出来ない状況でもし、学校単位、クラス単位で集団感染が起きたらと思うと恐ろしいです。

起きてからでは遅いと思います。起こさない事が一番です。 

上にも書きましたが、現在子供達は学校との関わりが全くありません。先生方から子供達への呼びかけ

の動画を配信してほしいです。 

日頃より子供達のために御尽力を賜り、ありがとうございます。子供達の健やかな成長のためには１日も

早い学校再開が望まれますが、このような状況下におきましては致し方のないことだと子供達自身も理解

をしている、または、してきている頃だと存じます。また、学校が再開したのち、学校や先生方に教育や学

校生活のすべてを丸投げすることなく、家庭でも最大限できることはさせていただき、学校、先生、家庭と

3 人 4 脚で子供達の学校生活を支えていきたいと思っております。 

子供の体力や学習について不安もあり授業再開してほしいと思う反面、感染リスクを考えるとまだ休校し

ていて欲しいとも思います。子供達の命を守る為に、早めの対応、対策をお願い出来ればと思います。 

コロナが完全に収束し、子ども達の生活が完全に安心安全になってからの再開を希望します。 

休校延長などの決定は早めの連絡でお願い致します。 

出しては撤回するのではなく、わかっていることをきちんと伝えてください。 
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今後の方針を早く決めて連絡が欲しいです。今やらなくてはいけない事が不透明な感じがします。埼玉県

全体で情報を共有して、学力低下のないように、教育の時間を持ってもらえたら助かります。家庭で先取

りしても、学校の教え方と違えば子供達も不安になるので、時差登校や学年別登校でもいいので、一時

間でも子供達が先生やクラスのお友達との時間を持てる日が早く来るように、体制作りをお願いします。 

授業時間が確保できなから行事などを切って確保するのはかわいそうだと思う。自分の中学時代を思い

返しても、中 3 の 1 年は今の自分の生き方にもすごく影響を与えた時。部活の最後の時期を仲間と頑張

ったこと、体育祭や球技大会などの行事でクラスの仲間と過ごしたこと、修学旅行の思い出。学力だけ追

いつかせて人間としての成長は置き去りでいいはずがないと思う。 

どうか行事などを切ってしまうのは考えていただきたい。そにために必要で有れば、9 月始業もいいと思う。

ただし、そこまでずっと休みではなく、無理しない時期に慣らしで学校生活を始められたらいいと思う。 

先の見えない状況で対応に追われて学校側も大変だと思います。ありがとうございます 

埼玉県知事が 5 月末まで休校というのにも関わらず、学校からは、何のメールもありません。相変わらず

5 月 20 日までとは、どういうことですか？またさいたま市のようにオンライン授業を始めてほしいです。食

べてもいない給食費も４月～6 月分が 6 月引き落とされることやまた勝手に４月分の教材費（授業料）が

おろされていることにも納得が行きません。3 月～1 回も子供達は、登校していないのですよ。おかしいと

思います。また学校から、子供達に電話の 1 本もありません。3 月に４月にと月に 1 回あるところもあるよ

うです。４月の担任の先生には、顔も見てないのに電話が来て子供も戸惑うようですが。 

命も大事ですが、子どもの精神面も大事です。もう少し公園や校庭でお友達とあそべるといいです。 

今はみんなが大変な時だと思います。みんながみんなパソコンを使えるわけではないので、プリントなど、

引き続き子供みんなが学習ができる環境を検討していただけたらと思います。 

学童が遠すぎます。 

すべての学童を開けてほしいとは言いませんがせめて吹上地区に１つくらいはあけて下さい。 

今仕事に出掛けている親は、経済活動に最低限必要な職についている人たちです。送り迎えの負担だけ

でも軽減させてほしいです。 

一年生はまだ学校と言うものがよくわからず、勉強への意欲も湧きづらい。出ている宿題に不満は無い

が、学習面はとても不安がある。 

オンライン授業の案がありましたが。学童でもできるようにして欲しい。タブレット貸し出しなど。 

親が不在で家で小 2 の子にパソコンは使わせられない。中 1 の子にはパソコン利用許可。 

仕事をしているので学童など預けるとこを考えて欲しい。 

在宅の父親、高校生のネット講習、中学生のネット講習…となると家庭に一台しかないパソコンを三者が

使うにあたり厳しい状況ではある。 

ー鴻巣市に向けてー 

上記に記した内容で昼夜食事を人数分作る上仕事も減らされ食費が厳しい状況です。 

1 日も早い給付金の対応を願います。 

無理に入学式を 5 月 7 日に行わないで欲しい。学校が再開する時に行えば良い。 

こんな状況で、欠席する子もいる中で行う必要はないと思う。せっかくの入学式、もう少しでも落ち着いた

状況でお祝いしてあげたいと親は思います。 

今までに経験したことのないことで、試行錯誤しながら頑張っていただいていることと思います。感謝して

います。 

未曾有の出来事で皆さん混乱と不安があると思います。特に新一年生は学習の経験もない為、自習する
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にも難しさを感じます。学習資料なども提供頂けるとありがたいです 

こんな時ので、思い切って 9 月から新学期開始でも良いのではないかと思います。 

子ども達に急ぎ足でこの年度を過ごすのではなく、きちんと 1 年過ごさせてあげたいです。 

難しいとは思いますが、とにかく決定と発表を早めにして欲しい。 

子供がスマホでネットを夜遅くまで利用し、言うことをきかず、なかなかやめられずに困っています。 

子供のスマホの利用時間などについて、県の条例など作っていただき、規制をしていただけると、親とし

ても注意がしやすいので助かります。 

日中は両親仕事のため、子供だけで過ごさなくてはいけません。その時にＰＣなどの勉強は難しい。そう

いう人も紙で勉強できるようにしてほしい。また、課題の量が少ない。もう少し難易度をすこしずつ上げて

いく問題が欲しい。 

交代で図書室に本をかりれる機会があれば助かる。（学年ではなく、地区、兄弟で行けるようにしてほし

い。） 

オンライン化してほしいです。切実です。 

自宅にパソコンがないので、オンラインで授業を行うことになっても、参加出来ないのでパソコンのない家

庭は今後どうしたらよいのか心配です。 

私立の学校のようにタブレットを１人一台用意してもらいたい。 

月に一度でも図書室を開放して、本を貸してほしい。 

格学校単位で相談窓口の開設(電話不可、メール対応のみ) 

鴻巣市の対応はかなり遅い。今回、入学式にしても、月曜日に予定通りとしていたはずなのに、火曜日

（入学式前日）に延期の判断はあまりにも遅すぎる判断にすぎない。5 月 7 日の予定も実際のところ無理

な考えだと思う。9 月入学を見通した意見が出ている最中、また、延期になるのかもわからない予定はは

っきり言って迷惑。世間では、コロナの影響は騒がれていたはず。子供達の安全を考えるなら、一刻を争

う瞬時な判断をしていただきたい。先を見通した判断を早め早めに対応を願いたい。 

学校の指示に従います 

オンライン授業を始めてほしい。スクールカウンセラーと子供が話せる日をもうけてほしい。 

後手にならないよう、早めの対応をお願いします。 

『遅れを取り戻す』とかではなく、例年に拘らず子どもたちにとって明るい方向への提案や議論を希望しま

す。新しい学校生活を創っていただきたいです。 

決定があまりギリギリにならない方が助かります。 

オンライン授業を検討して欲しい 

家庭学習にどこまでを求めているのか。家庭への負担が大きい。 

また、家庭学習で新学年の学習を進めているが、どこまでで来て何ができていないのかの見取りと指導

を確実にお願いしたい。 

定期的に課題をだして提出する日を設けてほしい 

オンライン授業などできるといいなと思います。 

国の施策を待つのではなく、市主導の e ラーニングの早期導入を実現して欲しい。 

家庭版の IT 導入補助金制度を創設して欲しい。 

パソコンなどのインターネットを使って臨時休校などの時にオンライン授業をしたいのですが、どうです

か？というアンケートがきたのですが、確かに授業ができないので、そういうこと必要かなとはわかります

が、ただこの状況ですでに兄弟がオンライン授業が始まっており、共有は無理です 
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また少し持病もあり、パソコンなどの授業ですと体調も悪くなります。それでもやらせなきゃいけないので

すか？またやらせないことで、同じクラスや同じ学年の子供たちと差がつくようになってもこまります。 

入学式は体育館ではなく、校庭で行うのはいかがでしょうか？幼稚園の卒園式は園庭で行いました。 

ギガスクール構想は進んでいるのか。他の自治体はすでに入札が終ってるところもある 

休校するならするでオンライン授業を取り入れてください！ 

それができないなら毎日健康観察を必ずさせ、学年ごとに日替わりで登校をし、少人数で給食なしの午前

中のみで構いませんので短縮授業をしてください！ 

学校を早く再開して欲しいところですが、鴻巣市、熊谷市等、割と感染者が居るので気になるところではあ

ります。 

オンライン授業なども取り沙汰されていますが、各家庭の状況、また、結局のところ、家庭内なので、集中

して出来るのか疑問もあります。 

課題をやらせるのも精一杯で、下の子供に関しては、家庭学習が身についていないので、時間割を意識

した生活とは程遠いです。 

あまり休校が長くても、一緒に見る親の私自身も気持ちの余裕がなくなったり、疲れの為、放置状態にな

ってしまう時もあります。 

皆さん初めての事でどこも手探り状態ですので仕方ないのかもしれませんが、現状としてお伝えしました。 

早くオンライン授業を開始してください。 

今後の新型コロナウイルス感染症の動向が第一ですが、学習時間の確保や宿泊施設の確保など難しい

点も多々あるかと思いますが、宿泊体験学習は時期がずれても場所が変わっても出来る限り実施して欲

しい気持ちが 5 年生の子どもを持つ親としてあります。 

オンライン授業の導入や、課題の出し方など、考えて頂けたらと思います。 

コロナがおさまるまでは、休校をお願いします。 

オンライン授業が出来るよう環境整備を早急に整えて欲しい！ 

9 月からの入学、始業で世界水準に！ 

オンライン授業が可能であればお願いしたいです。 

オンラインでのホームルーム、学習を検討してほしい。担任からの声掛けがあると有り難い。 

学校のホームページ更新がタイムリーでない。 

担任の先生などともう少し話せる機会があるとよい 

学校が再開された時に、かなりの授業の遅れが生じていると思いますが、子供達の精神面が心配なので

ゆっくり見守って欲しいです。 

9 月スタートにしてほしいです 

未曾有の事態に混乱が生じているのは理解出来ますが、なるべく早いご決断・ご連絡をお願いします。ま

た現時点で約 3 週間の夏休みを設けていますが、学校が再開されるのであれば、夏休みは不要若しくは

一週間程度で十分だと考えます。 

今は状況か厳しいので仕方ないが、休校開けの時、速やかに日常に戻れるよう準備をしておいて欲しい。

そのための準備を家庭でしなければいけないのならするべきことを伝えて欲しい。 

今年度だけでも、 

2 学期制にはしないのですか？ 

夏休みを返上し、授業再開を早める事ができると思います。 

やはり命が 1 番大事なのでウィルスが落ち着くまでは休校で自宅学習と思っております。ただ、もぉ少し子
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供達のために何か対策をしてほしいです。 

少人数でも何らかの形で授業ができないか。 

勉強ができてないのはみんな同じだとしてもどうやってこの遅れを取り戻すのか夏休みを少なくすればで

きる事なのか本当のところを知りたい。 

生活や学習面など心配はあるが、子どもへの集団感染リスクが起きるようなことは避けてほしい。 

もう少し学校と繋がりがほしいみたいです。宿題が大量すぎて余裕がないです。 

・休校がいくら長引いても構わないので、安全第一に開始時期を決めてほしい。 

・入学式も更に延期してほしい。 

・9 月始業にしてもらえると、休校中の勉強の進み具合を過度に気にしないで、子供のストレス緩和(散歩

や家で好きな遊びをさせたり)をメインに過ごすように考えられる。そして親も少しは心穏やかに過ごすこと

が出来ることにつながると思う。 

他の市のように給食のかわりのお弁当とか売ってほしい。ユ－チュ－ブなどで学習方法なども教えてほし

い。 

毎日の具体的な統一課題を出して欲しい。 

30 分×5 枚くらいのプリントなど。 

1 日、学校に行っているのと同じように取り組めるような、教材が欲しい。 

どう教えてあげればよいのか、教えてほしい。 

事情は察しているつもりですが、決定事項の伝達が遅く感じますので、スピード感が欲しいです。 

再開した時に、とり残されていく生徒・児童を出さないために、フォローしてくれる先生、専門家の方等、増

員していただけることを希望します。 

地区役員をしています。旗振り当番シフトを作るにあたり、5/21 以降の休校延長されるかどうかの連絡を

早めに頂きたいです。 

この状況がいつまで続くかわからないので、オンラインで授業が受けられるようにして欲しいです。 

この事態ですので、とにかく、子供、先生方の健康面が最優先。小一、六、中三の先行登校を視野にいれ

ていると、萩生田大臣は仰ってましたが、まだ、収束の兆しも見えないのに、再開というのは、さらに拡大

の恐れもあるのでは。 

子供、親、先生方の健康を優先に、学力の差が生じるという意見はありますが、いま、収束の兆しも見え

ないのに、再開と言われても、怖くて登校させられません。 

校庭や屋外運動施設の使用を検討していただきたい。密を避け運動不足を解消する方法を。 

今回の休校延長は、緊急事態宣言の延長にかかわらず決まりましたので、余裕をもって休校中の今後の

計画をたてることができたのがよかったです。 

日々、状況がかわるので難しい時もあると思いますが、今後も早めに方針を決めていただけるととても助

かります。 

学校開校後は子供達の精神面も気にかけてもらえたらと思います。 

毎日、子供達の食事で食費がかなり増えています。鴻巣市も何か対策をして欲しい。子供達の体力がか

なり落ちているので屋外施設は人数制限、時間制限をつけ使わせて欲しいです。 

今の子供は親が働きに出て家で待たされていることが多い。  

休校中、子供は時間はあるが、管理が出来ていないのが現状だと思います 

家にいるのだから、ネットなどで授業や連絡を配信して欲しいと思っています。先生の顔が見られるだけ

でも、違います。 
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欲を言えば朝、夕方、など子供達の生活リズムのきっかけになるような配信があればとても良いと思いま

す。 

学校毎に大きく取り組みが違うのは避けてください。 

日々情報が変わっていく中で色々対応されているかと思いますが、受け身ではなくて、将来に担う子供達

の事を安心安全第一に、もっともっと早急な対応を切望致します。 

上にも書きましたが、もっと積極的に HP 上で教材の提供などをしてほしい。 

ニュースでは久喜市で試験的にオンライン授業が行われたと聞いた。昨日やっとアンケートがくるなど、

鴻巣市の対応は遅いと感じる。 

7 日の入学式は延期する方がよいと思います。入学式を無理にしなくてもよいのでは。 

週 1 で、各縦割りでの分散登校 

急な事象にも関わらず、迅速に対応していただき感謝致します。 

もっと市民ができる取り組みみたいなものが市のホームページ等に活用されるといいなと思います。例え

ば 手作りマスクを募集して 市のお年寄りの方、子供に配布します。とか、家にある未使用の不織布マス

クを寄付してもらい医療、福祉、妊婦さんに少しでも使ってもらう。個人、企業から寄付金やフェイスマスク、

アクリルボード、防護服を募る。テイクアウトできる市内のお店、農家救済（無人で野菜・花の直売）など一

部 Twitter 等で見受けられますが、もっと誰もが見やすい形で宣伝する。など。 

ステイホームだけでなく、何か自分にも役に立つことはないかと感じていながらも情報の入手がわからず

何もできていない、と感じている市民の皆さんも多いのではないかと思います。 

学校から出させている、課題や宿題をホームページでいつの何時までに学校に取りに来てくださいと、言

われてもコロナの影響で休みの人は良いかもしれないですが、私の会社では、逆にとても忙しく休みが

中々とれない中ではとても困ります。 

先生も大変かもしれないのですが出来れば、授業が無いのだから、 

課題はポストにいれたり、家にいる子供に直接、手渡して様子を見たり聞いたり出来るのでは無いかとお

もいます。私の会社の上司は先生は何をやってるんだと怒ってます。 

オンライン授業など出来る方法で取り組んで欲しいです。 

ICT アンケートがきてましたが、今頃のアンケートは遅いと感じる。アンケート後に集計して対策となること

は分かりきってるので、もっと早い時点で動くべきだった。今後はワクチンが出来上がるまでは危ないと考

えて、ICT 環境を早く整えて欲しい。今回限りではなく今後も役に立つはず。 

オンライン授業への準備を整えて欲しい。 

三密には気を付けた感じで、体育祭や、修学旅行などの行事も出来るようにしていただけたら、子供も、

喜ぶと思います。 

オンライン授業などのネット環境整備をできるだけ早く進めてほしいと思います。 

それまでは現在やっている学校からの課題になると思いますが、自宅学習は何をどうやればいいか迷う

ので、できれば課題の質と量をもっと増やしてほしいです。 

大変だとは思うが子供たちの安全を第一に優先してほしい 

学校再開している県としていない県があります。学習面での差が生じてしまうのではないかと不安です。

平等になるように対応してほしいです。 

自宅学習のみだと内容に不安があるので、学校でも改めて指導して頂きたいと願っています。 

ぜひ双方向のオンライン授業をしてほしいです。 

再開後に 7 時間授業や土日、長期休みをつぶして授業をすることについては、子供達や先生方の負担を
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よく考えてほしいと思います。 

特に夏休みに登校することについては、体育館や特別教室にエアコンがついておらず、登下校も猛暑の

中ですので、熱中症が大変心配されます。 

もし終息前に再開せざるをえない場合は、教室でどうやってソーシャルディスタンスを保ち、飛沫感染、接

触感染を防ぐのか、対策を具体的に、事前にアナウンスしてほしいです。 

今までの期間にオンライン授業等の準備をしていただきたかったです。 

登校日があるといいです。 

課題を受け取りに行く、出しに行く 

校庭登校で 1 時間だけでも… 

なかなか、難しいかもしれませんが… 

夏休みの期間を少し短くしただけで休校分の授業時間が取れるのか、夏休みももっと短くしたり、土曜日

に授業を行う、平日の時間数を増やすなどもっと対応していかないと、他の市や県と学力の差がでてしま

うのではないか。学校からの子どもへのコミュニケーションや接点をもう少しもってほしいです。ホームペ

ージを伝達だけで使わずに子どもたちが毎日見て元気になれるようなものとして活用してほしい。 

タブレット、オンライン授業等の整備を一刻も早くお願いしたい。 

保護者が勉強をするように伝えても、子供はなかなか勉強をしない。学校の先生から直接電話等で、勉

強をする約束をすれば、少しは勉強をしてくれると思います。 

保護者が間違い等の指摘をすると子供が反発をして困っています。 

すぐにでも、オンライン授業を開始して頂きたいです！！ 

設備の無いご家庭にはレンタル等を！！ 

子供には１日１日が大事です。何でも吸収できるこの年頃を無駄にするのはかわいそうです。 

真面目に外出せず、人とも接触しないで家の中だけで過ごしています。どうか子供達の事を見てみぬ振り

をせず、安全の確保ができてる家庭でのオンライン授業を今すぐにお願いします！！ 

学校再開の際の児童のマスク着用等について、保護者への連絡等ありましたら早めにお願い致します。 

最低でもあとひと月休校が延長される為、少量の課題ではなく、国語、算数、理科、社会、体育を重点的

に、毎日必ずやらなければ終わらないくらいの課題を出して頂きたい。オンライン授業も現実化して頂け

るようですので、宜しくお願いします。 

いざ学校が再開した時に一気に詰め込みにならないか少し気になります。 

コロナの感染状況に流されるまま始業が遅れて流されるのか、始業を決めてそのために努力するのかは

っきりしてほしい。 

外出や外食を我慢しても好きに出かける人はいて、感染は止まらず学校の始業は遅れるばかり。経済も

守りたいなら子どもたちのことを考えていただいてるなら、きちんと明確な前向きになれる行動を求めます。 

定期的に課題をだして提出する日を設けてほしい 

学校再開し、給食も再開して欲しいですが、本当に安全が保たれるのか、とても心配です。 

学業も大切ですが、命あってですので、命最優先で宜しくお願いします。 

今後は、どの様に考えているのか知りたい。東京に右に倣えなのですか？ 

市の独自の考えはあるのでしょうか？ 

80 人に満たないという理由で 3 クラスから 2 クラスになってしまって、教室がすごく密な状態なので、学校

が始まったらすごく心配。 

分散させてほしい。 
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早く学校再開して欲しいですが、本当に安全なのか心配でなりません。 

子供の命は大事です。安易に学校を再開しないでほしいです。 

自宅のパソコンを使って授業をする場合、子どもが一人の家庭なら使えると思いますが、兄弟がいる場合、

違う学年が同時に授業をしたら家にパソコンが１つしかなかったら、どちらかしかオンラインで授業を受け

られないことになります。その場合はどうするのでしょうか？学年で時間を分けるなどの対応をして頂きた

いと思います。 

9 月始業式にして頂きたいです。 

これからの時代背景や今の状況を考えると、小学校入学時点で全員が何らかの形でオンライン授業がで

きる環境を整えていけたら良いのではと思います。 

余談ですが…。学校芝生化は、後でも出来るので急ぐ必要はないと思います。その分、子供達が公平に

学習出来る環境を整えてあげることの方が、今は大切なのではないでしょうか。 

世界がこの状況なので何とも言えないです。気持ちだけで話すなら、早く学校が始まって子供たちが元の

生活に戻れることが第一です。校庭の解放だけでもしてほしいとお願いしたいと思っていました。ですが

近隣の公園がいくつか封鎖されてしまったりしているようですし、どうにもならないのは分かっています…。 

ただ子供たちのストレス問題と学習面がとにかく心配です。 

休校中、また休校明けの子どもたちのケアをよろしくお願いします。 

上記で申し上げたように、全学年を留年させてください。よろしくお願いいたします。 

学校による課題の差があるのが不満です。 

ホームページで先生からメッセージがある学校もあると聞き、市内での差は何なのか…と思います。 

臨時休校がさらに延びる場合、今回の 5 月のように県の結果を待たずに早めに決めていただけると助か

ります。 

スマートフォンでも良いので、インターネットで授業を受けられたら、ありがたいです。 

環境不整備家庭へのタブレットの貸し出しなどを含めリモート授業の環境整備や奇数偶数学年の隔日登

校などの学習機会拡大が必要。 

また、マスクの色指定はナンセンス。色指定をするなら学校でマスクを準備すべき。手に入れば何色でも

させます。命の方が大事。 

オンライン授業は賛成です。もし、そのような場合に子供の数だけパソコンを購入する為の助成金などを、

是非考えて頂きたいです。 

特になし 

リモート授業は必要。ただパソコンやタブレットが兄妹分用意がない家庭やネット環境がない家庭などへ

のタブレットやルーターの貸し出しなどを含めた環境整備が先。 

マスクの色指定はナンセンス。色指定をするなら学校でマスクを準備すべき。 

部活はとても異常に大きな声出ししないと怒られますが、無駄に大きな声出しするよりちゃんと呼吸しな

がら真剣にやったほうがいいと前から思っていました。 

コロナ騒ぎになってからも子供達が間隔をとり体力作りするときも大きな声を強要されていました。 

これを期に声出しの代わりにピッピッと音を出して合わせて体力作りをするとか考えたほうがいいと思い

ます。 

これはスルーしてほしくないです。 

コロナの感染にもかなり影響すると思います。 

新入生が不安になり、登校できなくならないかなと心配になります 
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例えば、オンライン等でクラス単位で、先生が定期的にコメントや先生の紹介の動画のような物を作成で

きたら、なじめるような気がしますが 

6 月に緊急事態宣言解除出来て、学校再開出来そうなら、6 月と 7 月(夏休み前まで)は前の学年のやっ

てない所(今年 3 月にやるはずだった所)をやるのと、復習やフォローアップ。 

これで令和元年度のカリキュラムを終了。 

9 月から新学年にして欲しい 

ここまでくると学力も健康も両方大事になってきます。生活が一気に始まるのも感染の怖さがある上に、

学力低下や授業についていけるか不安です。 

一番は命を守ること。そのため安心できるまでは学校には行かせたくない。しかし、休校中あまりにも課

題が少なく、親まかせな部分が大きい。オンライン授業の計画やタブレットの配布などを今後のためにも

考えてほしい。また、本来行うはずの授業に沿った学習計画、課題等再開したときに個人差が出ないよう

な方法をもう少し考えてほしい。 

朝礼だけでもオンラインで出来たら良いと思う。 

学校毎に課題の差が出ないよう教育委員会が各学校をまとめていってほしい 

状況の変化スピードが早いので、適時対応をしてほしい。 

早めのネット授業をお願いいたします！ 

入学式も慌ててやる必要はないと思います。 

学校が再開して感染者が出た場合のルールをきちんと決めておいてほしいです。本人がなった場合や家

族がなった場合、またクラスで感染者が出た場合など、細かくルールを決めてください。 

感染状況などでギリギリの時期に判断することが多いことはわかるがもう少し早めに開始時期など決断し

てほしい。また、オンラインを活用して自宅でも学習できる環境を早く整えてほしい。 

学習のために図書カードやドリルなどの提供希望します 

安心、安全にならないと子どもは通わせたくない。今、自粛を頑張っているのだから水の泡にしたくない 

学校も大事だが命が大事。 

教育委員会の皆さんの我が子ならと考えてください。 

高齢者と同居の方 持病有りの方等 それぞれ事情があるので 再開の際は自主休校にも対応できるよ

うなシステムがあったほうがいいと思います。 

夏休み期間、7 月だけでなく 8 月も学校での授業を行なってほしい。 

暑さ対策は、いくらでもできる。子供の学習は、個人差があるのだから、補うことが大切と思う。次の学年

に繋がらなくなると思う。 

ゴールデンウィーク明けすぐに入学式を急いで行う必要性はあるのでしょうか？ゴールデンウィークに外

出しているご家庭のお子さんが式に参加されていたらと思うと、ここまで耐えて家で過ごしてきたのが何

の意味もなくなると思いますが… 

入学式には参加したくても、これでは不安で欠席させようか悩んでしまいます。 

もし、クラスター感染したら責任はどうなるのだろう？参加させた保護者？主催した学校？教育委員会？ 

ここまで延期して、学校もまだ再開しないのだから、安全がしっかり確認されてから行って下さい。 

学校再開にあたり、どんな対策をして迎えるのか、しっかり資料として出してほしい 

最低限の行事でいいのでやってもらいたいと思います。 

早くネットでの授業を。今は、家族の誰かしらがスマホをもっていると思われます。ライブはスマホを持って

いる人が在宅してないと駄目なので、ライブでなくてもいい方法で。 
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子どもとの会話が増え、楽しい毎日を過ごさせていただいています。学校も大事ですが、家庭の大切さを

改めて感じています。 

都内に通勤している家庭も多いです。持病のある人もいます。安全がしっかり確保出来てからの再開にし

て頂きたいと思います。そして、出来ればオンラインの授業をして頂きたいです。 

再開された後詰め込みにならないように丁寧な指導をお願いしたい 

感染拡大予防のため適切な判断をねがいます。 

安全に登校できるようになってから再開して欲しいと思います 

少しずつでもいいので早期オンライン授業配信の準備をお願いしたいです。 

近隣の市は学校預かりがあるのに鴻巣市はないのでこんなに違うものかと思いました。 

親は仕事ありますので、低学年ですがお留守番させてます。 

学年ごとの登校可能にして、人数を分散するのはどうですか？ 

休校中なのに入学式は実施するのはなぜでしょうか。できれば学校再開のタイミングで実施してほしい。 

リモート授業はぜひ検討頂きたいです。 

YouTube などどうにか工夫して授業をしてほしい 

市内の中小企業や医療機関への思いきった支援策を早急にお願いします。他の自治体を真似して動くよ

うでは、対応が遅すぎます。防災無線で市長の毎回同じような声を流すより、もっと知恵を振り絞って欲し

い。苦しんでいる人、会社に少しでも安心を伝えて欲しい。周知を徹底して欲しい。ホームページのコロナ

に関する情報が分かりにくい。 

緊急事態宣言が終わった後の、教育現場の段階的な緩和を具体的に決めて早くに方針を示して欲しい。 

新学期スムーズに開始できるためにも、休校中、先生と児童のコミュニケーションがもう少しあったらいい

と思います。提出物も最低限必要なものだけなので、先生と児童がやりとりできるツールを作ったり(私の

時代には先生に学習状況や相談事を書くノートがありました)、電話などで様子を聞いていただいたり。 

また、ニュースで、親のストレスから虐待されているお子さんの話も聞きます。そういうお子さんがいるなら、

その存在に気づいてあげてほしいとも思います。 

特になし 

とにかくアナログな状態から脱するべき。先述の通り、子どもたちの命の保証だけが守らなければならな

いことであって、知識的な話、教養的な話についてはいくらでもやりようがあるはず。選択と集中を間違え

ずに検討と対応を進めてほしい。絆創膏を貼るような取り組みに対して協力する気は一切ないが、本質

的な取り組みに対してはいくらでも協力する。もちろん公的立場から多数決的選択をしなければならない

のも理解はしていますが、何より命に関わる事なので。 

できれば、9 月始業ほしい。 

早めの対応と急に意見を変えるのはやめて欲しい 

休校による学習の遅れをどう取り戻すのか心配です 

今後もコロナは続くと思う 

影響がでた場合でもオンラインで学習が続けられる環境を整えてほしい 

ネット動画で見れる授業をお願いしたいです。一年生になったばかりで親もどのように教えてあげれば良

いのかわかりません。先生の授業を参考にして一緒に勉強やっていきたいです。さいたま市では

YouTube で授業公開していてそちらを見ましたが教科書が違ったので、鴻巣市もやってほしいなと思いま

した。 

平日学校で授業している時間は学習できるようオンラインをやるべき。 
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家庭任せにするには限界 

休校や再開等について、早めの決定・連絡をお願いします。 

放課後児童クラブと保育園で足並みを揃えて頂けると助かります。 

6 年生の優先登校、優先授業を希望します。 

鴻巣市で全ての学校一律で話し合って決めているのかと思うのですが、それでは遅くなってしまうので、

学習面などは学校単位でもう少し柔軟に素早く対応してほしい。柔軟に素早くです。 

短時間でもよいので、オンラインで学校とコミュニケーションを取れる方法を試してみてはいかがでしょう

か？ 

オンライン授業が出来れば一番良いのですが。 

今回の臨時休校以降も活用出来れば尚ありがたいです。 

今回、新一年は先生達が歌った校歌を聞くと言う話を新担任から聞いた。 

それよりも、勉強の課題を早く出して欲しい。 

9 月の始業または、早急にオンライン授業を希望します。 

学力低下が心配です。学校からの課題を再考して欲しいと思います。 

特になし 

オンライン授業等をしてもらえたら良いと思います。 

子供は早く友達に会いたいと学校再開を心待ちにしています。 

飲食店の換気設備の助成金が発表になっていましたか、学校等も換気設備が必要ではないでしょうか？ 

これからもコロナの様な病気があるかも知れません。 

子供達が安心安全な環境をお願い致します。 

遅れを今後どのようにカバーしていくのか具体的な計画の共有をお願いします 

長期化していて子供は限界。何日までとあるから頑張れるのにまた延期延期となると子供は信用できなく

なるし頑張る気持ちが無くなる。 

学校(先生)と子供とのコミュニケーションを取ってほしい。 

緊急事態宣言が延長になりそうな状況で、5 月 7 日に入学式を行うことが不安です。入学式をやっても 8

日からまた休校になるので、コロナウイルス感染のリスクが高まるだけで入学式をやる意味が無いように

思います。 

9 月新学年開始を希望します。 

課題が少なすぎるし、課題を出しただけではダメだと思う。週に 1 度でも、確認の電話やメールで課題の

進捗状況を報告するなどしてはどうか。 

新一年生、六年生、中学三年生から優先的にという意見がありますが、そうなると、新一年生なので、登

下校も一人になってしまいます。弟に障害があるため、送り迎えも厳しいです。再開するなら、全学年同

時に再開してほしいです。 

休校が終了した時点を学年の始まりとして、勉強、部活、大会などを初めから取り組ませてほしい。 

9 月入学だけは反対です。オンライン授業を早く出来る環境にして欲しい。 

たまに、子供も分散して学校に半日でも行けるといいと思いました。 

埼玉県は、感染者がさまざまな市に広がって来ています。勉強面で心配はありますが、やはり命が一番

大事です。学校再開は焦らず、安心して登校できるようになってからお願い致します。 

６月からも再開ができるのかととても不安です。安全な状態でないと再開はしてほしくないので、子供の体

調、感染を第一に考えていただきたいなと思います。再開できる状態になったら、学年を分けたり、クラス
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が密集していたら空いてるクラスを使って分けるとか、アルコールをクラスにも設置して万全な体制で対

応していただきたいです。 

学校が始まって、どの学校も平等に授業内容を進めて欲しい。鴻巣市独自の政策はないのですか？ 

オンライン授業ができるように早急に進めてほしい。 

学校は再開して欲しいが、コロナ感染が広まった時の対応、フォローを明確にして頂きたい。体調不良で

検査が受けれず自宅待機で、症状悪化が恐ろしい。家庭だけでは、どうにもならない不安があります。 

まずは、医療体制の強化で子供にも安心できるようにして欲しいです。 

医療体制が不透明なままだと、教育にも気持ちが入りません。 

オンライン授業をして欲しく、タブレットなど支給していただけたら 1 番ありがたいですが… 

生活面や勉強面で心配もありますが、やはり第一は安全だと思います。休校の解除の判断は安全を優

先して判断していただきたいと思います。 

週一回でもいいので電話や家庭訪問でこどもたちと直接話して欲しい。学校生活のことを忘れてしまいそ

う。課題をもっと頻繁に出して、経過も確認して欲しい。 

web での学習等できないのでしょうか。リアルタイム動画配信は結局仕事の都合で難しいため、録画した

もの等をいつでも見れるようにすればいいのでは。 

教育を受ける権利があるので、一年生の場合は音読が何個もあるがいくつか減らすなど、重要な学習を

優先的に行い、年度末にはちゃんと例年の学年の学力にするように務めてほしい。 

一年生を優先して、には反対。クラスを分けてイレギュラーな形で授業を受けても学校に慣れることには

ならない。マスクして、とか距離を保ってとかピリピリした雰囲気なら通わせたくない。 

今焦って再開させるより長い目でみて考えて欲しい。 

フィンランドの教育に以前から興味をもっています。世界一位の実績を誇る国の勉強法です。日本の勉強

も今年から指導要項がかわり、思考型に変わるようですが、この休みを機に良いところを取り入れて指導

していただきたいと思います。  

  

授業や指導方法は先生かたにより、とても差があるように感じています。大学から試験を受け、そのまま

研修することなく、担任を持たされてしまい、先生方の負担はとても大きいと感じています。個人で差が出

るのは当然の仕組みだと思います。まずは、民間のように新入社員はベテランの先生についてしっかり

学び、徐々に独り立ちしていくのがベストなのではないかと思います。  

この機会に指導のうまい先生に学び、指導に差が出ないよう研修するべきだと思います。また塾などの

先生方は学校で一年かけて教える内容を一ヶ月で身につくレベルに仕上げるそうです。塾などと連携をと

り、指導の仕方を学ぶのも良いと思います。フィンランドでは塾はなく、学校の勉強のみで成績を上げてい

るようです。社会全体で子どもを育てる方針なのも共感できます。 

  

私が子どものときは、ただ教科書を読むだけの先生、暗記する時間を取りひたすら暗記するつまらない授

業。そして、成績が悪かったり、眠そうにしているとキレて職員室に戻ってしまったり、怒鳴ったりしていま

した。先生にクラスで謝りに行ったりしましたがその先生の授業は全く身につかない授業だったと思いま

す。次の年、先生が変わり、家で勉強しなくても頭に残るくらい楽しい授業でした。成績も一気に上がり、

先生の教え方一つで成績が全く変わりました。  

私たちは担任を選べません。だからこそ、指導の質の向上を願います。個性も大切ですが、良いところは

見習い、取り入れる。先生たちは日夜忙しすぎてやりたくても出来ていないのではないかと思います。  
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先生方の負担を減らし、研修する時間を設けて勉強は楽しいと思えるような授業をして頂けたら幸いです。  

そして、子どもたちも授業が増え、遊べる時間も昔ほどないように思います。子どもは遊びも勉強のうちで

す。遊びながら、想像力を養い、友だちとの関わり方を学び、人生の楽しみ方を培う。子供のころに遊び

が足りないと人生が辛くなります。今、子どものうちに遊び脳もしっかり育ててほしいと思います。授業数

を減らす、または授業の中で自由に遊べる時間を増やしてほしいです。  

子どもも大人も個性を発揮し、イキイキ楽しく過ごせる環境をみんなで作り上げていければと思います。 

わからない。 

鴻巣市の入学式、７日では不安があるので、コロナが落ち着いてからにしてほしい。 

オンライン授業を行う場合、学年ごとに違う時間で行ってほしい。 

現在、在宅勤務でパソコンは使用しており、タブレット一台で姉妹同時に授業を受けることは不可能。スマ

ートフォンだと画面が小さすぎる。 

部活動や体育祭、修学旅行など、子供にとって一度しか経験できないものがなくなってしまいそうで、だけ

ど受験のプレッシャーだけは迫ってくるようで親として心苦しいです。9 月スタートにして頂き、すべてが行

えるようになって欲しいです。特に部活動は、頑張ってきたのに、このまま引退でやり切る事ができないの

は考えられません。 

教育委員会？を中心に全ての学校が情報を提案、共有し、公平性を保ったものにできたら良い。 

我が子は今年度新任の先生が担任です。どんな先生かな～から 2 ヶ月経ちます。例えば親を介さず、子

どもとのコミュニケーションがあったら喜ぶかな、と。写真つきの手紙とか、クラスごとに動画等つけた先生

の紹介等。 

行事が削減されているのでスキー林間には行かせてあげたい。もし無理なら何らかの形で、生徒が楽し

める行事を計画してほしい。 

タブレットの貸与など、早く環境を整えて欲しい。 

オンライン授業との話もありますが、ネット環境が十分でない事や、子供だけでパソコンが出来るのか心

配（パソコンがバグった時などの対応が出来ない） 

それならば、ユーチューブの方が、何度も再生できていいと思います。 

緊急事態宣言中に入学式を実施するのは適切ではないと思う。 

教育を継続する方法を模索してほしい。 

休校が長引くようなら、オンライン授業をやってほしいです。 
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９．鴻巣市 PTA 連合会へのご要望・ご質問等有りましたらご記入ください。 

 

このようなアンケートは有意義で有難いと思いました。 

出来ることなら、オンライン授業など、叶えてほしい 

今回このようなアンケートを設けていただきありがとうございます。 

このようなアンケートで親の意見が届けられるのは嬉しいです。 

5/7 の入学式は不安です。 

健康が第一に優先となりますが、学校生活、学校行事を失ってしまっている子供達のメンタル的なところ

のサポートが欲しい…。 

学校再開となった後も、子供達が楽しみとしている大切な学校行事は、出来る限り、実施して欲しい。 

大変な状況の中での活動、ありがとうございます。子ども達や先生方にとってベストな結果となりますよう

に、お願い致します。 

PTA の委任状の提出についてです。外出自粛期間なのに学校へ提出しに行きましたが、わざわざ出向く

のは良くないと思いました。今回のアンケートのように、ネットでやるべきだっだと思います。 

特になし 

この事態に振り回されてると思われますが、なにとそ、感染しない させないをモットーに対応をお願いし

ます。 

いつもありがとうございます。 

こういう危機的状況なので、PTA もしっかりと活動していくべきではないでしょうか。全く何もされていない

ように思います。 

P 連行事は、今年度はやめてほしいです。 

毎年行われているスポーツ大会も、保護者だけ集まってやる意味がわかりません。 

今年度は役員決めもできる状態ではありませんし、生活や経済が不安な中、役員までお願いする事はで

きません。 

とにかく、今年度は最低限の学校活動のみに絞りたいと、考えます。 

ない 

コロナがしっかり収まるまで人が集まる行事、PTA の綱引き等は控えていただきたいです。 

アンケート、ありがとうございました m(_ _)m。 

アンケートありがとうございます。 

このようなかたちで保護者の声を教育委員会に届けていただき、本当にありがとうございます。 

なんの為の P 連なのか。やっと動き出してくれたかという印象。P 連の HP があるのだから子供の自宅学

習などの情報や自宅でも出来る運動動画やデリバリーのお店情報、PTA 書面総会を開催する学校が多

いと思うのでその参考となる書面のひな形公開、休校中の PTA 会費のありかたなど何か指針となるお知

らせを出して欲しい。 

アンケートをとって頂き、ありがとうございます。皆様もお体に気をつけてください。 

PTA は子を持つ親で運営しているので、今は子供優先の PTA 活動はなくて良いと思う 

子ども達のために、ありがとうございます。 

厳しい中で、子供達のストレスが軽減される事が有れば良いかと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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安全宣言が出るまで、三密を避ける活動をなさってください。 

いつもお世話になっています。 

大変な状況ですが、よろしくお願いします。 

子供達の安全を第一に考えた選択や対策をしていくよう、学校や教育委員会に対してメッセージを伝え続

けて頂きたいです。学校は３密の条件が全て揃っているので、やはり親としては心配です。よろしくお願い

致します。 

昨年度の PTA 役員参加者として今年度も、何かお手伝い出来ることがあれば、今後の学校行事なども積

極的にお手伝いしたいと思っています。また子供の学習環境においては、臨機応変な対応を希望致しま

す。 

PTA 会費減額して欲しい。 

もうここまで来たら、皆で協力して頑張るしかない 

IT 学習環境が整うように、働きかけて欲しい 

こういう危機的状況なので、PTA もしっかりと活動していくべきではないでしょうか。全く何もされていない

ように思います。 

保護者の意見が市や教育委員会へと伝わる 、 このような機会を設けて頂きありがとうございます。 

運動会位はやってほしい。 

運動会位はやってほしい。 

子供たちと学校を支えるために、 

こういう時こそ PTA の存在が大事になると思うので、鴻巣市や教育委員会への積極的な働きかけをよろ

しくお願いいたします！ 

このアンケートを作って、1 歩を踏み出していただいたことに感謝します！ 

体育祭、競歩大会はやってほしい 

体育祭、競歩大会はやってほしい 

いろいろとありがとうございます。ひとりひとりの意見を、しっかり吸い上げてください。 

コロナで連合会の方、学校の先生達も大変だとは思いますが、命を守る行動が出来るように検討して欲

しいです。 

早い対応に感謝します 無駄な保護者の集まりなどをなくしてくださりありがとうございます 

こちらのアンケートは学校から送ってもらえれば全校生徒の保護者から解答貰えると思いますが。 

オンライン指導切り替え宜しくお願いします 

連絡が遅い。 

教育委員会・学校には子供たちの為を１番に考えてほしいと思う。 

このように意見を伝えられる場所を作って頂きありがとうございます。 

私も PTA に属していました。 

皆さんの大変さは身にしみて理解してます。 

かわいい我が子のためですから保護者は必ず協力してくれるはずです。 

一緒に頑張りましょう！ 

とりあえず、教育委員会と PTA も協力体制をするのが良いと思います。 

保護者の声を直に聞いて判断してもらいたいですね。 

アンケートとりまとめていただき、ありがとうございます。保護者や１市民として、このような意見を言える

場があまりないので、定期的に集約いただけるとありがたいです。 
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入学式を休校が解除されてからにしてほしい。 

保護者の意見を幅広く聞いていただきたいです。色々な意見の方がいると思いますが、本当に困ってい

る子どもや家庭の意見に耳を傾けて欲しいと思います。 

９月から新学期と言うのもありますがこの休校中は無駄になりませんでしょうか 

このようなアンケートを設けていただきありがとうございました。 

9、の回答と同じ。 

9、の回答と同じ。 

保護者側の小さい声を拾って頂きありがとうございます！NICE アクションだと思います！ 

おすすめ課題とか、無料オンライン学習や自宅に有るもので作れるものとか色々情報をながして欲しい。 

子どもむけに、どうして今学校が休みなのかなど絵などでも分かる冊子をつくるなりして配布して欲しい。

親のなかでも理解力が乏しく、遊ばせたり、世の中神経質と言う親がいる。その子どもも理解してなく出歩

いている。 

今後の事に不安でいる中、このようなアンケートで保護者の声を聞いていただきありがとうございます。 

今の率直な意見を書かせて頂きましたので、乱文にて失礼致します。 

アンケートはとても素晴らしいと思いますが統計次第では、自分の希望に添わない再開がされるのかが

不安です。 

会議ができないから意見を共有、検討する場がない 

市内の学校の情報交換 

このようなアンケートを実施して頂き、ありがとうございます。 

会議ができないから意見を共有、検討する場がない 

このような場を設けてくださった事に感謝致します。 

ありがとうございます。 

９月始まりの８月卒業式の案があるみたいですけど、卒業式は春のままの方が私は良いと思います。 

引き受けていただいている保護者の方々には感謝しかないです 

ぜひこの意見をよろしくお願い致します。 

スポーツ大会は出来れば中止してほしい。 

全然、動きが少ない、遅い、足りない、今さら、このようなアンケ-トをとってどうするの？ 

これを機にＰＴＡの役員はなくしてほしい。無駄でしかない。 

今年度から、ひとクラスの人数を減らしたクラス編成に変えクラスは増やし、時間差登校、学年分け登校

など、三密を防ぐ体制に変えていく必要があるのではないかと思います。オンライン授業と、対面授業を

両立出来ると良いと思います。 

アンケート作りお疲れ様でした。 

記入しやすい画面でついつい長文になってしまいました。 

今年は、何も活動出来ないのでは。役員必要ないかと思う 

こちらも遅いのでは？ 

今年の 6 年生のバスケットボール大会。中止はかわいそうです。 

どうにか開催できないでしょうか。 

9 に同じ 

いつも子どもたちのために、ありがとうございます。 

このようなアンケートを作っていただきありがとうございます。 
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家庭での親の負担が非常に高まっています。PTA は子供たちにとっては必要だとは思いますが、無駄な

集まりなどで効率化が図れていない。PTA こそオンラインを駆使して必要ない集まりをやめ、共働き世帯

でも参加しやすいものになっていただける事を望みます。 

いつもお世話になっております。大変な状況の中、子供たちのために動いてくださりありがとうございます。 

この休校で学校の有り難みを感じる保護者は多いと思います。休校中だからこそ子供とじっくり関われる

時間と思い、勉強も親が教えられる事はやっていきたいです。学校に求めるばかりでなく協力していける

よう PTA の方から呼びかけていって欲しいです。 

スポーツ大会は出来れば中止にしてほしい。 

子供宛のメッセージを出してもらえたら、ありがたいです。どうしても閉鎖的な空間にいる時間が増えてい

ます。お友達のお母さんの意見だと、自然に聞けたりするのでは？と思います。 

ゲームに勉強、困っているママ＆パパの意見を代弁してもらえたらうれしいです！ 

子供宛のメッセージを出してもらえたら、ありがたいです。どうしても閉鎖的な空間にいる時間が増えてい

ます。お友達のお母さんの意見だと、自然に聞けたりするのでは？と思います。 

ゲームに勉強、困っているママ＆パパの意見を代弁してもらえたらうれしいです！ 

入学式の決定は教育委員会が決めたことで、学校長の判断ではないと思うので学校にも電話出来ず、欠

席するしかないと思っていました。どうなるかはわかりませんが、このように、意見を出せる機会を作って

頂き、よかったと思いました。 

休校が長くなるなら、少数で分散してでも、学校に行ったり校庭で運動する機会を作って欲しい！！ 

保護者と学校や教育委員会との橋渡しを考えていただき、ありがとうございます。 

なし 

初めての事態で大変だと思います。そんな中でもいろいろと模索してくださりありがとうございます。 

今回のようなアンケートは、非常にありがたい機会だと思います。 

この手をアンケートはとても大事だと思います。 

今回のアンケート ありがとうございました 

子供達や学校の為に、保護者に今出来る事は何でしょう？ 

アンケートありがとうございます。 

ありがとうございます  

教育委員会、学校、トップだけが判断するのではなく先生方のご意見もしっかり聞いて頂きたいです。 

何より子ども達がまた学校へ通う日まで不安なく過ごせるように。 

特にありません。 

不安定な状況で過ごしている子供たちや保護者へのフォローを、可能な限り行えるよう考えていってほし

いと思う。 

いつ再開出来るか先が見えない状況なので、子供達の安全安心を第一に感染拡大防止に努めて欲しい

のと、オンライン授業の取り組みを早急にして欲しい。 

アンケート作成ありがとうございます。 

学校からの配信メールにてなど、全生徒の保護者に過不足なくお知らせ出来るとより良いと思います 

PTA 年連合会保護者の声と意見教育委員会に届けて欲しい 

PTA 年連合会保護者の声と意見教育委員会に届けて欲しい 

アンケートありがとうございます。よろしくお願いします！ 

PTA のあり方は、これでいいのか。 



 5 / 8 
 

頑張る人や奉仕心の高い人達が苦しむようなやり方は変えていくべきとおもいます。 

役員会議の時間が平日の昼間行っていますが、そのために学校へ行くのが難しいので、授業参観日と同

じ日や学校へ行く用事の日に出来るだけ合わせてくれると、参加しやすいです。 

今の不安な思いをどうすればよいのかわからなかったので、このようなアンケートを企画してくださり、あり

がとうございました 

課題を増やすとやることが増えるので課題沢山出ると良いです。先生がネットで子供達に勉強を教えるの

もいいですね。 

皆さんの意見をいち早く教育委員会に伝えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 

課題を増やしてほしい。先生がネットで勉強を教えてほしい。 

子どもたちの安心安全の学校生活が送れるようになってほしいです。 

この質問は、答えが全部、休校が大変。休校やめるべき。といった答えに偏ると思います。もうちょっと、

公平にして欲しいので、休校賛成の意見も入れるべきだと思います。 

休校賛成。学力よりも、命優先。の考えの保護者たくさんいますよ！ 

このような機会を作っていただきありがとうございます。 

9 月始業にしてほしい 

このようなアンケートを実施していただき、本当にありがとうございます！ 

学校とのコミュニケーションがとれるよう色々発信をして頂きたいです。 

特になし 

アンケートありがとうございます。子供たちの為、よろしくお願いいたします。 

今回のアンケートをありがたく思います。 

今は、何かする時ではないと思います。 

この様な、意見を伝える機会を下さいましてありがとうございます。 

今年に限り、PTA の活動は最小限とのこと。それで成り立つもので有れば、今後もそれでいいのではない

かと思った。 

鴻巣市だけでなく近郊の連合などの意見も聞いてほしいです。アメリカなどのように 9 月始業もありだと個

人的には、思います。その場合は、2 学期制になるようです。熊谷市などでは、早々2 学期制を取り入れ

ています。今回を機に鴻巣市も 2 学期制にされては、どうですか？ 

小学生の子どもがみんな道路で朝から晩まで遊んでたいます。集団なので声が凄まじく、テレワークが全

くできません。この時期は仕方ないかもしれませんが、道路で遊ぶのは危険だし、在宅で仕事している人、

医療従事者で夜勤明けの人、様々な人がいます。もう少し周りに配慮していただけると助かります。 

今はありません。今回のような機会をいただけて、感謝しています。 

学校の状況が見えるようつなぐ役割をして頂きたいと思います 

このような取り組みもありがたいと思います。不安に思うことを共有することで安らぐ事もあると思います。 

ないです。 

なし 

近隣の市外の対応も検討に入れながらなるべく足並みの揃う方法をとってほしい。 

学校の意見を尊重してほしい 

困難な状況ですので、より一層協力しアイディアを持ち寄って子どもたちの生活をサポート出来る様にお

願い致します。 

お忙しい中、ご尽力頂きありがとうございます！ 



 6 / 8 
 

今後も保護者の声を拾ってもらい、子どもにとって良い方法を見出だしていけるよう協力し合えたらいいな

と思っています。 

他の子供たちが何をして過ごしているのかなど、みんなの様子が少しでもわかるとよい 

このような機会を設けて頂きありがとうございます。 

特になし 

お疲れ様でございます。 

特にありません 

今回のアンケート企画ありがとうございます。ぜひとも、生徒・児童の立場にたった学校運営ができますよ

うに、支援をお願いいたします。 

保護者の意見を市や教育委員会に伝える機会も少ないと思うので、今回のアンケートはよいと思います。

これからも保護者の声を届けて欲しいと思います。 

なし 

いつも子供たちのことを一番に考え、対応していただき ありがとうございます。 

このアンケートを学校一斉メールでまわして欲しいです 

知り合いをつてに回す、チェーンメールのようなやり方では悪意を持ったものと判別が付きにくい。他の方

法、学校からの連絡メール等で回せないのか？ 

アンケートをとっていただきありがとうございます 

今回、このアンケートは保護者同士のやりとりで知りました。PTA は先生も含まれている組織だと思いま

すので、このようなアンケートは学校を通して広く意見を募るべきだと考えます。 

子供が飽きず、楽しく勉強や運動をする方法や何か良いアイデアがあれば、情報を頂きたい。 

皆様大変な中、ありがとうございます。 

もう PTA 必要無いのでは？密もがダメなら会議出来無いので。今年は特に PTA 会費も取らないで頂きた

い。 

このような機会を頂き、家庭の声を学校に向けて発信出来たのは嬉しかったです。 

個人的にアンケートが送られてきたので、学校単位の一斉メールで送られた方が確実に全保護者に届く

のでは？と思いました。 

市Ｐ連の皆様、日々状況が変わる中、早々のアンケートありがとうございます。出来る限りアンケート拡散

しました。多くの方々に回答してもらい、子供達が安心して学校再開を迎えられるよう、大変でしょうがよろ

しくお願い致します。 

アンケート、ありがとうございます。 

8 の要望と同じです。どうぞよろしくお願いいたします。 

特になし 

保護者の意見を教育委員会に是非伝えてください 

人が集まるイベントの可否の有無は早めに知りたいです 

感謝しています。 

このようなアンケート活動を推進し声を集めて頂ける事は大変有難く、今後も引き続き保護者の意見を吸

い上げる機会を増やして頂けると助かります。 

連絡はこまめにほしい 

コロナウィルスがなくなるまでは密になる PTA 行事はやめるべきだと思います。保護者が集まり感染を広

め、また学校が休校になり子供たちが辛い思いをするのは絶対に避けなければいけない事だと思います。 
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積極的な情報収集活動に頭が下がる思いです。素晴らしい取り組みだと思いました。 

今回このようなアンケートを書く機会を与えて頂いてありがとうございます。 

今回をきっかけに、親子のコミュニケーションをたっぷり取って、子ども達が毎日安心して過ごせるようなこ

とをしていただきたいです。 

お忙しいとは思いますがもう少し早く動いてほしかったです 

世界が同じ状況なので焦ることなく安全第一に考えて欲しいです。高齢者の為にそう思います。子供や孫

から高齢者に感染させてはいけないと思います 

このようなアンケートで教委と保護者とを繋いでいただけたことはありがたいと思います 

なし。 

六年生の行事は今年が全て最後の思い出になります。コロナだけでつらい思い出にならないように、でき

る行事は例年通り日にちをずらしてでも必ず開催して下さい。 

特になし 

こちらへ要望していいのかはわかりませんんが…。 

休校になって２ヶ月、家にいるようにアナウンスなどはあるのですが、マスクもせずに子供同士で遊んで

いる子を見かけます。 

大人は仕事をしているので、その間に感染し、子供も感染していることも予想されます。どこで感染するか

わかりません。家にいるようにだけではなく、友達と遊ぶことも制限してほしいです。 

今年は学校での PTA 活動は自粛した方がいいのではないか。まだまだ感染者が増加しているなか、集

まりには参加をためらう。 

特になし 

このような動きを待っていました 

1 生徒の親が学校にかけあっても無理です、でも、同じような意見を持つ親御さんはたくさんいると思いま

す 

どうぞ大きな声にして教育委員会や学校にあげてください 

今後の活動がどのようになるのか知りたいです。 

９月入学など、何か新しいことをはじめると、大人も子供も混乱すると思います。それをやるのは今ではな

と思います。当たり前の日常を一日でも早く戻してほしいです。 

上記と同じ内容ですが、9 月入学反対と、オンライン授業が出来る環境を整えて欲しいです。 

上記に同じです。 

こんな時に PTA 連合がどんなことができるのかわからないが、1 人の保護者として学校に協力したいし、

こどもたちのためにできることをしたい。 

特にありません。 

働いている保護者の負担が多くてこまる。地域によっても負担の割合が違うと話を聞く。 

今回のように保護者の意見を届けられる機会はとても有難い 

この度は、このような機会を設けていただきありがとうございます。  

子どもたちがイキイキ楽しく過ごせるような環境を鴻巣市民みんなで作り上げて行きたいですね。 

わからない。 

PTA が関わる行事等の縮小を希望します。 

PTA 連合会がどこにあり責任者をどうやって決めているのか分からない。決定事項については経緯を公

開してほしい。 
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