
令和元年７月  

「児童生徒の声」アンケート調査について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問  次の（１）から（９）について、「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じて

いることなどを教えてください。 

 

（１）授業について 

 

 

（２）学校行事について 

 

 

（３）学校の休みについて（土日・夏休み・冬休み・春休みなど） 

 

 

（４）通知票について 

 

 

（５）定期試験について      ※中学生のみの項目 

 

 

（６）部活動について      ※中学生のみの項目 

 

 

（７）学校の先生について 

 

 

（８）友だちや仲間について 

 

 

（９）学校の施設（しせつ）について 

 

 

その他 

 

 

 

教育委員会では、児童生徒にとってよりよい学校生活・環境について検討していますが、今後の参考

とするため、児童生徒のみなさんにも考えをうかがうことにしました。 

今回のアンケートについて、すぐに、明日、来週、来月といったことにつながるものではないのです

が、何年後かのみなさんや未来の小・中学生のためにご協力ください。 

アンケートは記述式です。名前をかく必要はありませんし、宿題でもありません。今から数分、時間

をいただきますので、みなさんの考えを教えてください。 

（１）から（９）の項目のうち、全部書かなくても、みなさんにとって、「この項目は重要」と考える

何項目かの回答でも結構です。項目にないことは、「その他」に記入してください。 

また、今は特にない、思いつかないということであれば、何も書かなくても結構ですのでご安心くだ

さい。どうぞよろしくお願いします。 

中学生用 
Ａ 
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教育委員会では、児童生徒にとってよりよい学校生活・環境について検討していますが、今後の参考

とするため、児童生徒のみなさんにも考えをうかがうことにしました。 

今回のアンケートについて、すぐに、明日、来週、来月といったことにつながるものではないのです

が、何年後かのみなさんや未来の小・中学生のためにご協力ください。 

アンケートは記述式です。名前をかく必要はありませんし、宿題でもありません。今から数分、時間

をいただきますので、みなさんの考えを教えてください。 

（１）から（７）の項目のうち、全部書かなくても、みなさんにとって、「この項目は重要」と考える

何項目かの回答でも結構です。項目にないことは、「その他」に記入してください。 

また、今は特にない、思いつかないということであれば、何も書かなくても結構ですのでご安心くだ

さい。どうぞよろしくお願いします。 

小学校用 
Ａ 



学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など 人数

・楽しく学んでいる。楽しい。（５）
・先生が分かるまで教えてくれて楽しい。
・別に今まで通りでいい気がする。

・今も楽しいけど、もうちょっと楽しい授業がいい。
・もっとみんなで話し合って答えなどを探していきたい。
・図工の授業で段ボール工作の授業をつくってほしい。理由は想像力が足りな
いから。
・家庭科の授業とは別に、手芸の授業を増やしてほしい。
・体育を増やしてほしい。運動不足になるかもしれないから。
・電卓を使いたい。
・もうちょっと外のことを学びたいので、校外学習を増やしてほしい。（２）
・音楽を増やしてほしい。
・話しやすくしてほしい。
・担任の先生ではない時、（授業）いつもではないくらいのしゃべりがあるから
なくしてほしい。
・道徳のテストをつくればいい。
・５０問テスト（漢字）を消してほしい。

・パソコンを使う授業を増やしてほしい。パソコンを使う授業を増やせば、大人
になったときにいろいろ分かる。（２）

・下校してからすぐに習い事に行く人が多いので、６時間目はいらない。
・毎日４時間や２時間にしてほしい。

特になし／無回答 21

・行事に向かってがんばっている。
・全員楽しめるならこのままでいい。
・みんなで楽しく行事を行っていていいと思う。

・文化祭をやりたい。（２）
・少しは他の学校の様子を見てみたい。
・他の学年とふれあうものを増やした方がよい。
･少ないから増やしてほしい。いろいろなことをしてほしい。（２）
・１年生とかにもっと行事を増やした方がいい。
・修学旅行や宿泊学習が増えてほしい。お金はかかるけど、行って学べること
もあるから楽しい学習がいい。年に２回くらい。

13

特になし／無回答 24

学校行事について26小学生

Ａ－１

『児童生徒の声』アンケート調査について

16

授業について16小学生

1／4



学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など 人数

Ａ－１

『児童生徒の声』アンケート調査について

・楽しみになる。うれしい。（２）
・不満はない。
・ちょうどいい日にちだと思う。あっという間と感じるが・・・。

＜宿題＞
・夏休みの宿題やコンクールが多い気がするから、少なくしてほしい。（２）
･宿題が多すぎる。
・夏休みや冬休みは宿題をなしにした方がいい。休みなのに勉強がありすぎ
て、ゆっくりできないから、宿題の量を減らせばいい。
・夏はまだしも、冬休みは宿題がいらない。理由は、冬は正月もあるし、時間
がない。

＜日程・日数＞
・少し増やすか、このままでいい。

＜日程・日数＞
・夏休み／冬休み／春休みはいらないから、４時間授業にしてほしい。（２）
・夏休みを短くしてほしい。そして毎日４時間。
・夏休みを少し少なくして、その代わりに秋休みがほしい。
・冬休みを長くしてほしい。（２）
・休みを増やしてほしい。
・秋休みをつくってほしい。

19

特になし／無回答 18

・担任の先生はよく見てくれているなあといつも思う。
・分かりやすくまとめてあって読みやすい。

・もっとほめてほしい。
・◎を多くしたい。
・こわい。
・平気。
・自分の学力なんだと思っている。
・もうちょっと分かりやすくしてほしい。
・「◎○△」よりも「Ａ～Ｅ」の５段階がいい。
・字ばかりだから、少し小さなイラストを入れたらどうか。

11

特になし／無回答 26

通知票について46小学生

学校の休みについ
て
（土日・夏休み・冬
休み・春休みなど）

36小学生
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など 人数

Ａ－１

『児童生徒の声』アンケート調査について

・優しく対応してくれて話をきいてくれる。優しい。とても優しい。（４）
・担任の先生が優しくておもしろい、いい先生。
・大丈夫。
・不満はない。
・ちゃんと一人一人見てくれているし、話していて楽しいし、笑ってくれるし、だ
めなところはしっかりと言ってくれていい。

・幼稚園や中学校の人（先生）の授業もやってみたい。来てほしい。（３）
・授業によって先生を変えながらやりたい。理由は、いろいろな先生の授業の
教え方を知りたいから。（３）
・山王保育園の先生が来てほしい。
・個性的な人がいい。
・大学の先生が来てほしい。
・担任の先生とは別に、副担任の先生もほしい。

15

特になし／無回答 22

・全然問題なしだと思うけど・・・。

＜プール＞
・室内プールにしてほしい。（雨であまり入れない時がある。蜂や蚊もいるか
ら。冬でも水泳ができるから。）（１２）
・プールのシャワーを温かい湯にしてほしい。なぜなら、冷たいとプールに入り
たくないと思ってしまうから。
・プールにふたをつけてほしい。鳥やごみが入ってよごれてしまうから。
・もっときれいにしてほしい。集中できない。

＜トイレ＞
・トイレは温かくなる便座がよい。（冬寒すぎ。）
・トイレをきれいにしてほしい。トイレがきたない。（２）

＜エアコン＞
・体育館にエアコンをつけてほしい。（運動会の練習が大変。）

・地震などで耐久性がなさそう。
・「学校を新しくしてください」とは言わないので、せめて、今の校舎の上から白
いペンキで塗って、床にワックスを塗ってほしい。
・新しく建て直してほしい。（２）
・授業に集中するために、学校を三の丸小学校みたいにきれいにしてほしい。
（２）
・下駄箱／靴箱が古い。
・とげが刺さったことが２回あるので、きれいな椅子に直してほしい。
・黒板だと消し残りができてしまうので、ホワイトボードがいい。（２）
・空いている部屋にお風呂の部屋をつくる。
・雨漏りを直してほしい。

21

特になし／無回答 16

学校の施設につい
て

66小学生

学校の先生につい
て

56小学生
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など 人数

Ａ－１

『児童生徒の声』アンケート調査について

・みんなと協力・努力とかしている。やっぱり仲間がいてうれしい。
・仲がよくてよく遊ぶ。
・いつもありがたい人がいる。
・優しい。（２）
・とても元気。とりあえずみんな友達。

・もっと児童を増やしてほしい。
・今も下学年とふれあったりしているけど、もっと仲良くなって友達になりたい。

7

特になし／無回答 30

・自転車登校にしてほしい。（２）
･漫画の持込を認めてほしい。漫画を読めるようにしてほしい。まず漫画から読
むようにしたい。（２）
・中学生との交流の時間を少しほしい。

6

特になし／無回答 31

ｎ＝３７

その他他6小学生

友達や仲間につい
て

76小学生
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

・今のままでいい。変えなくていい。（７）

・分からない時が多い。
・うるさい。
・最近うるさい人がいる。

・機械類（例えば計算マスター機など）を使いたい。
・音楽や理科、体育の時間を増やしてほしい。
・算数の授業を多くしてほしい。
・プールの授業数を増やしてほしい。（寒いときはプールをやらないでほしい。）

・班で考え方を出していく授業がもっとほしい。

・授業時間が分かっていていいと思う。

・授業で４時間を増やしてほしい。（３）
・授業時間を少し少なくしてほしい。
・６時間を減らしてほしい。
・もう少し５時間を増やしてほしい。

小学生 6 2 学校行事について

・今のままでいい。このままがいい。変えなくていい。（８）
・楽しい。

・もう少し多くてもいいかもしれない。少し増やしたい。（２）
・学校全体で楽しく協力できることをもう少し増やしてほしい。
・下級生ともっとふれあう時間を増やしてほしい。

Ａ－２

『児童生徒の声』アンケート調査について

小学生 6 1 授業について
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

Ａ－２

『児童生徒の声』アンケート調査について

小学生 6 3

学校の休みについ
て
（土日・夏休み・冬
休み・春休みなど）

・今のままでよい。このままがいい。変えなくていい。（１１）
・夏休みは今くらいがいい。
・そこまで減らさないでほしい。

＜宿題＞
・夏休みの宿題を少なくしてほしい。
・宿題が多い。
・忙しいから夏休みの宿題があまりできない。

＜夏休み＞
・少し長く夏休みがほしい。
・８月から夏休みにしたい。
・夏休み／冬休みを延ばしてほしい。

＜冬休み＞
・冬休みを多くしてほしい。
・冬休みを少し増やしてほしい。
・冬休みを無くしてほしい。

＜春休み＞
春休みを短くしてほしい。

＜その他＞
・台風が来たら休みにしてほしい。

小学生 6 4 通知票について

・○がつくとうれしい。
・今のままでいい。このままがいい。変えなくていい。（１２）

・３回ほしい。
・グラフをつくってほしい。比べられるから。
・全学年の通知表を本でまとめてほしい。
・もう少し細かくしてほしい。

小学生 6 5
学校の先生につい
て

・今のままでいい。変えなくていい。（６）
・先生はこのクラスに必要な事を気づいてくれる。

・きびしい。
・どんどん勝手に学校のルールを決めないでほしい。
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

Ａ－２

『児童生徒の声』アンケート調査について

小学生 6 6
学校の施設につい
て

・今のままでいい。このままがいい。変えなくていい。（５）

＜エアコン＞
・エアコンがついていい。
・もっとエアコンをつけてほしい。
・特別教室にエアコンをつけてほしい。
・体育館が少し暑い。

・図書室を大きくしてほしい。
・歴史部屋をつくってほしい。
・室内プールと暖房もつけてほしい。
・少し増やしたい。
・地震や津波の対策をもう少ししてほしい。
・もっときれいにしてほしい。
・学校を建替えてほしい。理由としては、今のままだったらヘリコプターが来た
だけでゆれるのに、大きな地震や津波などが来たときに崩れそう。だから心
配。安心して避難できない。

小学生 6 7
友達や仲間につい
て

・今のままでいい。（４）
・楽しい。

・もっと仲良くしたい。
・もっとクラス遊びをしたい。

・いやな人がいる。
・たまに仲間はずれ。
・良い人もいるけど、からかいやいじめをしている人がいる。
・いじめをしている人たちはもうやめてほしい。

小学生 6 他 その他
・係を増やしてほしい。
・シャーペン（シャープペンシル）が使えるようにしたい。
・座席を成績順にしてほしい。

ｎ＝３０
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

・社会の日本の歴史についてもう少し分かりやすく教えてほしい。ペースが早
い。
・算数の細かいところまで教えてほしい。（もし分からないままだったら、ずっと
分からないから。）
・たくさん討論するようなものがいい。ただ問題を解くのもよいけど、話し合いも
大事だと思う。
・授業が他の学校より遅れている。（らしい）
・追いついていけない子がいる。つまり分かりにくい。

・アイパッド（IPad）を使った授業がいい。理由（授業が楽しくなり、寝る人やさぼ
る人が減る。）

＜水泳＞
・水泳がだんだん少なくなっているからもっと増やしてほしい。
・水泳の授業が予定の回数よりかなり減っている。（雨が降っていないのに、
ちゃんとした理由が分からない。）
・水泳の授業を男女別にしてほしい。（いろいろあるので）

＜授業時間＞
・６時間が多いから習いごとに間に合わなくなりそう。
・６時間は放課後に何か習い事があると遅れてしまうから短くしてほしい。
・６時間の日が多いから、放課後の習い事に送れる。
・６時間の日が多くて、宿題をやる時間が少なくて、次の日によく宿題を忘れて
しまうことが多い。
・もう少し授業を短くしてほしい。６時間とかだったら遅くなってしまう。５時間の
時はいつもと同じでもいいけど、６時間だと長いから。
・６時間が多くて、帰る時間も含めると、放課後に宿題をする時間が少ない。
・６時間が多くて遊べる時間がない。
・６時間が多くて、習い事がぎりぎり。
・（自分が）友達と遊べる日だけ６時間。
・６時間が多いので、いつも習い事に行くのがぎりぎりなので６時間を減らして
ほしい。
・４０分授業で午前中に５時間授業で、６時間だと放課後が短い。
・４５分の間にいろいろなことを教えてくれていいけど、少し長い気がする。
・授業時間が長いから集中力が切れる。
・疲れてくるので、５と６時間目の間は休憩を１０分にしてほしい。
・学校に行く５日間（１週間）の間で、１日しか５時間がない週もあるし、それに
夏だから帰るときにもすごく暑いから、６時間を減らしてほしい。

Ａ－３

『児童生徒の声』アンケート調査について

小学生 6 1 授業について
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

Ａ－３

『児童生徒の声』アンケート調査について

小学生 6 2 学校行事について

・おもしろい行事がたくさんあるのでいい。

・みんなが一つになれたり、普段外で運動しない子も外で元気に運動できる明
るい学校になってほしい。
・修学旅行をもう少し増やしてほしい。（友達ともっと仲良くなるきっかけを作り
たい。）
・修学旅行を増やしてほしい。（友達と仲良くなれるから。）
・修学旅行などを２泊３日にしてほしい。
・土日や、夏休みに暇なので何か行事がほしい。
・プールをしめるのが早い。
・運動会のダンスで膝立ちは痛いので、そこを改善してほしい。
・夏休みや冬休みにその季節に合わせた行事をつくってほしい。
・もっと外の勉強をしたい。（外出）
・やる意味が分からない。

小学生 6 3

学校の休みについ
て
（土日・夏休み・冬
休み・春休みなど）

＜宿題＞
・宿題が多くて休みがないみたい。
・宿題が多いからゆっくり休めない。
・夏休みの宿題が少ないと思う。もっと復習した方が力がつくので、もう少しだ
けでも増やしてほしい。

＜日程・日数＞
・休みがもっと長くなってほしい。宿題が終わらないときがあるから。
・夏休みをもっと減らしてほしい。
・夏休みの１日だけを学校にして、その１日や２日を秋休みにしてほしい。
・秋休みをほしい。
・年度が替わるときの準備のため、春休みを２日ほど延ばしてほしい。
・土曜日に午前中だけ学校に行きたい。
・土曜日に３時間だけ授業がほしい。
・数ヶ月に２～３回でよいので、休日に学校に登校させるようにしてほしい。→
６時間を減らす。（決まった日時で、２ヶ月に１回、１ヶ月目の第３土曜日などに
やってほしい。）

・夏休みでは友達に会えなかったりするし、たまに暇な日もあるので、学校で
の行事がほしい。（全員参加ではない行事）（屋台などが出る祭り）

小学生 6 4 通知票について

・難しい言葉が多く使われているから、どのようにすればよいか、何ができてい
ないか理解がしにくいから、もっと簡単な言葉を項目に入れてほしい。アドバイ
スの項目をつくってほしい。
・中学校みたいに数がいい。（分かりやすい）
・５段階でいい。
・Ａ・Ｂ・Ｃのように分けてほしい。
・今の「総合」のところをＡ・Ｂ・Ｃ判断にしてほしい。なぜなら自分が今、どのく
らいできるのかが分かりやすいから。
・自分の改善すべきことを積極的に書いてほしい。
・もらう意味が分からない。
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

Ａ－３

『児童生徒の声』アンケート調査について

小学生 6 5
学校の先生につい
て

・分からないとき、分かりやすく教えてくれる。
・時々小話をはさんで笑わせてくれて授業がおもしろいし、先生も一緒に遊ん
だりしてとても楽しい。

・自分が話しやすい先生がいてほしい。
・いきなり怒ったり、そういうことはやめてほしい。時々、そういう先生がいること
もあった。
・証拠もないのに疑われた。やめてほしい。
・たまにあいさつをしても先生があいさつしてくれないこともあるから、みんなあ
いさつしてほしい。
・差別がある。話しやすい先生と話しにくい先生がいる。やっていることと言っ
ていることが違う。
・差別がある。
・ＡＩがいい。

小学生 6 6
学校の施設につい
て

＜トイレ＞
・もう少しトイレをきれいにしてほしい。
・トイレの洋式の場所が少なくて、洋式の場所が混む。
・トイレの洋式などがあまりないので、洋式にしてほしい。

＜更衣室＞
・男子更衣室をつくってほしい。（女が入ってくるから）
・男子が着替えるのが遅いとき、教室に入れないから、男子更衣室をつくって
ほしい。
・男子更衣室がないから、男子の着替えが遅いときは女子が廊下で待たない
といけない。だから男子更衣室をつくってほしい。
・男子更衣室がいると思う。

＜教室＞
・他の学年で人数が多い学年は、１クラス約４０人もいるから、教室の数を増や
し、一人一人に教えられるようにしたらいいと思う。
・最近３クラスが増えているので、教室を増やしてほしい。
・３組が多くて、もっと教室を増やしてほしい。

・うさぎ小屋からゴミ捨て場まで行くのが短い方が便利。
・１階から３階まで階段を上がるのが疲れる。
・グラウンドがせまい。
・もう少し土地を広くしてほしい。（休み時間にサッカーやバスケをしたい。）
・体育館に冷房システムがほしい。
・扇風機が届かないことがある。
・みんなが楽しめたりゆっくりできる場があるといい。
・バスケットゴールを直してほしい。
・冬の乾燥がいやだから加湿器をつけて。

小学生 6 7
友達や仲間につい
て

・みんなと相談できるのでとてもよい。

・もっと自分が思っていることを話せるような環境をつくってほしい。
・協力した授業がいい。
・もっとつながりをつくる機会がほしい。

・差別がある。クラスの人数が多いから、その分、いじめや仲間外れがある。
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

Ａ－３

『児童生徒の声』アンケート調査について

小学生 6 他 その他

・算数の教科書が上・下くっついていてランドセルが重い。机の中に置いて帰っ
ても、置いた事を忘れそうで不安である。前のように教科書を別々にしてほし
い。（よろしくお願いします。）
・小学校のうちはライン（ＬＩＮＥ）やメールを友達同士ではやらない。
・学校に公衆電話を設置してほしい。（忘れ物をしたとき）（３）
・なぜ三の丸小学校だけ室内プールがあるのか。
・朝眠いから授業時間を遅くしてほしい。早いと集中できない。
・問題があったときにすぐ伝えられるポストのようなものがほしい。

ｎ＝２７
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

中学生 1 1 授業について

・今のままでよい。

・質問しやすい環境をつくってほしい。（２）
・みんなと協力することが少ないから、みんなと協力して授業したい。
・先生にすぐ質問できるような環境になってほしい。
・自習時間がほしい。（２）
・宿題もほしい。家での学習にいかせるから。
・グループ活動をもう少し増やしてほしい。（５）
・もう少し教科書を活用してほしい。

・体育で、できないのにみんなの前で技をやらせるのはいやだなと思う。
・もっとみんな静かにしてほしい。（集中できないから）
・ちょっと分からないところもあるので、先生と話せる環境がほしい。
・授業中に水を飲みたい。シャツを出したい。

中学生 1 2 学校行事について

・他校の合唱コンクールも見てみたい。（３）
・合唱コンクールの練習時間を増やしてもよいと思う。
・低学年とのふれあいの場をふやしてほしい。
・ふれあい遠足以外の遠足があってほしい。
・１年の遠足をもっと楽しめるような遠足にしてほしい。
・１～３年生でのいろいろな人との交流がもっとしたい。

＜運動会＞
・もっと先輩達とやりたい。
・運動会ではクラスで協力する競技がもっとあればよいと思う。
・運動会で応援があってもいいと思う。
・運動会は、みんなでできる種目を多くしてほしい。
・運動会の団体種目を多くする。（他の学年と一緒に）

・学校のお祭りとかをつくったら楽しそう。
・一年の行事を少し増やした方がよい。
・楽しいから行事をもっと増やしてほしい。

中学生 1 3

学校の休みについ
て
（土日・夏休み・冬
休み・春休みなど）

＜宿題＞
・宿題が少ない方がよい。（４）
・宿題が多い方がよい。
・土日に必ず宿題を出す。

＜日程・日数＞
・いっぱい休みがほしい。
・土日、学校に行きたい。

・サマースクールがあった方がよい。（３）
・休み中の自習室などをつくってほしい。（１教室など）
・もう少し休み中の部活を減らしてもいいと思う。

中学生 1 4 通知票について
・まだもらってないので分からない。（１７）
・もっとくわしく１０段階にしてほしい。
・自分は学年の何位か知りたい。最後の方だったらがんばろうと思える。

『児童生徒の声』アンケート調査について

Ａ－４
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

『児童生徒の声』アンケート調査について

Ａ－４

中学生 1 5 定期試験について

・今のままでよい。このままでよい。（８）

＜日程・日数＞
・定期試験が１日はきつかった。２日にしてほしい。
・２日とか３日とかに分けてもらいたい。（６）
・１日で５教科は疲れで間違いが増えると思う。
・分けてテストを受けたい。１日中だと疲れるから。
・１日で終わらせてほしい。
・何日かに分けてほしい。（４）
・量が多いし、回数を減らしてほしい。

・全部５教科がよい。（２）
・５０点制（５０点満点）ではなく、１００点制がよい。
・テスト用紙をもっと分かりやすく、見やすくしてほしい。
・数学が１２点だったので先生と一緒に復習したい。
・休み時間は移動教室以外勉強にする。家ではテスト週間中のゲーム禁止。
・順位を知りたい。

中学生 1 6 部活動について

＜日程・日数＞
・朝練の開始時間を遅くしてほしい。
（７時開始だと６時２０分に出なければならない。）
・部活を土日どちらか共通で休みにしてほしい。（大会は別）
・なるべく振替休日にはやらないでほしい。
・もう少し休みがほしい。（４）

・もっと他の部活をつくってほしい。
・交互に場所を使っているからかえてほしい。
・部活動で活動しているところを見合うのをやってみたい。
・試合をもっと増やしてほしい。
・試合をもっとやりたい。
・練習を少し増やしてほしい。
・トレーニングが多いから体育館練習を増やして、もっと打ちたい。
・もっと活動を増やしてほしい。（美術）
・私は美術部だが、もっとデッサンなどをした方がよいと思う。

・部活動に入っていない。（３）

中学生 1 7
学校の先生につい
て

・素敵である。
・とてもいい。
・もっと他の学年の先生ともふれあえたらいいな。
・楽しく授業したい。
・先生がおもしろいので学校生活が楽しい。

・授業が早い。雑でよく分かっていないことが結構ある。
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

『児童生徒の声』アンケート調査について

Ａ－４

中学生 1 8
友達や仲間につい
て

・いい感じ。
・友達はできた。
・入学したとき友達できるか不安だったけど今はたくさんいる。
・意外と楽しくて安心した。
・盛り上がる友達がいてよかった。
・おもしろい友達がいて学校生活が楽しい。
・男女なかよくなりたい。
・たくさん友達ができて不安がなくなった。
・とてもいい。

・１～５組で交流する時間を増やしてほしい。（２）
・同じ小学校の人と同じクラスでよかった。
・他のクラスと関われる時間をもう少し増やしてもよい。

・陰口とかをするのを止めてほしい。（こしょこしょ話など）
・もっと掃除などをさぼらないでほしい。
・独り言を言っている人がいる。

中学生 1 9
学校の施設につい
て

＜トイレ＞
・小学校とはトイレが全然ちがってめちゃくちゃきれいで最高。
・トイレがきれいなのでよかった。（２）
・トイレにウォシュレットをつけてほしい。

＜給食・弁当＞
・給食を弁当にしてほしい。（４）
・弁当の時がほしい。
・おいしくしてほしい。
・食堂ほしい。（２）

＜エアコン＞
・エアコンがついて嬉しい。よかった。（５）
・クーラーが少しいや。苦手。
・体育館にエアコンをつけてほしい。

・雨漏りを直してほしい。（３）
・グラウンドをもう少し広くしてほしい。（２）
・廊下を広くしてほしい。
・図書室にさらに本を増やしてほしい。
・水道場が遠い。
・学校をリフォームしてほしい。（ボロボロすぎる）
・体育館を大きく・広くしてほしい。（４）
・体育館のライトを替えてほしい。
・体育館のトイレをきれいにしてほしい。
・朝たまに集まる集会でもっと広いところでやってほしい。
・校庭を芝に。

中学生 1 他 その他
・週に１度の５校時は予定を変えないでほしい。
・屋上に行きたい。（２）
・シャツを出したい。

ｎ＝３３
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

・このままでいてほしい。

・よく「ペアをつくってください」とかいうけど、ペアをつくれなかった人がかわい
そうだから、そういうのをなくしてほしい。
・少しつまらないから逆に授業に集中できない。もう少し雑談とか混ぜて楽しい
授業にしてほしい。
・後ろの席になると、前の黒板が見えにくいので、プリント形式にしてほしい。
・体育のプールの授業は、体調の理由で参加できない女子もいるのに、それで
点数が下がるのは嫌なので、プールと何かの選択制にしてほしい。
・数学とかで応用問題をやってみたい。
・プールの授業をなくしてほしい。
・うるさい人は別のクラスに集めてほしい。
・体育を増やしてほしい。テニスがやりたいから。
・水飲み休憩がほしい。
・エアコンは教室にはついているけど、２８度は暑くて、つけている感じがない
ので、せめて２６度くらいまでにした方がいい。

・全部４５分授業にしてほしい。（２）

・みんなでパソコン室でパソコンを使うとすごくおもしろいから、一人一人のタブ
レットやスクリーンを使った授業を増やしていきたい。
・一人一人にタブレット、プロジェクタを使用した授業をしてほしい。
・一人一人にタブレットがほしい。（２）
・班形式の授業を増やして、タブレットで調べ学習を中心とした授業をしたい。
・もっとデジタル式に。
・パソコン室のパソコンを新しく替えた方が、技術の授業が早く始められる。
・授業は外国などと同じように一人１台のタブレット等を使っての授業の方が、
今の時代の人は喜んでやるのでは。

・教室にテレビをつける。
・分かりやすくなるためにテレビなどをつけてほしいなと思う。
・映像とかを黒板に映し出す授業がとても分かりやすい。

・タブレット型にし、教科書などを減らしていつでも見られるようにしたい。
・休みの人用に、インターネット配信みたいなことをしてほしい。

Ａ－５

『児童生徒の声』アンケート調査について

中学生 2 1 授業について

1／4



学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

Ａ－５

『児童生徒の声』アンケート調査について

中学生 2 2 学校行事について

・もっとたくさんの行事を行いたい。
・これから役立つことについての行事などを増やしてほしい。
・年に１回球技大会があるが、それを月１回にして、体を動かすようにしたい。
・生徒が皆でもっと楽しめる行事を増やす。
・全校でできるスポーツやかるたなどがしたい。外での遊びを増やしてほしい。
・もっと行事を増やしてほしい。例えば、劇とかやる行事など。

・海岸マラソンはいらない。つらくて倒れる人もいる。（２）
・体育系の行事が多いので、あまり好きじゃないから、選手とか決めて、その
人が出ればいいと思う。
・運動会をなくしてほしい。

・もう少し長い準備期間がほしい。
・運動会や合唱コンクールなどの準備する時間が少ないと思うので、増やして
ほしい。
・もっと運動系の行事を入れてほしい。今でも結構楽しい。
・文化祭とか高校でやるようなものを中学校でもやりたい。

中学生 2 3

学校の休みについ
て
（土日・夏休み・冬
休み・春休みなど）

＜宿題＞
・宿題も部活もなくして。
・長期休業の時は、宿題を減らす。
・宿題をなくしてほしい。（理由　自分ができることを何回やっても意味がない。
自分の苦手なものを見つけてそれをやるのが大事だと思う。）

＜日程・日数＞
・夏休みを減らして、秋休みをつくってほしい。
・夏休みなどを少しだけ長くしてほしい。理由は、部活などいろいろやらなけれ
ばならないこととかもあるので、少しでも１日休める時間を延ばしてほしい。
・夏休みを増やしてほしい。夏休みを７月ちょうどからにしてほしい。（２）
・休みの日をもっと増やしてほしい。（４）
・３日間休みを増やしてほしい。
・春休みをもう少し長くしてほしい。
・冬休みは、正月に実家へ帰るということもあるのでもう少し延ばしてもよいの
では。

・特別補習などを今より増やしてほしい。

中学生 2 4 通知票について

・良いところだけでなく悪いところや改善すべきところもアドバイスとして書いて
ほしい。
・アドバイスやなぜそうなったかなどを書いてほしい。
・次に何に気をつければ上がるのか記入がほしい。
・「１～５」「A○～C」の理由などをもっと細かく書いて分かりやすくする。
・もう少しコメントがほしい。

・「１・２・３・４・５」ではなく「◎○△」の方が直接の負担が少ない。

・俺の方がノートとかテストで勝ってんのに、そいつの方が成績がいいとかマジ
うざい。「こうなったら５になる」と言われて実践しているのに５にならない。しっ
かり成績つけろ。もうちょっとしっかり成績つけてほしい。
・親に見られないようにしたい。
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

Ａ－５

『児童生徒の声』アンケート調査について

中学生 2 5 定期試験について

＜日程・日数＞
・年間２回にしてほしい。（回数を４回から）減らしてほしい。（４）

・範囲表を配るのを早くしてほしい。早めにテスト範囲を教えてほしい。遅い。
（３）
・塾に行っていない人でもできるような問題が出てほしい。
・テスト勉強期間を増やしてもらいたい。
・制服以外の服で受けたい。
・マークシート式にしてほしい。
・トップの人の名前を発表してほしい。（その人を目標にしてがんばれる。）

中学生 2 6 部活動について

・楽しい。（つまらないときもある。）

＜日程・日数＞
・週に１～２回休みがほしい。
・やさしく、週３。
・大会目前でなければ、土日どちらかをなしにしてほしい。両方はつらい。（２）
・テスト前は休部日を増やしてもらいたい。
・各部の休部日を揃えてほしい。
・運動部が休みが少ないから増やしてほしい。
・夏休みや土日など、休みの日の部活を減らしてほしい。

・生徒の健康を守るようにしてほしい。
・猛暑の時とかを休みにして、違う日に穴うめしてほしい。

・美術・・・エキタブ、ペンタブがほしい。
・科学・・・薬品がほしい。
・バレーボール・・・外でやるときがあるから体育館で毎日やりたい。
・サッカー・・・専用の部室がほしい。暗くてもできるナイター照明がほしい。
・野球・・・野球場をつくる。ナイター照明がほしい。
・新しい楽器がほしい。
・体育館での部活だと夏はとても暑いので涼しくなるようなものがほしい。
・新しい部活を増やしてほしい。バドミントン部とか水泳部とか。（２）
・時間を増やしてほしい。
・部活専用の先生をつくる。

中学生 2 7
学校の先生につい
て

・生徒の中に自然と入り、トラブルなどを早めに対処する。昼休みなどに「何の
話をしているの？」など同じ歳みたいに話しかける。
・つまらない人もいるけど大体いい人。うざい人もいる。
・みんな楽しそうに授業してくれている。

・生徒の気持ちを考えない人がいるので、先生達で道徳学んでほしい。
・暑いのに先生によってエアコンをつけてくれない。

中学生 2 8
友達や仲間につい
て

・良いやつばっかり。毎日楽しい。

・休み時間でいっぱい体を動かしたい。
・いじめをしている人がいる。
・少し友達への悪口などが多い。
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

Ａ－５

『児童生徒の声』アンケート調査について

中学生 2 9
学校の施設につい
て

＜エアコン＞
・体育館にもエアコンをつけてほしい。
・音楽室にエアコンをつけてほしい。（３）
・理科室（第１と第２）と音楽室に空調設備がほしい。
・特別教室に扇風機を。できればエアコンを入れてほしい。
・特別教室にもエアコンがほしい。
・音楽室が暑すぎて、合奏が大変なのでエアコンをつけてほしい。
・特別教室にもエアコンがほしい。部活で使う音楽室は、毎年３８度くらいある。
・夏の音楽室が暑すぎて授業も部活もできない。エアコン希望。
・部室にエアコンをつける。
・特別教室にエアコンをつける。
・室内部活なのでエアコンがほしい。

・床がでこぼこしていたり、すぐに結露のようになるから転んでしまう。

・自動販売機がほしい。（２）
・学食がほしい。
・室内プールがほしい。
・プールの更衣室にすのこを置いてほしい。
・体育館に網戸をつけてほしい。
・体育館を新しくする。きれいにする。（２）
・WI-FIをつける。
・プールをきれいにしてもらいたい。プールを新しくする。（４）
・階段をエスカレーターにしてほしい。（２）
・エレベーターをつける。
・ロッカーが狭くバックとかが入りきらないので、ロッカーを大きくしてほしい。
・体育館を広くする。もしくは増やす。
・パソコン室のパソコンをグレードアップしてほしい。
・トイレをもうちょっときれいにしてほしい。（まじくさい。）
・問題児たちを集めて反省させるような部屋。

中学生 2 他 その他

・スマホの持ちこみＯＫに。
・スマホを持ってこれるようにしたい。
・不用品といわれている「金や携帯電話」をもってきてもいい。

・電気ポットみたいなものを置いて、いつでも温かいものが飲めるようにしてほ
しい。
・みんなで飲めるように、各階に飲み物を置いてほしい。忘れた人も飲めるか
ら。
・自動掃除機がほしい。
・掃除の時間はぞうきんの代わりに、別の楽なものにしてほしい。
・教室にルンバを置いてほしい。
・机が狭いので広いのがほしい。

・屋上に行けるようにしてほしい。
・登校時間を少し遅らせてほしい。
・給食がおいしくない。まずい。（３）
・給食はもっと量を多くしていい。

ｎ＝３５
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

・とても分かりやすく説明してくれるので分かりやすい。
・今のままでいい。（２）

・（夏は）授業中に水分補給できるようにしてほしい。（２）
・うるさくなくて静かになってほしい。
・みんなが参加できるような授業にしてほしい。間違ってしまっても許してくれる
ような授業。
・授業をもっと分かりやすくしてほしい。
・分からないことを聞けずに終わってしまい、苦手になってしまうと思うので、先
生に質問できやすい環境をつくってほしい。
・体育の時、無理にでも難しい技などをやらせるのはおかしい。けがをしてしま
う。

・授業の途中に給水やご飯の時間がほしい。
・「睡眠の時間」が授業の日課でほしい。集中力がアップするから。
・プールの時間を増やしてほしい。（６）
・体育の時間を増やしてほしい。

・授業時間を減らして、その細い時間で集中できるような環境をつくりたい。
・自習時間がたまにほしい。
・授業時間を４５分にしてほしい。（４）
・１０分休憩を５分休憩にしてほしい。（早く家に帰りたいから。）

・一人１台タブレットがほしい。

中学生 3 2 学校行事について

・悪くないと思う。

・文化祭を入れた方がいい。
・もっと遠足や修学旅行に行きたい。
・様々なタイプの人が活躍できるような行事をもっとつくるとみんなが楽しめる。
（３）
・１日遊ぶ時間がほしい。
・学校全体でふれあえる行事を増やしたい。（第２回運動会など）　（２）
・大きなイベントをもう少しほしい。行事を増やしてほしい。行事が少ない。（７）
・皆で助け合ってほしい。
・運動ばかりではなく、「皆で絵描き大会」とか「しりとり大会」とかやりたい。

・運動会の練習時間を増やしてほしい。
・班は自分達で決めたい。

Ａ－６

『児童生徒の声』アンケート調査について

中学生 3 1 授業について
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

Ａ－６

『児童生徒の声』アンケート調査について

中学生 3 3

学校の休みについ
て
（土日・夏休み・冬
休み・春休みなど）

＜宿題＞
・冬休みは日数が少ないから宿題をなしにしてほしい。
・冬休みの休みが少なく宿題が多いので、学校が始まったとき勉強に遅れる。
・宿題を減らしてほしい。大人になったら、たくさんの休みがないので、小中学
生のうちに楽しみたいから。
・夏休みなどに宿題を出さないでほしい。（宿題を出したら休みじゃない気がす
る。）

＜日程・日数＞・・・長く／増やす等
・春休みと冬休みを増やしてほしい。
・春休みをもっと長くしてほしい。

＜日程・日数＞・・・短く／減らす等
・夏休みが少し長すぎる。長期間休みがあるとすぐテストだからきつい。
・夏休み／冬休みなどを減らしてほしい。
・夏休みが長い。冬休みが短い。
・夏休みは減らして、冬休みを増やしたい。
・夏休みを減らしてほしい。（２）
・もう少し短くしてもいい。

・１週間何もない日をつくってほしい。

中学生 3 4 通知票について

・分かりやすくてよいと思う。
・ファイルがめくりやすくていいと思う。

・その教科の先生から、なぜその評価か一言コメントがほしい。
・何がいけないのかコメントがほしい。（２）
・５教科だけの成績を出してほしい。
・５科目だけにしてほしい。
・テストの点数を中心に評価を決めてほしい。
・途中経過がほしい。出してほしい。
・見やすくしてほしい。
・こわい。

中学生 3 5 定期試験について

・続行すべき。自分の実力が分かる。

＜日程・日数＞
・市で５教科、９教科の回数を統一してほしい。
・４回のテストを５教科⇒９教科⇒５教科⇒９教科にしてほしい。５教科、９教科
と交互にやってほしい。（私達は９⇒５⇒９⇒９なので）（５）
・１回目は５教科がいい。（２）
・９教科のテストが多い。
・テストを年１回だけにしてほしい。
・テストを年３回にしてほしい。

・範囲を狭くしてほしい。
・テスト範囲表を３週間前に配ってほしい。もっと早く出してほしい。（２）
・テスト範囲をもっと正確に書いてほしい。第１回をもう少し後にしてほしい。
・もっと出るところを詳しく言ってほしい。

・なくしてほしい。きらい。（２）

・問題の量が多すぎるときや、解答欄が小さいときがある。
・問題文が分かりにくい。
・定期試験の平均やみんなの点数を上げるためにも、定期試験対策問題をつ
くってほしい。
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

Ａ－６

『児童生徒の声』アンケート調査について

中学生 3 6 部活動について

・しっかりとメニューをつくり、先生も一緒に活動して、安全とアドバイスをしたり
して、どんどん記録を伸ばしていきたい。

＜日程・日数＞・・・長く／増やす
・もっと時間を長くしてほしい。

＜日程・日数＞・・・短く／減らす
・部活によって時間の差が大きいので同じくらいにしてほしい。
・６時半に部活が終わると塾がぎりぎりになるので６時終わりにしてほしい。
・朝練と放課後のどちらか休みがほしい。（どっちもあるとつらい。）
・休みを多くしてほしい。休みが少なすぎる。（２）
・平日に１回は休みをとってほしい。
・週に２回は休みにしてほしい。
・もう少し時間を短くしてほしい。
・午前中なら午前中、午後なら午後という感じで、中途半端はやめてほしい。

・必ず１回は、大会とバザー以外で学校行事に協力してほしい。
・「この部活をやりたい」「このスポーツをしたい」と思っている人がいるので、で
きる範囲で新しい部をつくってほしい。
・もっと種類を増やしてほしい。（武道系）　（２）
・ユニフォームの色を変えてほしい。はちまきがほしい。
・部活で使う道具で古くなっているものがあるから、新しくしてほしい。
・大会は月１回にしてほしい。

・部活内で少し差別を感じる。

中学生 3 7
学校の先生につい
て

・楽しいからこのままでよい。
・いろいろな先生がいていいと思う。
・今のままでいい。
・個性的な人たち。

・１～３年になるまで、教科ごとの先生を統一してほしい。

・こっちで楽しんでいるのにいちいち口出ししないでほしい。
・内容をまんべんなくやってほしい。
・学年にひとりは女の先生がいてほしい。
・差別をしている先生がいる。
・ひいきがある。
・一人一人にていねいに接してほしい。差別しないでほしい。

中学生 3 8
友達や仲間につい
て

・皆全員仲が良い。
・話す趣味が同じ人が多くいるので満足している。
・充実している。

・うるさいから注意すると「注意しなくていい」って言われる。
・他の学年の廊下に入りたい。
・クラスの中でグループができてしまっている。
・冷やかしはやめてほしい。
・陰口や禁止用語を言ってほしくない。人を見た目で判断してほしくない。
・いじめがなくなってほしい。テストの点数などを聞いてくる人がいる。
・少し仲が良い子と一緒のクラスにしてほしい。
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学年 質問 項目 「こうなってほしい」ことや、あなたが思っていること感じていること　など

Ａ－６

『児童生徒の声』アンケート調査について

中学生 3 9
学校の施設につい
て

＜プール＞
・プールを大きくしてほしい。（３）
・プールサイドをきれいにしてほしい。
・温水プールがほしい。室内プールがほしい。（２）
・プールの更衣室をきれいにしてほしい。

＜エアコン＞
・室内部活のために冷房をつけてほしい。
・吹奏楽部は冷房のついている部屋で練習できるようにしたい。
・体育館の冷房がほしい。集会で暑い。（８）
・理科室や音楽室などの特別教室にもエアコンをつけてほしい。（４）

・蛇口からオレンジジュースやおもちゃが出てほしい。
・水道から水以外のものが出てほしい。
・学校の外からみた景色が三の丸小のようになったらおもしろい。ペンキがと
れてきているところがあるから直してほしい。
・ミニ遊具やキックターゲットをつくってほしい。
・各部室を大きくしてほしい。（２）
・グラウンドを芝にしてほしい。
・古くなった部分が点々とあるから、直した方がいい。
・体育館をもうひとつ増やしてほしい。大きくしてほしい。（２）
・クラスに１台テレビがほしい。
・陸上部でスパイクが使えるようにタータンがほしい。
・放送の機器を変えてほしい。階によって音量が違う。古い。（２）
・きれいなトイレをもっと増やしてほしい。
・となりの工事がずっとうるさい。
・危ないところや汚いところはすぐに直したり、きれいにしたりしてほしい。

中学生 3 他 その他

・教科書を減らしてほしい。重くて大変だから。

・お金類を全て給食費と同じように銀行から払えるようにしてほしい。（忘れた
ら大変だし、先生が遊びで使ったら迷惑だから。）
・校舎の施錠を最終下校時刻の30分前にしてほしい。（いつも時間が分からず
大変だから。）
・その学校のジャージを着ていれば他校の運動会に行けるようにしたい。
・昼休みに野球をしたい。
・夏休み中もプールを開けてほしい。
・夏休みも自由に学校に出入りできるようになりたい。
・クラス替えは３年に１回でいい。２回も替える必要はない。
・クラスの人数を少し減らしてほしい。
・弁当にしてほしい。

ｎ＝３４
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「２学期制を継続する場合と３学期制に戻す場合の各スケジュール」の比較検討資料 

 

 

年 度 

２学期制を継続する場合の想定スケジュール ３学期制に戻す場合の想定スケジュール  

学 校 市教育委員会 学 校 市教育委員会 
備 考 

※…国 ＊…市 

平成３１

年度 

２０１９

年度 

 

決定年度 

※学習指導要領準備期間 

（小中学校） 

 

 

 

・通知表検討会開催（小学校） 

 

 

・保護者へ通知／説明 

・長期休業変更に係る計画変更 

 学校経営計画 

 各教科年間指導計画 

 学校行事の時期見直しや削減 

 

・教育委員会定例会議決 

（学期制） 

・市議会へ説明 

・通知と広報（市民／保護者） 

 

★校務システム通知表様式変更

（小学校） …学習指導要領

完全実施に伴う変更 

 

・教育委員会定例会議決 *1 

（長期休業期間） 

・管理運営規則改正 *1 

（長期休業期間） 

 

 

 

※学習指導要領準備期間 

（小中学校） 

 

 

 

・通知表検討会開催（小学校） 

 

 

・保護者へ通知／説明 

・児童生徒へ説明 

・長期休業変更に係る計画変更 

 学校経営計画 

 各教科年間指導計画 

 学校行事の時期見直しや削減 

 

・教育委員会定例会議決 

 （学期制） 

・市議会へ説明 

・通知と広報（市民／保護者） 

 

★校務システム通知表様式変更

（小学校） …学習指導要領

完全実施に伴う変更 

 

・教育委員会定例会議決 *1 

（長期休業期間） 

・管理運営規則改正 *1 

（長期休業期間） 

 

＊学期制移行準備会開催 

 

＊市相談Ｃ開設準備 

※ご退位・ご即位 

※１０連休導入 

 

 

○予算（国に準じた

変更は原則無償） 

 

 

*1 市全体で休業期

間を統一する場合 

 各校で対応の場合

はこれに準じない 

２０２０

年度 

※小学校学習指導要領完全実施 

※学習指導要領準備期間 

（中学校） 

 

・通知表検討会開催（中学校） 

 

 

 

 

 

★校務システム通知表様式変更

（中学校） …学習指導要領

完全実施に伴う変更 

 

・給食費値上げ検討／給食日変

更検討 …給食費検討委員会

（３年ごと開催） 

 

※小学校学習指導要領完全実施 

※学習指導要領準備期間 

（中学校） 

 

・３学期のための各種計画変更 

 学校経営計画 

 各教科年間指導計画 

 学校行事の時期見直しや削減 

・具体的計画を保護者へ説明 

 

 

・通知表検討会開催（中学校） 

 

・３学期のための各種計画変更 

 学校経営計画 

 各教科年間指導計画 

 学校行事の時期見直しや削減 

 

・具体的計画を保護者へ説明 

 

・管理運営規則改正（学期制） 

 

＊学期制移行準備会開催 

⇒具体的計画を各校へ説明 

 

 

 

 

 

 

 

★校務システム通知表様式変更

（中学校） …学習指導要領

完全実施に伴う変更 

 

・給食費値上げ検討／給食日変

更検討 …給食費検討委員会

（３年ごと開催） 

 

＊市相談Ｃ開設 

※東京五輪開催 

 

 

○予算（国に準じた

変更は原則無償） 

 

 

 

 

 

○予算（国に準じた

変更は原則無償） 

 

２０２１

年度 

※中学校学習指導要領完全実施 ★特別教室の空調設備設置検討 

 

※中学校学習指導要領完全実施 

 

・３学期のための各種計画変更 

 学校経営計画 

 各教科年間指導計画 

 学校行事の時期見直しや削減 

・具体的計画を保護者へ説明 

・具体的計画を児童生徒へ説明 

 

・通知表（票）検討会開催

（小・中学校） 

 

★特別教室の空調設備設置検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

★校務システム通知表（票）様

式変更 …３学期制にもどす

ことに伴う変更 

 

★予算 

（約   円） 

 

 

 

 

 

 

 

★予算 

（約   円） 

 

２０２２

年度 

 

  ＊３学期制の開始 ＊３学期制の開始  

別添６ 

６ 



令和２年度使用教科用図書種目別発行者一覧 資料3

国語 書写 社会 地図 算数 理科 生活 音楽 図画工作 家庭 保健 道徳 英語

東書 東書 東書 東書 東書 東書 東書 教出 開隆堂 東書 東書 東書 東書

学図 学図 教出 帝国 大日本 大日本 大日本 教芸 日文 開隆堂 大日本 学図 開隆堂

教出 教出 日文 学図 学図 学図 文教社 教出 学図

光村 光村 教出 教出 教出 光文 光村 三省堂

日文 啓林館 信教 信教 学研 日文 教出

日文 啓林館 光村 光文 光村

啓林館 学研 啓林館

日文 廣あかつき


