
令和４年度 杉三小 新学校教育目標についてのアンケート 集計結果 

校長 森賀慎一 

（１）保護者向け：お子さんに「どんな子ども」に育ってほしいですか？ 

【１年】 

・グローバルな子ども 

・健康で心身ともに元気 

・自分の気持ちや考えを伝えられる。 

・失敗を恐れないで新しいことに挑戦する。 

・人を思いやる気持ちを大切にする。 

・多様性を理解し、尊重・適応できる人 

・柔軟な考えをもって行動し、活用できる子 

・自分のことも相手のことも大切にできる子 

・自分で考えて判断する子ども 

・失敗を恐れずにたくさんの挑戦をして、いろいろなことを感じ取れるような人 

・自分のことも友だちなど周りの人も大切にできる子 

・自分のアイデンティティをしっかりもち、自分なりの考えで表現できる人 

・自分のことも認められると圖司に、他人の個性を尊重できる人 

・課題発見力のある人 

・自分の気持ちも相手の気持ちも大事にできる 

・自分の言葉できちんと話せる子 

・「好き」をたくさん見つけられる子 

・明るく素直な子 

・友達を大切にできる子ども 

・素直で優しい子 

・自然に興味・関心をもつ子 

・多様性に柔軟に対処できる子 

・仕事・職業に興味をもてる子 

・自分で考える子 

・人の気持ちを汲み取って行動できる子 

・今のままポジティブになんでもチャレンジする子 

・物事に前向きな姿勢で取り組む子 

・人の痛みがわかる子 

・自分を大切にする子 

・失敗を糧にできる子 

・他者の個性を尊重できる子 

・自分に自信をもち周りの人のことを考えられる子 

・どんなことでも日々の出来事を自分なりに考え、自身の中で消化、対応できる人 

・自主性を大切にした子 

・人の気持ちを思いやることのできる子 

・挨拶をしっかりできる子 



・様々なことに興味関心をもち、意欲的に取り組む子ども 

・相手の気持ちはもちろん自分の気持ちもどちらも大切にできる子ども 

自分の好きなこと苦手なことを理解して、夢中になれるものを見つける子 

・自分の意見を言葉で言えることができ、人の意見も聞くことができる子 

・他人の身になって考える想像力をもち、人や動植物に優しい子 

・優しく思いやりがある子 

・自立した子 

・たくましく明るく強い子 

・情緒の安定した穏やかな子 

・のびのびと自由に大きく育ってほしい 

・失敗してもまたチャレンジできる子 

・嘘をつかない子 

・どんな時でも誇り高く 

・ありがとう、ごめんねの言える子 

・元気で明るい子 

・面白い子 

・自分の考えを言える子 

・個性を生かせる子 

・友達を大切にする子 

・人のために動ける子 

・感謝できる子 

・自分を好きでいられる子 

・失敗を恐れずチャレンジできる子 

・周りの目を気にすることなく、自分らしく表現する子 

・好きなこと、夢中になれることを見つけ、継続する喜びを感じられる子（苦手分野とはそれなりに折り合いを） 

・気持ちが強く、くじけない子 

・自然に人に優しくできる子 

・自分で決めたことにあきらめずに取り組む子 

・わからないことや困ったことを素直に人に相談できる子 

・自分の意思をもち、自立して生きていける子 

・人に対して思いやる気持ちを大切にする子 

・自分らしく自信をもって生きていく力をもった子 

・考える力を身に付け、正しい判断ができる子 

・様々な環境、周囲にもまれながらも自分の軸となる考えをもち実行できる子 

・人の気持ちが理解できる子 

・コミュニケーションの取れる子 

・自分の好きなことのある子 

・自分のことを好きになれる子 

・考える力のある子 

・心身ともに健康な子 



・好奇心をもって何事も楽しめる子 

・打たれ強い子 

・いつでもいろいろな選択肢をもって、自ら自分の道を選び取れる子 

・「迷惑をかけない」ではなく、迷惑と思われないくらいに魅力的なアイディアや表現力などで周囲を巻き込んで

いける子 

・人の気持ちがわかる優しい子 

・自分の「好き」に正直になれる子 

・どんな環境でも楽しもうとする強さのある子 

・自分の意見を分かりやすく相手に伝えられる子 

・許す心をもっている子 

・元気で明るい子 

・穏やかで優しい子 

・自分の好きなこと、物を見つけ、自分で考えて行動できる子 

・自分に関わる人、物を大切にできる子 

・他人を思いやる心をもった子 

・自分の信念をもった子 

・自分らしさを大切にできる子 

・自分の名ｋの当り前で決めつけない人 

・気持ちを素直に正直に言葉にできる人 

・失敗を恐れず、興味をもったことにチャレンジする子 

・思いやりのある子 

・大人に遠慮したり気を使ったりしない、のびのび大らかな子 

・自分のことも周りのことも同じように大切にできる子 

・自分なら大丈夫と自分を信じることができる子 

・非認知能力の高い子 

・自ら問いを見つけ学ぶことができる自立型学習者 

・誰かのために行動できる子 

・人の気持ちの分かる思いやりのある優しい心をもった子 

・どんな環境にも順応できる逞しく知恵のある子 

・音楽や美術など感受性豊かに育ってほしい。 

【2年】 

・優しい子 

・失敗を恐れず挑戦する子 

・自分で考えて行動できる子 

・元気で明るい子 

・自分や仲間、人を思いやれる子 

・笑顔と笑い顔が絶えない子 

・素直な子 

・自分で考えチャレンジできる子 

・自分で考えて動ける子 



・優しくて思いやりのある子 

・バランスの良い、自分の考えをもった子 

・自ら考え、勇気をもって行動できる子 

・元気よく挨拶のできる子 

・自己管理ができ、友好関係を大事にする子 

・自己肯定感の高い、正しい判断力をもった子 

・なんにでもチャレンジして、自分に自信がもてる子 

・無人島でも一人で生きていけるたくましさのある子 

・健康・元気が一番 

・やりたいこと、好きなことを見つけてほしい 

・自分で判断し、自ら行動して行けるような人 

・自分で考えて行動できる子 

・良い悪いの判断ができる子 

・人に優しくできる子 

・心の強い子 

・「ありがとう」「ごめんなさい」等あいさつができる子 

・人の気持ちがわかる子 

・自分で考えをもって、行動できる子 

・自分で判断して行動できる子 

・何事にもチャレンジする子 

・自分さえよければいいではなく、人のことも考えてあげられる子 

・何事も自分で考えて行動できる子 

・人に優しくできる思いやりのある子 

・自分の考えを話し、相手の話を聞き、話し合うことができる人 

【3年】 

・明るく素直で優しい子 

・周りに流されず自分の意見をもった子 

・自主性をもち、周りを思いやれる子 

・思いやりのある子 

・自分の好きなこと、得意なことを見つけられる子 

・無理をし過ぎず、楽しみを見つけられる子 

・心身ともに健康な子 

・困っている人を助けられる子 

・嫌なことは嫌と言える子 

・考えて自分の意見を言える子 

・視野が広い子 

・思いやりの心をもった子 

・スポーツ、行事、勉強などに一生懸命取り組める子 

・多様性を理解し、尊重・適応できる子 

・見通しを立て、柔軟な考えをもって行動し、活用できる子 



・自分のことも空いてお琴も大切にできる子 

・自分の意見をもち、それを他者に伝えられる子 

・自分で自らの将来を考えられる子 

・他者の気持ちを理解できる子 

・人の気持ちを考えれる子 

・我慢しすぎず、伝えるべきことは伝えられる子 

・その都度現状や課題を把握し、打開策を考え行動できる子 

・自分の意見をしっかりと伝えられる子 

・自分の意見をはっきり主張できる子 

・目的意識をもって、それに向かって努力できる子 

・あいさつができる子 

・思いやりがある子 

・食べ物の好き嫌いがない子 

・思いやりがあり、優しく素直な子 

・自分の意見をもち、正しく主張するとともに、相手の意見を遮ることなく聞き違いを認められる子 

・幸せな子 

・生きる力のある子 

・自立（自律）、親切、互助が養われている子 

・様々な環境、周囲にもまれながらも自分の軸となる考えをもち実行できる 

・人の気持ちを考えられる思いやりのある子 

・多様性を尊重できる子 

・自分の意見をしっかり伝えられる子 

・夢や目標を大切にし、妥協せず努力できる子 

・自分の得意・不得意なことを認め、自分自身を愛せる子 

・自分も周りも大切にできる子 

【4年】 

・今のまま優しい心を忘れない子 

・素直な優しい子 

・自分の意見をちゃんと伝えることができ、他の意見も尊重できる子 

・明るく元気で思いやりのあるこ 

・自分に自信をもち、自分の頭で物事を考え、行動できる子 

・心身ともに健康な子 

・特異なことを見つけ、伸ばそうと努力し、苦手なことを自覚し向上心をもつ子 

・主張と協調性のバランスが取れる子 

・自分の考えをきちんと伝えられる子 

・素直な子 

・他者を傷つけない子 

・苦手なことを工夫して取り組む力を養う子 

・人のために動ける子 

・自分を好きでいられる子 



・感謝できる子 

・元気よく挨拶のできる子 

・自己管理ができ友好関係を大事にする子 

・周りの人に対して常に感謝の気持ちを忘れない子 

・「ありがとう」「ごめんね」が言える子 

・元気で明るい子 

・面白い子 

・自分の考えを言える子 

・個性を生かせる子 

・友達を大切にする子 

・優しくて上品で笑顔の多いかわいい女性 

・健康や元気が一番 

・やりたいこと、好きなことを見つけてほしい 

・人の痛みがわかる子 

・困っていたら助けられる子 

・いろいろなことに挑戦する子 

・失敗してもめげない子 

・たくさんの人に愛される子 

・人のことを考え行動できる子 

・優しい子 

・自分の可能性を信じることのできる子 

・人も自分も大切にできる子 

・人のために行動できる子 

・困難な状況においても心が折れない子 

・あきらめず挑戦する子 

・思いやりを忘れない子 

【5年】 

・みんなに優しい子 

・明るく元気な子 

・人の気持ちがわかる子 

・みんなと仲良くできる優しい子 

・心身ともに健やかな子 

・まずは健康な子 

・好きと思えることをたくさん見つけてほしい 

・のびのびと童心を忘れず、楽しく思いやりをもった子 

・漢字や本が読める勉強のできる子 

・優しくて思いやりのある子 

・人の気持ちに寄り添える子 

・笑顔の素敵な子 

・自分の意見をしっかりともって伝えられる子 



・優しい心をもった子 

・自己肯定感の高い子 

・個性を生かし幸せに過ごしながら、将来社会に有為となる子 

・自分の好きなことや物がある子 

・自分のことを好きになれる子 

・考える力のある子 

・たくさんの経験を積んで自分に自信をもてる子 

・家族はもちろん何かあったときに助けになる友達を大切にできる子 

・世の中の変化にも柔軟に対応できる子 

・今までになかった世の中でも対応していける子 

・自然を愛する子 

・いつも元気で笑顔の子ども 

・時間を大切にする子 

・コミュニケーション能力が高い子 

・活発な子 

・素直で優しい子 

・他者に思いやりをもった優しい子 

・あきらめないで頑張る粘り強い子 

【6年】 

・優しく思いやりがあり、自立した子 

・優しく賢い子 

・自然や環境について考え、大事にできる子 

・健康を保つために自分の体を大事にできる子 

・自分の軸となる考え方をもち、判断能力のある子 

・困っている人を見かけたら、助けてあげられる子 

・臨機応変に対応できる子 

・どんなことでも継続できる子 

・自分に自信がもてる子 

・興味をもったことにチャレンジして打ち込む子 

・挫折や達成の喜びを学ぶ子 

・親がいなくても一人で生き抜く力をもった子 

・人のために働くことができる思いやりのある子 

・個性を伸ばす子 

・自分の意見をもった子 

・自分の善悪をもった子 

・グローバルな子 

・何事にもチャレンジする子 

・元気な子 

・思いやりがあり人の痛みを感じられる子 

・失敗しても糧にして生きていける子 



・健康、元気、活発な子 

・他者を傷つけない子 

・苦手なことも工夫して取り組む力のある子 

・自立できる子ども 

・自分の考えを人に伝えられる子 

【しいのみ学級】 

・自立し責任感をもって自分を律することができる子 

・どんな時も前向きに楽しんで、探究心をもち続ける子 

・調和しながらも自分の気持ちを大切に、毎日を楽しむ子 

・自分で考えて行動できる子 

・明るく元気で人を思いやれる優しい子 

・自分のことができる子 

・人の気持ちがわかる子 

・困っているときに人に助けを求められる子（自分の気持ちを言葉にできる） 

・好きなこと、得意なことを見つけられる子 

・あきらめないで頑張る子 

・優しい子 

 

（２）児童向け：あなたは小学校を卒業するとき、どんな人に育っていたいですか？ 

【1年】 

・泣いている人に「どうしたの」と言えるような優しい人 

・かわいい猫ちゃん 

・弟に勉強を教えられるくらいたくさんの知識をもったお兄さん 

・かっこよくて勉強が早くできる（いろんなことを理解している）人 

・スポーツが得意な人 

・優しい人 

・運動が得意な人 

・きれいな人 

・かっこよくなっていたい 

・頭がよくなっていたい 

・友達とずっと仲良くしていたい 

・優しい人 

・勉強を頑張れる人 

・楽しい人 

・運のよい人 

・勉強が得意な人 

・優しい人 

・格好良くて優しくて強い人 

・お勉強のできる人 

・賢く、優しく、強い人 



・頭がいい人 

・走りが速い人 

・アイディアが浮かぶ人 

・優しい人 

・勉強も遊びも元気に頑張る人 

・頭がいい人 

・友達が泣いている時に助けられる人 

・大きくてかわいくなっていたい 

・ごめんなさいを素直に言える人 

・格好良くて面白い人 

・やりたいことに積極的に手を挙げる人 

・けん玉名人 

・いっぱい勉強している人 

・みんなの前でかっこよく発表できる人 

・好きなことをする前に勉強を終わらせる人 

・ルールを理解して守れる人 

・人の言うことが聞ける人 

・思いやりがあって、あきらめない心をもった人 

・クリエイティブな仕事が将来できるような人 

・苦手なことを理解できるような人 

・友達と仲良くできる人 

・何事にもチャレンジできる人 

・みんなと仲良しな人 

・元気で明るく誰にでも優しい人 

・みんなにニコニコ笑顔な人 

・優しい人 

・頭がいい人になりたい友達に優しく人の悪口を言わない人 

・友達に優しくできる人 

・先生みたいになりたい 

・物知りになっていたい 

・かっこよくなりたい 

・運動や勉強など自信をもって何でもできる人 

・勉強のできる人 

・思いやりをもった優しい人 

・何でも自分でできる人 

・6年生みたいに優しくて賢そうに見える人 

・下級生に優しくできる子（お手伝いに来てくれた上級生がとても優しかったので自分もそうなりたい） 

・困っている人を助けられる人 

・漢字がたくさん書ける人 

【2年】 



・好き嫌いなく食べられる人 

・つよい人 

・理科、家庭科（料理）が上手な人 

・字がきれいな人 

・優しくてかっこいい人 

・誰にでも優しくできる人 

・ケンカをせず、友達と仲良くできる人 

・勉強の得意な優しく気配りのできる人 

・元気で笑顔、楽しく笑っていたい 

・いろんなことができるかっこよくて優しい人 

・真面目な人 

・ケンカをしない人 

・自分でロボットを作れるようになりたい 

・みんなに優しくできる人 

・走るのが速い人 

・優しくて頭のいい人 

・勉強、スポーツを頑張る人人に優しくできる人 

・勉強を完璧にできる人 

【3年】 

・友達がたくさんいて、明るく、勉強を頑張っている人 

・頭がよくて、みんなのためにいろいろできる人 

・かっこよくてみんなに頼りにされる人 

・優しく分からない人に教えてあげられる人 

・みんなに褒められる人 

・スポーツも勉強もできる人（ラグビーの福岡選手みたいに） 

・今よりもっときれいな字を書ける人 

・頭がいい人 

・漢字が書ける人 

・理科がしっかりとできる人 

・頭がよくて体力のある人 

・九九を覚えてすらすら言えたり、漢字をしっかりと覚えていたりする人 

・授業中自信をもって手を挙げられる人 

・算数ができたり字を丁寧に書けたりする人 

・困っている人に優しくできる人 

・友達を大切にする人 

・みんなと仲良くできる人 

・強くて優しくみんなからもてる人になりたい。 

・いろんなことを知っていて賢い人 

【4年】 

・優しい人 



・野球がうまくなっていたい 

・頭がいい人 

・正しいことや間違っていることを判断し、勉強がばっちりで、優しく明るい人 

・下の子の面倒を見て優しい人 

・言葉使いのよい人 

・運動のできる人 

・優しい人 

・素敵な人 

・サッカーがうまく足の速い人 

・卓球がうまい人 

・ケンカのしない人 

・友達がたくさんいて頼れる人 

・友達をたくさん作って、もっとしっかりしたい 

・クラス全員と仲良くなり、優しくて笑顔が素敵で、困っている人がいたら助けてあげられる人 

・頭がよくて皆に優しくて力強くて先生と仲良くたくさん勉強する人 

・優しい人 

・何でもできて人の役に立てる人 

・下級生に優しくできる人 

・頭がよい人 

・運動会で普通に頑張りたい 

【5年】 

・自分のやりたいことをたくさんする人 

・みんなを引っ張れるリーダー 

・健康で友達がたくさんいる人 

・優しくて勉強ができる人 

・漢字が読めて勉強ができる人 

・自分の意見をもつ人 

・優しい人 

・正しい言葉遣いができる人 

・優しくて思いやりのある人 

・頼られる人 

・たくさん勉強をして物事の知識を使い、解決できる人 

・習ったことを覚えていて中学の勉強に生かせる人 

・気を使える人（いろいろなことに気付ける人） 

・優しい人 

・生物に詳しい人 

【6年】 

・どんな人にも優しく、勉強ができて、明るく元気でみんなを引っ張っていける人 

・勉強も部活も頑張れるような強いメンタルをもつ人 

・先のことを考えて準備をし、計画的に行動できる人 



・文武両道で想像力豊かな人 

・ビシッとしていて、思いやりがあり、いつでも元気で人の役に立つ人 

・何でも頑張ることのできる人 

・困っている人がいたら助けてあげられる人 

・周りの人に優しい人 

・自分で考えられる人 

・健康な人 

・優しく友達思いな人 

【しいのみ学級】 

・元気でしっかりとしていて、いろんな人に優しくできる人 

・優しいお姉さん 

・一人で何でもできる人 

 

（３）家族向け 

【1年】 

・プログラミングができる学校 

・スケボーができる学校 

・小学校にかかわるすべての児童・職員・先生方がのびのび笑顔で過ごせる学校 

・8：10より早く学校に行っても教室に入れて、自主学習をしたり友達とおしゃべりできたらうれしい。 

・プログラミングクラブがあったら、入りたい。 

・子供の自立を促す温かく見守る学校 

・多くのことが経験できて、可能性を広げてくれる学校 

・「ようし用意するもの」などの指示が分かりにくいので、一枚にまとめてほしい。 

・いじめのない多様性のある学校 

・いろんなことを探求して、自分なりにそれを説明、プレゼンテーションする機会をもつ学校 

・画一的な答えを押し付けず、子どもそれぞれが自分なりに表現できる機会をもたせることのできる学校 

・子どもが毎日楽しく通える学校 

・今の学校が好き 

・いじめのないオープンな学校 

・いじめや差別がない学校 

・オープンで不安をもたない学校（たとえエラーがあっても積み隠さず対応してくれると嬉しい） 

・暴力のない学校 

・尊敬できる大人との出会い（親以外で初） 

・異年齢児とどんどんかかわりをもち、友達 100人作れる 

・輪が広がって皆で仲良く楽しめる 

・命や心の大切さも学べる場であると嬉しい 

・いろんな人がいて、一人一人が大切な存在であることが学べる場であってほしい 

・小規模校であることを強みに、どんな子も活躍でき、スポットを浴びられる学校であると嬉しい 

・自他ともに様々な考えがあることを認め合い、みんながお互いに高め合うことができる（成長できる）学校 

・子供の主体性を大事にする 



・子どもが楽しくなるような明るい雰囲気の学校 

・教科だけでなく様々なことを学べる学校（行事や授業以外の時間も充実） 

・防災や安全面などで、子どもを安心して通わせられる学校 

・担任の先生は勿論、他の先生方や地域の方々も含め、多くの大人の人に見守られているという安心感を子ども

がもてる学校 

・いじめのなめい、それぞれの個性を尊重し合える、助け合える学校 

・グループでディカッション等自分たちで話し合い決められる等、様々なことをができるとよい 

・地球環境についても意識できる様々な教育 

・いじめ問題のない学校 

・杉三小は杉三小のままで 

・毎日いっぱい友達になれる 

・みんな仲良し 

・毎日行くのが楽しみになるような学校 

・一人一人の個性を生かし、生き生き過ごせる 

・放課後図書室を利用できる 

・安心できる場所 

・クラスの中で目立つ子目立たない子、様々な子たちがいる中で、それぞれが過ごしやすい環境にあると嬉しい 

・自分の子どもの立場で考えると、目立たない子が劣等感少なく過ごしてくれるとよい 

・子どもが大人になったときに、小学校時代が一番楽しかったとりあえず思える小学校だと嬉しい 

・勉強にもスポーツにも芸術にも優れた学校 

・困ったとき人相談しやすいフレンドリーな学校 

・楽しく元気がある学校 

・みんな楽しく平和な学校 

・子どもも親も安心してのびのびと学び、遊べる学校 

・わくわくするようなことがたくさんある学校 

・優しい先生がいっぱいいる学校 

・子どもの個性を生かし、自由に学び合える学校 

・子どもが楽しく学べる学校 

・通うのが楽しいと思える学校 

・多様な価値観をもった人によって，社会が構成されていることを学べる場 

・小規模の良さを生かした、縦割り交流でいろいろ吸収し合えるといいなと思う 

・子どもたちが年齢、性別、個性を超え、それぞれを理解し合える（しようとする）学校 

・楽しい学校 

・子どもがのびのびと過ごせる学校 

・少人数を活かし仲良く過ごせる学校 

・優しい学校、楽しい学校 

・自然豊かな今のままであり続けてほしい 

・大人になっても杉三小があったなあと思いだせるような学校 

・全員が「手話」「一輪車」のできる学校 

・英語が話せる 



・地域の人に愛される学校 

・面白くて ITの進んだ学校 

・生き生きと活気のある学校 

・卒業してもたまに顔を出せるくらい、居心地の良い場所になったらうれしい 

・地域の方たちが児童に対してよいイメージであるところになってほしい 

・毎日学校に行きたいと思う学校 

・安心して通っていける環境であってほしい 

・個々の考えを尊重し、大事にしてくれる同調圧力のない学校 

・静かで話がよく聞けるようになってほしい 

・優しい人が多い学校 

・校庭が広い学校 

・義務やルールばかりでなく、自由に発想することの楽しさ、大切さを育んでくれる学校 

・一人一人の良さを皆が認め、自分を表現し、それぞれがキラキラ輝ける学校 

・授業が面白すぎて、子どもがやる気、モチベーションが上がる学校 

・クラスのどの子にも先生が目を配り、声をかけてくれる学校 

・少人数ならではの特色を生かした学校（目配り・声掛け） 

・誰一人学校が面白くないと言わない、行きたくて楽しくて仕方のない学校 

・友達と仲良く遊んだり時には喧嘩したり、嬉しいことや悔しいこと悲しいこと等、大人への成長過程において、い

ろいろな経験をしてほしい 

・「たくさん失敗してほしい」と校長先生が仰っていましたが、まさに安心して失敗できる場所であってほしい。 

・子どもたちの「知りたい」「やってみたい」を大人が（先生に限らず保護者や地域も巻き込んで）全力でサポー

トできたら嬉しい。 

・せっかくⅰＰａｄを貸与していてもうまく活用できていない学校が多いと聞く。杉三小ではぜひフル活用してＩＣＴ

教育に取り組んでほしいと願っている。児童が主役となり子どもたちの創造性、モチベーション、コミュニケーシ

ョンを引き出すためにＩＣＴを活用していけたらと思う。（ほかにも個別最適化された学び・主体的な学び・表

現・プリント等のペーパーレス化等） 

・児童一人ひとりを尊重し、個性を大事にしてくれる学校だといいかなと思う。 

・懐かしい感じの校庭や緑を残しつつ、新しい行事や校内の環境を整えてもらうような学校だとよい 

・子どもたちが行きたくなるような雰囲気の学校 

【2年】 

・毎日行くのが楽しみな学校 

・思いやりあふれる学校 

・児童や先生、保護者や地域の方、みんなが杉三小のことを思いやれる、そんな気持ちがあふれる学校 

・いじめのない風通しの良い学校 

・礼儀についてしっかりと教えてくれる学校 

・学年関係でなく、助け合う学校 

・安全 

・風通しがよく困ったことがあるときなど、子どもが当たり前に相談できる学校 

・誰に会ってもあいさつが気持ちよくできる学校 

・児童一人一人の幸せを心から願ってサポートしていく学校 



・よき伝統（一輪車など）をしっかりと受け継ぐ学校 

・先生と児童、家庭との信頼関係が築ける学校 

・いじめがない学校 

・みんなが仲いい学校 

・毎日通うのが楽しい学校であってほしい 

・これからも行内がよく見える学校であってほしい 

・毎日行きたくなる学校 

・少人数の良さを生かした教育活動 

・いろんな経験・体験ができる学校 

・開かれた学校 

・困っていることに対して、対応してくれる学校 

・児童の考えを大事にする学校 

・いじわるや仲間はずれが起きづらい学校 

・「わくわくする」感覚は学習効果を高めると知りました。このまま「わくわくする場所」「安心する場所」であってく

れたらうれしい 

・今よりも児童数が多く、学年関係なく仲の良い学校 

・多様性を認め合い、すべての子どもが過ごしやすい学校 

・行くのが楽しみな学校 

・安心できる学校 

・開かれた学校 

【3年】 

・楽しく学び、通えているので特にない 

・楽しい学校、わいわいにぎやかな学校（子ども） 

・子どもの可能性を広げたり、子どもの気持ちを行動に寄り添える学校（保護者） 

・厳しいだけでなく、楽しく一人一人の個性を生かしてくれる 

・無理をさせない 

・子どもたちがのびのびと生き生きとできる場所 

・自然や動植物に触れる機会が多い 

・子どもに考えさせる授業 

・いろいろな意見があり、認め合うことができる学校 

・いじめゼロの学校 

・みんなが毎日楽しく通える学校 

・朝早く学校に行っても教室に入れて自主学習をしたり友達とおしゃべりできたらうれしい 

・プログラミングクラブとかあれば入ってみたい 

・子ども一人一人の良い所を伸ばしてくれる学校 

・みなが笑顔で過ごせる安心できる学校 

・学年や都市の差の垣根なく友達が作れて、将来の人脈につながる学校 

・大人数でなく、一人一人指導できる学校 

・ITをもっと活用してほしい 

・クラスが少ない分、他学年の子たちともたくさん交流のある学校（すでに 2 学年合同の遠足等の交流がありま



すが、他学年の友達ができると子供が嬉しそうに話してくれるので） 

・学年問わず、みんなと仲良くできる学校 

・アクティブラーニングの取組がよいと思う。プレゼン能力や探究する学習の充実、プログラミング等、現状求めら

れる能力の基礎を楽しく学べる、興味を抱ける学習環境になるとありがたい。例えば学びたい内容を 1 分間プレ

ゼンテーション等で発表し、人気のあった項目について専門講師を呼んで展開していく等の幅広く学びを広げて

ほしい。他公立のみならず私学や高校生・大学生・留学生などの年の近い年長者との交流も増えると嬉しい。 

・やりたいことがたくさんあって、楽しい学校 

・友達たくさんできる 

・新しいことに挑戦できる 

・失敗をたくさん経験できる（失敗したことに対し原因の究明や改善策を講じる力が育ってほしい）環境が整って

ほしい 

・多様な価値観をもった人によって社会が構成されていることを学べる学校 

・児童一人ひとりの多様性を理解し、認め尊重し合える環境 

・毎日登校するのが楽しみに思える学校 

・勉強をしたくても何らかのハードルがある児童に対しても、学習意欲を伸ばせる環境 

・デジタル化推進（紙のお便りやアンケート廃止、健康カード押印廃止して、すべてアプリやメール配信 

・このようなアンケートの機会を定期的に作っていただけるとありがたい。 

【4年】 

・困っている人がいたらみんなで助け合う気持ちをもてる児童がたくさんいる学校 

・けんかのない学校 

・校庭等を決まった団体だけでなく、子どもたちのために広く利用できるような優しい学校 

・友達や先生と何でも話せる、子どもたちがみんな明るく元気な学校 

・人間関係作りやコミュニケーション力を高められるように教育する学校 

・子どもの個性を見出し伸ばす学校 

・学校外の体験を取り入れる 

・気軽に先生に相談できる 

・グランドをどのチームにも平等に貸してくれる 

・皆で話し合って、問題を解決の方向に導く 

・国際化が進んでいる地域だからこそ、異文化交流の場を設けたり、差別のない教育をしてくれると嬉しい 

・地域との連携した活動（児童館やゆうゆう館）で、子どもも大人も交流できるようになってほしい（中学校へ進

むときも大人とかかわることで、思春期でも少しは話ができると思う。子どもの考えをサポートできる体制があれ

ばよいと思う） 

・毎日楽しく通える学校 

・適切なサポートが期待できる場所 

・先生や遊具が面白い学校 

・きなこ揚げパンは 2か月間に一回くらい出てきてほしい 

・安心できる場所 

・放課後図書館を利用できる 

・いじめがない、みんなが仲の良い学校 

・子どもが子どもらしくいられる学校であってほしい 



・一人一人の個性を活かせ、生き生き過ごせる学校 

・少人数の良さを生かした教育・活動 

・先生と児童の心の距離が近い 

・児童が先生に気軽に相談できる 

・先生と児童が一丸になって一生懸命に学校生活を送れる場所 

・みんなが明るく元気に過ごせる学校だったらうれしい 

・しいのみ学級と交流する時間をもう少し増やしてほしい 

・子ども自身が毎日安心して楽しく学べる場であってくれれば充分 

・今より児童数が多く学年関係なく仲の良い学校 

【5年】 

・みんな仲良くいじめのない学校 

・みんなが行きたくなるような楽しい雰囲気のある学校 

・清潔で健康的な学校 

・安心・安全な学校 

・子どもが楽しいと思える学校 

・友達、先生、いろいろな人とコミュニケーションがとれる場所 

・家庭では経験できない課外での活動や選択授業等があったら、より「自分の好き」が見つかり、楽しく過ごせる

学校になるのかなと思う 

・今までと同じでよい（ありがとうございます） 

・優しくて元気な学校 

・低学年に優しい 

・人数が少ないからこそ、学年の枠を超えて仲良くできる学校 

・一人一人がのびのびと個性を発揮できる学校 

・心が温かくなる学校 

・子ども同士が年齢・性別・個性を超え、それぞれを理解し合える（しようとする）学校 

・これからも校内がよく見える学校であってほしい 

・みんな優しい杉三小 

・少人数だからこそ、きめの細かい子どもたちの個性を尊重した学校 

・給食がおいしい学校 

・いろいろな体験ができる学校 

・自然が豊かな学校 

・下級生に優しい学校 

・それぞれの個性を尊重して、皆が輝けるような環境づくりをしてほしい。 

【6年】 

・いじめ問題のない学校 

・子どもたち一人一人に目が行き届く 

・自然に触れる機会の多い 

・何かあったときに相談ができる先生がいる 

・古い価値観にとらわれず、新しい時代に柔軟に対応できる 

・校舎がきれい 



・怖い先生が何人かいてほしい 

・土曜授業は通常の授業でなく、あまり体験ができないことを学びたい 

・安心できる場所、卒業しても「杉三楽しかったね」と子どもが思える場所 

・顔と名前が分かる素敵な学校であるので、このままみんな仲良しな学校であってほしい 

・単学級の良さを伸ばしていってほしい 

・一輪車や合唱祭を校内だけでなく大会等に出場して、杉三小の強みにしていってほしい（杉三小に入ると他の

小学校ではできないことが卒業までにはできる特別なことがあると、卒業時に子どもの自信ができると思う） 

・スケボーができる学校 

・もっとお祭りやイベントが活発にあると嬉しい 

・学年の枠を外して、もっと一緒に何かできることがあるとよいのでは。例えば日常的に 1・3・5 年合同の班で花

の水やり、2・4・6年合同の班でどこかの掃除をするといったこと…。 

・毎日楽しく通える学校 

・適切なサポートが期待できる場所 

・ケンカのない譲り合える学校 

・杉三小の印象が強く残ってほしい 

【しいのみ学級】 

・子どもたちが楽しく元気に過ごせる学校 

・皆が安心できる場所 

・少人数ならではのアットホームな雰囲気はそのままであってほしい 

・時に厳しく怒るところはしっかりと話をしてもらい、温かく見守りながらやっていただけるとありがたい 

・お友達とともにいろんなことにチャレンジする機会を増やしてほしい 

・各分野で活躍されている方などの公演をして、触発の場を作ってほしい 

・SDGｓなどの環境や心の人間教育、性教育を丁寧に低学年から指導してほしい 

・全校児童が兄弟のような学校 


