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フリー参観デー参加者総数（１９，４８５）名     アンケート回答者数（４，５３４）名 

※佐賀市立小学校・佐賀大学附属幼稚園・小学校 

 特に多かった感想・意見等 特に参考となる意見や要望等 

保 
 

護 
 

者

 

○発表が多く、子ども達がとても集中して授

業を受けていた。私語も少なくよかった。 

○整理整頓がされていて、校内もすっきりき

れいだった。 

○総合学習では、よく調べてがんばっていた。

発表もしっかりとできていた。 

○どのクラスの児童ものびのびと楽しそうに

していた。 

○ＴＴの授業は初めて参観しましたが、内容が充実

していて好ましく感じました。2 人の先生の連携が

しっかりとれていて安心感をもてました。 

○地域と連携して、熱心な教育活動がなされ

ていると感じた。 

○平日の授業参観はなかなか参加できないの

で、とても助かった。１つの授業を最初か

ら最後まで見られるので、何を学んでいる

のかがわかった。 

○１年生は入学して２ヶ月たったが、集団の規

律が養われている姿が見られた。 

○少人数授業が分かりやすかった。ホワイト

ボードを使っての説明、とても分かりやす

かった。算数の仕組みをことばで説明をす

ることはむずかしいので、家で助言をする

上でためになった。高学年になって算数の

指導は難しくなるが、一人ひとりに指導が

行き届き、分かるまで教えていただいた。 

○20 分休みに外で遊ぶ子が多く、とてもよい

ことだと思う。 

●参観者のマナーが悪い。(私語が多い・小さ

い子が体育館を走っても野放し) 

●子どもたちが、もっと校内で人にあったら

あいさつをするようにしてほしい。 

●トイレがあまりきれいでない。 

○フリー参観という形が大変よかった。ぜひ続

けて行ってほしい。またぜひ参観してみたい。 

○先生方が子どもをほめてやる気を出させ、勉

強に取り組むようにさせていると感じた。 

○お茶やいすを準備され、気配りが感じられた。 

○学校の本年度の教育目標の説明はわかりやす

く、学校がなすべきこと、家庭がなすべきこ

となど同感で、学校、家庭、地域が一体とな

って育てていかなければと思った。 

○道徳の授業で、子どもたちの心に何か自分にで

きることはないだろうかと考えるきっかけを作

る授業だった。 

●40 人の学級は先生が机間巡視で通り抜ける

のさえ難しそうなぐらい、きつきつだった。

早く 35人学級になればいいなと思った。 

●フリー参観もいいけど、学校の内の清掃日を

企画して、参加できる保護者の方と子どもた

ちと一緒になって作業をしたらいいと思う。 

●先生により、指導のあり方にばらつきがある

と思う。特に、若い方とベテランの方で。 

●参観デーの時には、もう少し学級配置図を 

大きくして欲しい。 

●授業参観での保護者のビデオ撮りはいかがな

ものか。 

●先生方は皆、名札をつけていてほしい。 

●みんな均一な教育になるとは思いますが、伸びる

可能性を伸ばしていく指導も力をいれてほしい。 

●フリー参観の案内や受付にも携帯電話の「マ

ナーモード」の協力要請をしてほしい。 

●わかりやすい授業の工夫をお願いします。

（授業研究会を重ねてほしい。） 

●先週日曜日の運動会と連続した日曜開催は、

やはり避けてほしい。 
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○先生方の大変さが伝わりました。 

○休憩室があってよかった。 

○昔と違った指導法に感心した。 

○初めて参観したが、うろうろする児童がなく先

生の話に集中して聴いていた。 

○卒業しても、自由に参観できるので、とて

もよい。 

○一人一人の子どもの張り紙（習字）にも注

意とほめ方がとても先生らしくて関心いた

しました。 

○子ども達自ら遊び方を見つけたり、また、

気づきがあったりと自然と子ども同士が触

れあっている姿が心の温かさを感じまし

た。その中で、いろいろな体験ができて成

長をしていくことを願っています。 

○他の子との接し方など普段では見られない

一面が見られてよかったです。 

●小学校にも行っていたので、あまり見られ

ませんでした。 

●１年生を参観したが、いかに家庭のしつけ

が大事かを感じた。 

●こんなに元気な子どもたちだから，家でも

早寝・早起き・朝ご飯をしっかりさせてあ

げなければと思った。 

 

○駐車場への誘導やあいさつ、受付での役員の

方の応対などとても感じがよかったです。 

○不審者対応のため、ＰＴＡ役員や保護者の協

力体制がよくできていた。 

●教育が余っている感じがする。何か活用の道

があるのでは。他の人（地域外）又教育関係

者以外からの意見を聞かれたらどうですか。 

●家庭環境の差が子どもたちの授業態度によく

出ています。しっかりした家庭の躾を望みま

す。 

●鉛筆の正しい持ち方の指導が必要ではない

か。 

●体罰ができないことは理解しているが、時には厳

しい対応も必要ではないか。 

●子どもたちが「また明日も早く学校に行きた

い」といえるいじめや不登校のない環境をみ

んなで意識していければと思う。 

●参観者が、プールサイドに土足で上がっていた。衛

生上問題がある。下足置き場の準備をしていたほう

がよかった。 

●低学年(１・２年)の間は、学校規模にかかわりなく
ＴＴか少人数をしてもらった方がいい。佐賀市教
育委員会に要望したい。先生は一人で大変です。 

●窓をはずしてあると参観しやすい。 

●このアンケートの結果はどのように公表される

のでしょうか？ 

●保護者が参観時、教室内に入らない。熱心さ

が希薄に思う。 

●地域に学校の情報がうまく伝わってこないの

で何とか工夫をお願いしたい。 

●他の行事もあり、すこし忙しかった。 
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○保護者向けの教育内容を示すプリントはわ

かりやすくよかった。 

○子どもから挨拶を受けて嬉しかった。 

○保護者のたくさんの参観があり、先生方との連

携の姿が感じられた。 

○子どもたちも集中し学習していた。先生も

よく工夫していた。目がひかり輝いている

子どもが多い。 

○きちんと聞かなくちゃいけないという姿勢

が児童から感じられた。 

○先生の言葉遣いが丁寧で良い。子どもに向

けられる真剣なまなざしを感じた。 

○歯磨き指導も大切な学習ですね。 

○読書に力を入れてあることがすばらしいと

思う。大自然からそして、心の内側から大

きく成長できる学校だと思いました。 

○一体感(子ども、職員、地域)を感じる。「お

らが町の学校」のムードを感じました。 

 

○フリー参観ということで伊万里から来たが、

子どもたちの想像力を有効に引き出されてい

ると感じた。 

○障がいを持っている子どもにも優しく接して

くださってありがたい。 

○専門の先生を招いての授業は、質の高さに感

服した。 

○環境ＩＳＯの取り組みは大切である。 

○机の置き方も教師の方を向くように置いてあり、

常に教師の方に注目できるように工夫してあっ

た。 

○「フリー参観デー」の企画はとてもよい。全国に

広げてほしい。 

●担任の先生方の名前を知りたかったけどどこ

にも書いてなかったので、各教室の札にでも

あればいいと思った。 

●廊下での保護者同士のおしゃべりが気になっ

た。 

●給食の食べる順番が決まっていることに疑問を

もちました。 

●授業が成り立っていないかなと思われる場面

もあった。 

●外部から来た一般の人に何の授業があってい

るのか、担任なのか、級外なのかも一覧表に

書かれていて分かりやすかった。 
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※佐賀市立中学校・佐賀大学附属中学校 

 特に多かった感想・意見等 特に参考となる意見や要望等 

保 
 

護 
 

者

 

○メリハリのついた授業でよかった。熱心に授業

をされていた。 

○少人数 TT の授業などグループワークを取り入

れ、いろいろな意見を出し合い考える教育がさ

れていて興味をもつような授業でした。 

○体的に集中して取り組んでいた。落ち着いて授

業を受けていた。楽しそうだった。 

○あいさつをよくしてくれる。気持ちよかった。

元気で活発だった。 

○フリー参観デーは外部の方も学校や子どもたち

の様子を知る機会になるのでとてもよい。 

○大きな声で挨拶ができており、規律が取れ

ている。 

○去年に比べたら比較にならないぐらい生徒が落 

ち着いていた。本来の授業風景に戻ってホッと  

している。先生方の声も昨年よりずっと落ち着 

いて聞こえた。 

○教室の床もきれいでした。教育環境は、これ以

上をぜひ保っていただき，学習環境をきちんと

してほしい。 

○先生方が一人一人をよく観察され、熱心に

指導されていて良かったと思います。先生

の熱意が伝わってきました。 

○１年の数学・英語とも生徒の興味がわくよ

うな授業スタイルができている。 

○生徒も生き生きと楽しく参加している姿に

感動し、嬉しく思いました。教室も整理さ

れていてすばらしい。すばらしいメディア

センターもあり、良い。心まで教えてくだ

さっている先生がおられ安心しています。 

○英語の授業は、リズムがあって楽しく取り

組んでいた。明るい子どもたちが多い。 

○学校全体に活気ある好ましい状況が感じら

れる。 

○中学校教師の大変さが見えました。エネル

ギーのいることと思います。がんばってく

ださい。 

○性教育講演会を聞くことができ、大変良かっ

た。子どもたちにとっても有益な話だったと

思う。 

●一方的な授業がありました。子どもたちがつまら

なさそうでした。 

●一生懸命授業を聞いている生徒とそうでない生

徒の差がある。落ち着きがない。 

●移動教室であるだけに、教室環境の整備が難

しい。今後、工夫してほしい。 

●保護者や参観者にも授業で使うプリント等が

あれば良かった。 

●生徒を先生が力（圧力）で抑えている感じが

した。 

●授業中に先生の許可なしで離席する子がいた。家

庭での教育不足が原因であるが、先生も指導方法

を再度検討すべきだ。 

●もっと楽しい昼休みをさせてほしい。席についた

ままでも楽しい会話ができる環境であってほし

い。 

●授業中、話をされている先生の方に顔を向け

ない子が多い。聞く姿勢をきちんととること

は大切だと思います。 

●授業のスピードについて行けない生徒もいる

のでは。 

●黒板の記入の仕方等、子どもの目線で考えて

ほしい。外から見てもわかりづらく感じた。 

●参観のことではないが、部活動に対し、先生

方の考え方と子どもたちの頑張る姿にギャッ

プがある。サラリーマン教師になっているよ

うで・・・。 

●チャイムとともに席に着く指導をしてほし

い。 

●移動教室で空いている教室にも電気がついて

いた。トイレが汚かった。 

●学校内では挨拶がよくできていても、学校外

ではできていない生徒もいるようです。 
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○あいさつをきちんとしてくれる子、服装がきち

んとしている子が大多数でよい雰囲気の源にな

っている。こういう子を大切にしていることが

よい。 

○掃除が行き届いて、ゴミもなくきれい。 

○掲示物等に工夫が感じられた。 

○先生方の努力で生徒も非常に変わったようで

す。前回は、授業中も騒いでいた生徒が数クラ

スあったようですが、今回は全クラス静かで先

生の話も聞いているように感じた。 

○教科を教えるだけでなく、成長途中の子ど

もたち一人一人に目を配るのは大変です

ね。敬意を表します。 

○わかりやすくポイントを押さえて授業され

ていました 

○廊下であいさつをかけてくれ、結構楽しく

見学できました 

○校舎及びグラウンド等すばらしい環境であ

り、部活動等も充実した活動ができている。 

○生徒たちは、挨拶をよくしてさわやかな印

象だった。 

○みんな一生懸命に学習しているので非常に

好印象を受けた。 

○授業の流れや授業に使う資料等が参観者用

に準備され、授業を参観しやすかった。 

○教材研究や板書も計画的で丁寧な指導をさ

れていた。 

○生徒も意欲的で、３年生でも半数以上が手

を挙げて発表等をしていた。 

●掃除は行き届いていると思うが、暗い感じがす

る。 

○あっちこっちの絵画、階段の絵、心が和みま

した。 

○小さい子を連れて参観したのですが、冷やか

されることなく安心して参観できました。 

●生徒が受け身にならず発表の場がたくさんあ

ってよかったが、一部気になる生徒がいた 

●明るく開放的で立派な建物、新しくて広々と

していて恵まれています。生徒たちは恵まれ

た環境にいることを感謝しているのでしょう

か。 

●先生と生徒の会話、友だち感覚でいいのか。 

●家庭教育の無さが感じられる。学校教育だけ

では限度がある。 

●授業に集中できている生徒が多い中で、集中

できていない生徒が目立っていた。 

●すばらしい環境で学ぶ喜びを生徒たちは、か

みしめてほしい。 

●昔はもっとピリピリした中での授業だったよ

うな気がします。 

●少人数授業はすばらしいが、グルーピングは

思春期の生徒でもありなかなか難しいでしょ

う。 
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○生徒は真面目に授業を受けていた。 

○大変落ち着いた様子でした。 

○どのクラスも独特の机配置をしていて、学校と

しての意気込みを感じた。 

○廊下で挨拶をしてくれた男子生徒に良い感

じを受けた。 

○休憩時間も静かに行動して、礼儀正しい態

度もみられた。 

○とかく噂ばかりが聞こえがちですが、子ど

もたちはしっかり学習できているよう思い

ました。 

○中三にもなると、目標を持つ意味について

もしっかり考えていく授業に驚いた。 

●姿勢がよいとは言えない。集中できていな

い子が目についた。３年生の姿勢は良かっ

た。 

●体育館の部活の後始末の確認を求む。 

○参観を楽しみにしています。毎回参観してい

ます。今後も継続してください。 

●指導を無視する生徒がいて大変そうだった。 

●通常の座席の並び方ではなく、会議をするような

形になっていた。どんな効果があるのか知りた

い。 

●目標を明確に持たせ、互いに切磋琢磨させる

環境作りをお願いしたい。 

●指導案でもあれば、保護者さんにも分かりや

すい授業になるのでは。 

 

  


