
藤崎小学校                              習志野市藤崎 

 学校だより                          ４－１２－１ 

特別号                   047(472)4509 

○自ら学ぶ子  ○思いやりのある子  ○たくましい子  ○自ら行動する子 

学校評価について保護者の方から４５１通の御回答をいただきました。数値につきましては、３年間の

結果とあわせてお知らせいたします。記述につきましては、紙面の関係上、複数回答や様々な角度からい

ただいた御意見を中心に抜粋いたしました。 

また、項目ごとに来年度への方向性や改善点について記載させていただきました。 

≪結果の見方について≫ 

〇選択していただいたものを以下のように得点化して平均を出しています。 

 ・とてもよい…４点  ・だいだいよい…３点  ・もうすこし…２点  ・改善してほしい…１点 

 （わからない・無回答については得点や平均の算出に入れておりません。） 

〇平成３０年度、令和元年度のものは、数値のみを記載しています。 

【項目 1】 

学校教育目標「自ら学ぶ子」達成のため、子供たちの「基礎・基本の定着と確かな学力を習得する学習

指導」に力を入れています。また、学習習慣づくりにも取り組んでいます。 

＜今年度の主な取り組みについて＞ 

・下校前に「１０分学習」の時間を設定し、基礎基本の定着を目指します。 

・音読や自学ノートを活用し、子供たちが主体的に家庭学習へ取り組めるようにしています。 

 

〈学習指導について〉 

・音読、自学と習慣を作っていただいている。 

・ドリルノートの先生からのチェックをしていただいて、とても良いと思います。 

・宿題やテスト等、もっと厳しい目で見て、その分間違ったところや分からないところを理解するま

での力を養ってほしいと思います。 

・計算カード何回も繰り返し覚えるからよかった。音読カードは読むことが学べてよかった。 

・具体的にどのような点に力を入れて指導していただいているのかわかりません。 

〈１０分学習について〉 

・短時間だと集中できる、毎日コツコツの積み重ねの大切さ、とても良い習慣だと思います。 

・朝学習のほうが効率良いと思います。一日授業を受けて疲れている下校前の「１０分学習」にどんな

効果があるのでしょうか。 

・下校前の「１０分学習」及び音読は良い取り組みだと思います。 

・取り組みは良いと思います。我が子に限れば、頑張り継続をしていくうえで、結果として基礎基本の

定着が見られたら良いと思います。 

・休校中の授業の遅れも先生方のご尽力のおかげで通常の段階に戻っているので、下校前の「１０分

学習」は無しでもよいのかと思います。 

・休校もあったので学習面が心配でしたが、無理やり授業時間を増やすのではなく、１０分という時

間で自学に取り組むのは子供たちにとってもストレスなくできたのではないかと思います。 

 とてもよい だいたいよい もうすこし 改善してほしい わからない・無回答 平 均 

令和 ２年度 ８７ ２６７ ５１ １１ ３５ ３．０ 

令和 元年度 ６７ ２３０ ４９ １４ １２ ３．０ 

平成３０年度 ３５ ２３９ ５７ １１ ２５ ２．９ 



〈宿題について〉 

・計画的にやらないと終わらない宿題の出し方をしていただけるので、自分で考えて計画を立ててや

っているので、とても良いと思います。 

・音読、自学ノートは悪くないと思いますが、マンネリとならないよう、毎日の課題とすることは避

け、適量を何日か置きに課題とする等されると良いのではと思います。 

・宿題が少ない。自学音読は毎日行う認識でいたが、子供はやらなくても先生は何も言わないからや

らなくてもよいと言っています。先生からきちんとやるように話してほしいです。 

・毎日適度な宿題が出るのでとても良いと思います。習慣になりました。 

・宿題の量が学級によって差が大きい。 

・宿題以外にも自習漢字ノートを作成し、毎日学習するなど、学習習慣を身に付けることができまし

た。毎日完璧とはいかないものの、自ら学ぶということを意識するということもできたように思い

ます。 

〈自主学習について〉 

・先生によってばらつきがあると思う。 

・自ら学習する項目を決めて取り組むことが目的ですが、やはり子供なので先生に言われなかったり

すると自主的に続けるということが困難です。 

・子供自身が自分の興味があることを調べて書いてより良い学習になっていると思います。 

・自学に関しては改善が必要だと思います。自学を宿題としてほぼ毎日のように課しているようです

が、残念ながらこれでは自学を強いることになってしまっており、目指す目標からは逸脱してしま

っています。毎日のように何をやるのかがなかなか決められず、長時間悩んでおり、学習意欲が損な

われているように感じます。 

・「自学」を宿題で取り組む毎日だが、自学のやり方がわかっていない状況で「自ら学ぶ力」は身につ

かないと思う。自学を取り組む際は「自分で足らない学力」や「学びたいこと」などをまずはっきり

させ、「計画を立てて」取り組んで、はじめて「自ら学ぶ力」が身についてくるのではないかと子供

の家での取り組みを見て思う。 

〈その他〉 

・休校した分を取り戻すために熱心にやってくださっていると思います。仕方ないのかもしれません

が毎日６時間授業で、学校へ行くことに疲れているように思います。 

・コロナ禍において，色々対策を立てていただいていることはありがたく思います。しかし、進捗状況

には不安が残ります。達成度が伝わらず、不足部分ができているのか、把握しきれませんでした。 

・今年はコロナで授業参観ができませんでしたが、来年は密にならない様に授業見学という形で 1 日

数名ずつ子供たちの様子を見られる機会があるとありがたいです。 

＜来年度へ向けて＞ 

・自主学習については「藤崎小学校の自学とは」というものを明確にし、児童や保護者に周知していきた

いと考えています。学校全体として同一歩調がとれるよう検討しています。 

・「１０分学習」については、３月から５月までの休校した分の学習を取り戻すための時間として設定い

たしました。「短時間で集中できる」や「補習をしてほしい」といった御意見も複数あることから、児

童の負担にならない形で実施できる方法を模索していきたいと思います。 

・宿題については学年の中で差が生じないよう、内容や出し方について検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【項目２】 

学校教育目標「思いやりのある子」達成のため、子供たちの「基本的な生活習慣の育成」や「豊かな人

間関係づくり」に取り組んでいます。 

＜今年度の主な取り組みについて＞ 

・学校生活の中で、思いやりのない言葉や振る舞いがあった時にはそれを正し、学級全体が正しく、思いやり

のある行動がとれるようにしています。 

・子供たちと過ごす時間を増やすとともに、いじめアンケートや教育相談アンケートをもとに、子供たちの悩み

に対して支援できるようにしています。 

 

〈学校の対応・指導について〉 

・子供の話に耳を傾けクラスを越えて先生が問題解決に取り組まれていることを子供から聞きました。 

・新型コロナに関する「みんなで気持ちよく過ごすための生活スタイル」についての学習はいろいろ

な立場になり、気持ちを考え、思いやることにつながると思った。考えたことを家でも話してくれ

て、家族も考え合うきっかけになり良かった。子供にもわかりやすい伝え方だと思った。 

・「コロナになったら」のような道徳のプリントを子供から見せてもらいました。とても良い対応に感

謝です。 

・いじめアンケートを取ることで、子供たちの悩みに対して支援できていると思います。 

・クラスで話し合いがよく行われているようなので、子供も納得して生活しているようです。先生が

子供の話をよく聞いてくださっているのだと思います。 

・アンケートをきっかけに子供と小学校生活について話し合うことができるので今後も続けていただ

きたいです。 

・今、子供たち、先生と親、コミュニケーションがとりづらいと思います。だからこそ、大切な取り組

みだと思います。 

・思いやりのない振る舞いを受けた側なのですが、一度連絡帳で担任に伝えましたが、その後改善さ

れたかどうかわからず不安です。 

・先生自ら思いやりのかけらもない言動を一定の子に投げかける。その言動を真似した子供たちもそ

の子に対して同様の対応をすることに、わが子は心を痛めています。 

〈子どもたちの様子について〉 

・友達とのかかわり方がうまくいっているように思います。 

・クラスの子は声をかけてくれたり、気をかけてくれたりとてもやさしいと思います。でもうちの子、

今は人間関係作りが難しいようです。 

・学校に行った際の子供たちの落ち着いた様子から感じています。 

・クラスや同学年は良い人間関係ができているのかもしれませんが、他の学年との関係があまり良好

に感じません。登下校時を見ていて。 

・特別支援学級への偏見や差別がある。 

＜来年度へ向けて＞ 

・いじめアンケートは提出されたその日のうちに開封し、「いじめがある」の児童については、その日の

うちに面談を実施しています。保護者への連絡が不足していた部分もありましたので、経過や結果につ

いての連絡が徹底できるよう対策をとっていきます。 

・「いじめは絶対に許さない」心を育てる教育がさらに充実できるよう、全校一体となった教育を進めて

いきたいと思います。 

・一人一人の日常の様子の変化に気づけるよう、児童の日頃の様子を観察していきたいと思います。 

・学期毎に１人１回は、担任と面談する機会を設け、相談しやすい環境づくりをしていきます。 

 とてもよい だいたいよい もうすこし 改善してほしい わからない・無回答 平 均 

令和 ２年度 ９４ ２６３ ３６ ４ ５４ ３．１ 

令和 元年度 ７４ ２３６ ３６ ８ １８ ３．１ 

平成３０年度 ５６ ２２１ ５３ １５ ２２ ２．９ 



【項目３】 

学校教育目標「たくましい子」達成のため、子供たちの運動能力の向上や健康で安全な生活を実践する

能力の育成に取り組んでいます。 

＜今年度の主な取り組みについて＞ 

・運動内容が制限される中でも、できる内容を考え、子供たちが健康で安全な活動ができるようにしていま

す。 なわとび週間、３０ｍダッシュ、 運動前後の手洗いの徹底、 器具の消毒 等 

・朝、夕の検温、健康チェック 

 

〈体育的行事について〉 

・陸上記録会に向けての朝、夕練習は普段あまり運動が好きではない子供にも励みになったようです。

本番に向けて頑張るということは、とても良い経験になりました。 

・運動会は短縮されながらも開催したのですが、マラソン大会も距離を短くしたりして開催してほし

かったです。 

・コロナのことはわかりますが、もう少し柔軟に行ってほしい。近隣の学校はマラソン大会があった

り校外学習もバスで行ったりしています。マスク等も含み、今後共にコロナと生活していくと思う

ので柔軟になってほしい。 

・陸上記録会の練習では，随分鍛えられたと思います。疲れ切った顔を家でしていることがあり心配

していましたが、本人は頑張り切ったと思います。 

・コロナでマラソン大会が中止になってしまいましたが、感染対策を行って、来年度は何か変わるも

のができるとよいですね。 

・コロナの中、運動会を開催していただきありがとうございます。長い休校期間、今年は体力が少し落

ちていると思うのでマラソン大会や縄跳び大会など学年別に分けて、コロナでもできるイベントを。

少しでも気持ちが盛り上がることもよかったのではないかと思います。 

〈体育、休み時間について〉 

・コロナで友達と外遊びをすることが減ってしまったので、できるだけ運動する機会を作って頂ける

とありがたいです。 

・制限が多い中で精一杯やっていただいていると思います。 

・コロナ禍の中で、コロナ禍以前のような運動量を確保するのは難しいと思います。その中で、創意工

夫していただいていると思います。 

・コロナのある中、体育ができるように工夫、消毒ありがとうございます。 

・このような状況下でも、縄跳びや鉄棒チャレンジなどで外活動の機会をご用意していただき心から

感謝しています。 

・もう少し運動面の機会を増やしていただいてもよいと思います。マラソン、体操、縄跳びなど。得意

な子どもは勝手に伸びていきますが、苦手な子どもたちができるようになるようサポートしてほし

いです。 

・藤っ子タイムの縄跳び週間がよいです。でも子供たちが思い切り体を動かせる環境を作ってくださ

っていることをありがたく思っています。 

・コロナで友だちの家に遊びに行けない、ボール遊びができる公園がないので、放課後に校庭で遊べ

る回数を増やしてほしい。 

・制限の多い中、先生方におかれましては大変かと思います。日々ありがとうございます。ビリになっ

たら、とか罰があるような授業はやめてください。出来る出来ない、得意不得意があるのは当然で

す。頑張ることに意味があって、結果ではないと思います。 

 とてもよい だいたいよい もうすこし 改善してほしい わからない・無回答 平 均 

令和 ２年度 ９６ ２５５ ５９ ８ ３３ ３．１ 

令和 元年度 ７３ ２３９ ３９ １０ １１ ３．０ 

平成３０年度 ５４ ２４５ ４３ １４ １１ ３．０ 



〈健康について〉 

・着用しているマスクの種類によっては着用しながら運動してしまうと呼吸が非常にしづらいものも

あるようですので、ご留意頂ければと思います。 

・コロナ対策として手指消毒のアルコールを設置し、子供たちに使用を促すなど、健康で安全な生活

環境づくりをしてください。 

・学年やクラスによって、前よりも手洗い等が徹底されていないと感じる。 

・検温が習慣となり自分の体調の変化に興味を持つきっかけになりました。縄跳び週間など目標をも

って取り組む活動があることで、学校生活にメリハリができたようです 

〈部活動について〉 

・先生方もお忙しいのに部活指導ご対応いただきありがとうございます。 

＜来年度へ向けて＞ 

・スポーツ庁から、（マスクを外した場合）「児童間の距離を２ｍ以上確保するとともに、ランニングなど

で同じ方向に動く場合は更に長い距離を確保すること」との連絡がありましたので、マラソン練習及び

大会は実施できませんでした。 

６年生陸上記録会での１２３０ｍやリレーについては、スタート位置を半周もしくは１／４周ずらし

たり、人数を４名以下と少なくしたりするなどの対策をとりました。 

今後も引き続き同様な対応をとっていきますが、行事の減少や体力の低下を心配する御意見が複数あ

りました。現在実施している「横一列に並んでの３０ｍダッシュ」や短縄跳びなど、体育学習の工夫を

さらに進めるとともに、他校の実施状況を参考にしながらも、ガイドラインを遵守した上で、体力向上

を目指していきます。 

・マスク着用は引き続き実施していきます。熱中症の危険性のある季節や呼気の上がる運動を行った際

の留意点については、その都度指導していきます。「不織布マスク」の有効性が研究データによって示

されました。マスクの種類、正しいサイズや着用の仕方等、引き続き御協力をお願いします。 

・手洗いについては、石鹸を使っての手洗いを行っています。水道の数が限られていますが、順番待ちで

のソーシャルディスタンスが徹底できるよう引き続き指導していきます。 

・「うがい」「歯磨き」については、水を吐き出すときに、周りや洗面台に飛沫が飛び散ることから、現在

は推奨していません。学校で歯磨き等を行う場合は、周りに人がいないことを確認し、吐き出すときは

なるべく低い位置から、使用後は洗面台をよく洗い流すことが必要となります。 

【項目４】 

学校教育目標「自ら行動する子」達成のため、子供たちのよさや可能性を見出し、褒めて伸ばし自信を

持たせ、自己実現が図れるような教育活動を推進しています。 

＜今年度の主な取り組みについて＞ 

・自分の考えを持つ場面、自己決定を行う場面を意図的に取り入れています。 

・委員会活動や係活動等の集団活動を通して集団への所属感や連帯感が深められるようにしています。 

 

〈学校の対応、指導について〉 

・こうしたコロナ禍で子供たちが自ら考え取り組んだベルマーク活動は、日ごろの先生方が項目の内

容を実践されているからだと思う。 

・委員会活動は委員会によって活動にばらつきがかなりあり、忙しいと昼休みにも活動をしなくては

いけない。昼休みは友人と談笑したり校庭に出て遊んだりリフレッシュをする時間だと思いますが。 

・係、日直など責任感（使命感）をもって行動しているように感じます。 

・自分自身で考えて行動することが身に付いてきていると感じられることがあります。 

 とてもよい だいたいよい もうすこし 改善してほしい わからない・無回答 平 均 

令和 ２年度 １０３ ２３８ ３４ ４ ７２ ３．２ 

令和 元年度 ７８ ２１７ ４８ ７ ２２ ３．０ 

平成３０年度 ５３ ２１２ ５５ １２ ３５ ２．９ 



・ある程度の帰属意識はアイデンティティの確立にも重要ですが、やりすぎて全体主義や他者の排除

といったことにつながらないように十分注意していただきたいです。 

・子供が自主的に得意なことや興味のあることをやっていて、それが友達にも認めてもらえることが

本人の自信につながっていると感じる。 

・藤っ子に行くことで、わからないことをじっくり教えていただきわかった達成感、ほめてもらえる

喜びを感じているようです。ただ、甘えてしまうこともあるようです。 

・校外学習での係決めやクラスで問題が起こった時の対応など、子どもの話を聞くと、自分たちで考

え行動することを積極的に取り入れていることがわかりました。 

・自信を持つことは大事なことです。ただ褒めることだけで自信をつけるのではなく、注意や叱るこ

とで気づくことも多いと思います。メリハリがあればそれも大事な要素だと思います。 

・子供たちにとって最も伸ばしてあげたい点ですが、なかなかどのようにすればよいか、難しい点で

もあります。学校の役割、家庭の役割の大まかなガイドライン等、ご指導いただけると助かります。 

・きちんと学校生活を送っていると先生がほめてくれるので、帰宅するととてもうれしそうに話して

くれます。自信につながっていると思います。 

・あまり褒められていない。嫌なあだ名をつけられている。授業中怒ってばかりでつまらない。感情的

に怒る、威圧的に指導する先生がいて、怒られないようにしないとおびえている。 

・子供たち一人一人に役割を持たせ、責任感と「自分の存在は認められている」と感じること、達成感

などを子供たちが感じられるようにしてくださっています。子供たち同士でその日素晴らしいと思

った友達の行動を発表し合い、褒め合う場を設けてくださっています。友達に認められること、褒め

られることは子供にとって大きな自信とやる気につながると思います。どれも自己肯定感が上がる

取り組みで素晴らしいと思います。 

・人前でも自分の意見や考え方を言える子であってほしいと思う反面、それらを苦手とする子もいま

す。臨機応変な対応を望みます。 

〈子どもの様子について〉 

・肯定感が増したのか、日々安定した様子です。藤っ子学級との連携がありがたいです。 

・授業参観等学校での様子を見ることが出きなかったのでわかりかねます。が、子供からの話では、

様々な活動をしていると聞いております。 

・のびのび過ごしているようなので安心しています。自分の考えをもっと発表できるようになってほ

しいですが、苦手なようです。 

・新しい生活様式で例年通りの活動が制限される中で休校を経て今できる活動はとても貴重だと気付

いたようで、責任感を持って取り組んでいたようです。 

＜来年度へ向けて＞ 

・児童が主体的に活動できる場を多くし、自主性・実践的態度を育成してきたいと考えています。また、

一人一人が自分の役割を自覚し、責任をもって活動するよう見守っていきます。 

・物事の結果のみを評価するのではなく、意欲や活動の過程を評価することで、児童の自信や自己肯定感

を高めていく指導をしていきます。 

【項目５】 

学校は、保護者や地域の方に情報発信し、開かれた学校づくりを推進しています。 

＜今年度の主な取り組みについて＞ 

・藤崎小学校の HPや連絡メール、学校だより等で必要な情報を適時発信するようにしています。 

・コロナ対策のガイドラインを遵守しながら、保護者の皆様が御来校できる方法を日々模索し、その方法につ

いて情報発信しています。 

 

 とてもよい だいたいよい もうすこし 改善してほしい わからない・無回答 平 均 

令和 ２年度 ８１ ２２９ ５９ １９ ６３ ３．０ 

令和 元年度 ６７ ２２５ ４７ ９ ２４ ３．０ 

平成３０年度 ５１ ２２４ ５２ ６ ３４ ３．０ 



〈開かれた学校づくりについて〉 

・コロナ禍の中、いろいろと難しい局面も多いと思いますが、引き続き進めていただければと思いま

す。 

・開示すべき情報はしっかりしてほしいです。憶測が飛び交い、誤解を招く恐れがあるのでお願いし

たいです。 

・地域ボランティアと先生による交差点の見守りはとてもありがたい。年間の行事日程はもう少し早

めに予定を知らせてほしい。他校に比べてだいぶ遅い。 

・コロナ対策の中，色々模索してくださり、唯一の参観となった運動会はありがとうございました。年

に何回もコロナ対策についてのプリントを配付してくださり感謝しております。休校中に個別のお

電話も励みになりました。 

〈情報発信について〉 

・授業参観の替わりに、授業の様子を youtubeでの配信は難しいですかね。 

・こまめにメール配信による学校内の連絡をいただき、漏れなく学校の取り組みや状況を把握するこ

とができました。 

・知りたい情報はホームページで充分知ることができています。 

・不審者情報は子供に注意喚起できるので、なるべく詳細な情報提供をお願いいたします。 

・かなり多く不審者情報がメールで届き、地域の人々との交流も余り感じられないです。交通量も多

く、地域で子供たちを守る取り組みを早くしてほしい。 

・コロナに対する対応や予防策など、お手紙で配付していただき、安心しています。 

・なかなか思うように活動できない状況においても、子供たち、親、学校のために活動していただきあ

りがとうございます。活動内容などもっと発信してもいいのでは。 

・学校内で保護者も知るべき情報は、メールや手紙などで知らせるべきであると思う。 

・メールでも手紙でも、他市に比べ情報は早いと思います。引き続きよろしくお願いします。 

・情報があまり届いてこない。自分から情報を取りに行こうとしないからかもしれませんが。 

・翌月または翌学期（長期休業明け）の予定をできるだけ早めに知りたい。新学期の始まる日にちと下

校時間が前月中旬までに大まかにでもわかると助かる。新型ウイルスの関係で未定も多いと思うが。 

・ホームページの更新が遅い。スマホから見づらい。 

・コロナ禍で年間予定が立てられないことは理解できます。月予定表の配付は次月がスタートする１ 

週間前くらいの配付はしていただけないでしょうか。 

・学校だよりなど、手紙の量が多いので、webやメールでよい家庭には web化ペーパーレス化を進めて

頂けると助かります。 

・紙のお知らせをできるかぎりメール等に変えてもらえると助かります。 

＜来年度へ向けて＞ 

・学校行事予定については、早めにお知らせできるようにしていきます。 

・令和３年度から、「児童一人一台タブレット」の ICT 環境の急速な整備により、ICT を活用した教育が

推進されます。そのため、家庭への情報発信は「紙からタブレット」によるものが多くなることが予想

されます。学校としてもこの環境の変化に対応していけるよう、研修を行っているところです。 

・学習活動等の web配信については、個人情報の保護の観点から、対応が難しいのが現状です。毎年、写

真や名前の掲載について承諾書を提出していただいていますが、ネットへの掲載について「承諾しませ

ん」の御家庭が多くおられます。できるだけ情報発信ができるよう努力していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【新型コロナウイルス感染症拡大防止対応等について】 

・新型コロナ対策をしながらの教育活動は大変と思います。ありがとうございます。何かあった場合

には、正しい情報を公開していただければと思います。情報を頂けることで安心することも多いの

で、迅速に教えていただけると助かります。 

・コロナ禍において、先生の負担がどれだけ増えている事か、頭が下がります。ありがとうございま

す。誰が感染してもおかしくない現在において、どこまで情報を開示するか難しいことは理解でき

ます。今回においても恐らく先生方からは感染対策のためとしか言えない状況もわかります。なら

ば、きちんと子供たちに対して統一していただきたいと感じました。 

・クラスで唾液検査をしましたが、個人の結果のみで理由やその後の対応等連絡がなくとまどいまし

た。どういう理由で実施したのか位は明確に伝えるべきかと思います。 

・ただでさえお忙しい中、先生方に色々と対応していただき、ありがとうございます。コロナに感染し

た人が出た場合、どう対応するのか、改めてお伝えいただけたらありがたいです。 

・多忙な中、様々な用具の消毒や健康チェックを徹底してくださる先生方に頭が下がる思いです。い

つもありがとうございます。初めて接する感染症に対して、各行事においてできる限りの最善の策

を取りながら、子供たちに体験させてあげたいという先生方の気持ちが伝わってきます。今後もよ

ろしくお願いいたします。 

・日々、コロナウイルス感染拡大防止のためご尽力を頂きありがとうございます。感染者が減らず不

安な日々ですが、学校で学べる事がとてもありがたいです。 

・コロナで授業参観がなくなり、なかなかクラスの様子を知る機会が減ってしまったのが残念です。

その中でも工夫してお便り、懇談会、面談をしてくださり助かります。今後ともよろしくお願いいた

します。 

・感染が拡大している中で、現在の学校生活を続けることに多少の不安を感じます。今年度の初めの

ころのような対応（休校や分散登校、給食なしなど）をするなどのリスクの軽減を考えてもよいのか

なと思いますが。 

・コロナ対策で保護者が来校できる方法を模索するのではなく来校せずに済む方法を行ってほしい。

オンラインで保護者面談、オンラインで授業参観、各家庭一人の参観ではなく、子供の成長は両親や

祖父母も見たいため卒業式、運動会をオンライン配信してほしい。コロナの影響で子供たちも我慢

しています。どうか学校が楽しい場所であってほしいです。 

・コロナの中、保護者を学校に集める事に疑問を感じました。 

＜新型コロナウイルス感染症 情報発信の考え方について＞ 

新型コロナウイルス感染症における情報発信については、以下の「習志野市の感染症に関する情報発信 

の方針」に従って行っています。 

『習志野市は、感染者への不当な差別を許さない。また、不当な差別を恐れたものが自身の症状を隠す

ことにより感染症に関する情報を当局が追跡できなくなることを防ぐ。そのため、習志野市の感染症に

関する情報発信は、感染症の発生の予防及び感染症の患者等の人権を尊重し、市民のプライバシーに最

大限配慮しつつそのまん延の防止を図るための情報を周知し、もって市民の安全・安心を確保する。 

  感染症への対応は、習志野市は、千葉県が設置する習志野保健所の指導を受ける。ついては、上記の

実施にあたっては、次に掲げる事項に留意する。』 

① プライバシーの配慮にあたっては、当事者が特定されないことを第一義とする。 

② 国や千葉県が公表する内容を正当な理由なく詳細にしない。 

③ 正当な理由とは、保健所の指導を主とする。 

＜今後の対応について＞ 

一部の保護者に対して情報発信しました内容につきましても、習志野保健所や習志野市教育委員会 

の指導の下の対応です。今後も習志野市や保健所の指導に沿って情報発信をしていきます。 

ただし、このような説明が不十分なため、保護者の皆様には御迷惑をおかけしてしまいました。今後も 

ガイドラインを遵守しつつ、保護者の皆様の不安感が生じないような情報発信について考えていきます。 

 


