令和 3 年６月１０日

令和３年度５月公開授業来校者アンケート まとめ
多くの保護者の皆さまにご来校いただきありがとうございました。アンケートでいただいたご意見・ご感想の中から一部抜
粋し、ご報告させていただきます。ご協力いただきありがとうございました。

来校者数


２６５名（1 学年１４１名，2 学年７７名，3 学年４７名）

開催日について




開催時期
この時期で良い

１０４

違う時期を希望

0

開催曜日
土日が良い

９４

平日で良い

３

どちらでも

４

※ご意見: 土曜セミナーと土曜日の公開授業が続くとつらい生徒も居ると思います。

１学年（ご参観いただいた授業の感想）
《英語》


皆が楽しそうに授業を受けていて良かったと思います。



生徒の皆さんが先生ととても一体感のある授業をされている印象を受けました。自分が学生時代にこのような授業
を受けてみたかったと思いました。



タブレットをグループで活用し、生徒からの発言を求める場面が常にあり、生徒が授業中頭をフル回転させて受けて
いて良かった。テスト前になると授業中平気で異なる勉強をすると聞きます。授業では真剣にその学習が出来るよう
な内容にして欲しい。その観点からも素晴らしい内容でした。



当然ながら全て英語でとても興味深く５５分があっという間に過ぎました。学力がつくことを期待しました。



子供達の笑い声も聞こえ楽しみながらの授業、グループごとに答えられたら座り、次の人が立つ場面でも子供達は
楽しそうであり、意欲的に取り組んでいるのがわかり良かった。



皆ハキハキと楽しそうに授業をしていて良かったです。
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全て英語での授業は驚きました。我が子がどこまで理解できているのか聞いてみようと思います。授業の中で普段体
験できないようなことが出来るというのはとてもありがたいです。



子供達が熱心に聞いている姿が素晴らしいと思いました。英語の授業が昔に比べて進んでいると感じた。



全て英語の授業というのが良い。



聴くときは集中して聴き、グループになって順番に答えるときには和やかに関わる姿がとても素晴らしいと思いました。



グループワーク等楽しみながら、また、生徒相互に助け合いながら興味を引きやすい授業展開をされていた。ネイティ
ブの授業が効果的に行われていると感じた。



ワークショップのような形で生徒達が楽しそうに取り組んでいた姿がとても印象的でした。授業の進み方もテンポが素
晴らしく見ている側もとても心地よく過ごすことが出来ました。



積極的に英語で発話されている様子が参観できました。ディスカッション、プレゼンなど SDGS との関連で自分お考
えを述べ伝えることが日本語だけではなく外国語でも出来ると世界が広がるなと感じました。



好奇心を起こさせるような内容で英語の授業をして頂いていて良かったです。プレゼンの時の姿勢や声の大きさなど
についても指導して頂いていてありがたいと感じました。子供達も楽しそうだと感じました。



声を出しての授業は身につきやすいと思った。書くことも大切だが実践することが一番だと思った。



All English でレベルの高い授業をなされていると感じました。それにしっかり実践している生徒達も素晴らしいと感
じました。



ALT の先生と積極的に授業に取り組んでいる姿を見ることが出来良かったです。ほとんど英語のみで授業を進めて
いましたが、和やかに授業が進んでいるのが素晴らしいと思いました。



タブレットを活用しての授業は素晴らしいと思いました。もっと活用すれば良いと思います。



i-pad を使った授業がどのように行われているのか知ることができました。



LL 教室で全て英語の授業でしたが、皆積極的に授業に参加しており素晴らしかったです。タブレットの活用も良か
ったです。



タブレットを活用していて、このように学習しているのかと知ることが出来た。



英語の先生と ALT の先生の 2 人で授業を進めて下さり、生徒の理解度を見ていて良いと思いました。少人数グル
ープでのディスカッション及び発表も素晴らしい取り組みだと思います。



説明がわかりやすく英文を読む早さもちょうど良く、全体にわかりやすかったと思います。



お互いに話し合ったりして楽しそうでした。



とてもわかりやすい授業内容でした。進度もとても良いと思います。できれば native speaker の先生がいいかな。
コロナ対策で窓を開け廊下で聞いていると、隣の教室の声が聞こえてよく聞こえないことがありました。



英語のみの授業良かった。

《数学》


IT を使用して生徒参加型の授業で良かったです。



授業の進み方が早いと感じました。スライド使用によりスムーズに授業が進むと感じました。



中学と比べてレベルが上がったと感じました。



わかりやすくテンポのある授業で素晴らしいと思いました。進み方は早いので学習内容に定着に時間がかかる生徒
へのフォロー体制がどうなっているのか気になりました。



生徒は授業に集中しているようだが、生徒からも発信を求められる場面が見られなかった。先生から生徒への一方
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通行の印象。ただし、グループで学び合う姿が見られたので生徒同士の場面における生徒自らの発信の機会は得
られやすいのかも知れないと感じました。誰もが発信しやすいのかも知れません。


タブレットの活用で授業がわかりやすいと思った。今まではノートを取ることに時間がかかってしまっていたが、すぐに答
えが書け、ミスがわかると思った。



グラフの描き方をわかりやすく説明されていた。



授業の中でグループになったり個々になったり、変化があり、子供達も飽きないと思った。



グループで問いについて話し合い、解答を見いだしている積極的な姿が見られた。真剣に授業に取り組んでいてとて
も良いと思う。



数Ⅰは高校数学の基礎的内容だと思うので、しっかり理解して欲しい。生徒側は自主学習は当然必要ではあるが、
学校での授業において一人一人がしっかり理解しながら進んでいけるよう、授業を進めて頂けると良いです。



グループワークのように進められており、わからない問いも教え合える環境を取り入れてくれ、とても良いと思います。



ノリの良い授業で楽しく聞かせて頂きました。娘も数学 A の授業は面白いと好評です。



もう少し良い意味で勝手な授業かと思いましたが、優しさを感じるとても良い、とても受けたくなる授業でした。自分
自身高校時代では全く感じなかったことであるので、息子は幸せだと思います。



プロジェクターを効果的に活用していると思いました。



様子が見られて良かったです。



最初（入学後すぐ）の参観で様子がわかってよかった。先生の説明もはっきりしていて良かったと思います。自分の
子供は数学が苦手なので、子供的には進度が早いかも知れないです。



予習していることが前提で授業が進んでいたが、皆理解している様子。さすがと思いました。デジタル教材をうまく活
用していると感じました。



皆さんまじめに取り組んでいました。いいですね。



授業のペースを聞いていると、とにかく先生がどんどん話をして進めているのが印象的。これが高校のレベルなのかと思
いました。子供達はしっかり集中して見聞きしていないと理解できないことも出てくるのだと感じた。



難しい問題をじっくり時間をかけて考えて解かせるところが良かった。

《理科》


昨日の新聞記事を使用して大変面白かったです。



真剣に取り組む姿勢が見ることが出来ました。黒板よりスライド中心で昔のように先生が黒板に書く時間が無いので、
進み方が早くまた、スライドに画像も含まれているので教科書もあちこちめくることもなくスピーディーであると感じました。



両隣のクラスが賑やか（講師の声が通る、イスを動かす音が多い）なため、講義の声が生徒にあまり届いていない
ようでした。



授業がいつも楽しいと言っていた理由が授業参観させて頂いてよくわかりました。クラスの雰囲気もほんわかとしていて
とてもいいクラスと感じました。



子供達が発表する時間があると良かった。



黒板、プロジェクターなど使って授業をしていて、子供達もタブレットを使って写真を撮ったり効率的に授業を進めてい
て素晴らしいと思いました。タブレットがこのようなときに使っているということが分かり良かったと思います。



難しい内容をわかりやすく（ポイント、ヒント、ジョークなど入れながら）進めていて親も楽しめました。子供達がロイロ
を使いこなしていて凄い。
3



廊下からだとあまり声が聞こえず雰囲気のみでした。

《社会》


一人１台配布となった i-pad を活用した授業は、時代と共に洗練された方法なのだなと、自分達の時代とは全く
違った授業の進め方に感心させられました。



中学と比べてレベルが上がったと感じました。



タブレットを使用しての授業風景に中学との違いを感じました。



教科書を読み上げるだけの退屈な授業。もっと興味が湧くような教え方を望む。また、聞くだけの授業ではなく先生
と生徒でコミュニケーションを取れる対話型の授業が良いのでは？

《国語》


授業内容が面白かったです。生徒達も自主的に取り組んでいて好印象でした。



グループでの話し合いも意見が活発に出ており素晴らしいと思いました。

《芸術》


静かで満ち足りた、自分と向き合う時間を過ごせていて素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。

２学年（ご参観いただいた授業の感想）
《数学》


娘からわかりやすい授業と聞いていたので楽しみに拝見しました。真剣に授業を受けていて安心しました。



インターネット、タブレット、電子黒板を使う授業はさすが近年のスタイルだと感じました。皆しっかりとしていました。



微分の問題を前後の黒板を使って生徒達がそれぞれの解き方で解いているのを拝見し凄いなと思いました。先生が
1 問ずつ解説し、ポイントを書き込んでいる点も良かったと思います。



集中して授業を受けている様子が見られました。



熱心に先生の説明を聞いていました。大学で必要なプレゼンテーション能力にも触れながらの授業で良かったと思い
ます。



多くの演習問題を説明する授業は良いと思った（数学的視点を養う）。



タブレット、電子黒板などを用いた発展的な授業だった。子供達が皆集中していた。感染対策もキチンとされている
印象だった。



予習が前提の授業で、演習問題のレベルまで予習をしなくてはならないため、他の教科の勉強に手が回らない。数
学では予習中心の授業ではない方が良いのではないか。

《英語》


英語の授業数が多く、たくさん見学できて良かった。仕方がないと思うが教室が「密」状態に感じた。



学年不明皆真剣に取り組んでいたと思います。隣の人とコミュニケーションが多く良いと思いました。



英語は口の形を見て相手の言っていることを理解すると言うこともあると思うので、マスクの状態で授業をし、先生の
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聞き取りをするのは大変だと思いました。


電子黒板を十分に活用し、わかりやすい授業でした。英文の要素を細かく切ることで苦手な英語を理解できました。
英英辞典を引用した単語学習が新鮮でした。



生徒は集中して取り組んでおり良かった。

《理科》


わかりやすかった。



とてもわかりやすい。授業を受ける生徒の態度が素晴らしい。さすがという感じです。



私は物理がとても苦手なのですが、電子黒板を使っていたり、先生の話が難しくなくとてもわかりやすいと感じました。
娘もわかりやすいと言っていましたので、その通りだと思いました。



力のつり合いの説明に、図を使っての説明（まとめの方）がわかりやすかったと思います。

《社会》


映像を使っていてわかりやすかった。



娘がウトウトしていてたまげた。まだまだスイッチが入っていないのかなーと一抹の不安を覚えた。先生に申し訳ない気
持ちでした。



i-pad を使った授業は良いと思います。楽しかったです。



親が見ても面白そう。



先生の声が他の教室の先生の声に消されてよく聞こえないことが多く、タブレットを使って画面に写していましたが、
何のための写真なのかポイントがわかりにくかったように思います。大切なポイントメリハリをもう少しつけて頂きたいです。
教室から学ぶ活気を感じ取ることが出来なかったことが残念です。



同じ内容の別の教室を参観しました。同じように画面に写真を写して授業をしていらっしゃいましたが、何を伝えたい
のか明確で、声も大きくメリハリがあったように思います。生徒も先生の言葉に反応がありました（ノートを取る、先生
の顔を見るなど）



先生の声がはっきりしていて聞きやすく、画面の出し方も早く、わかりやすい授業でした。



スライドや黒板に書くチョークの色を変えたり、i-pad を使ったり、先生の声も聞きやすく、とてもわかりやすい授業で良
かったと思います。生徒達も真剣に聞いていました。オレンジ色のチョークもあるんですね。



図や写真が多くわかりやすかった。



電子黒板がとてもよく活用されていてわかりやすかった。どの角度からもよく見えて良かった。



i-pad のグーグルアースを活用した地形の説明が面白い。



電子黒板を使うなど雑学や詳しい説明が多く、興味を引くような授業でした。



時代を超えて考えさせるところがおもしろかった。



視覚教材を提示しながら黒板も使って説明するのがわかりやすかったです。マスクをつけていても声がはっきり聞こえ
るのも感心しました。丁寧に教えて頂きありがとうございます。
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３学年（ご参観いただいた授業の感想）
《英語》


隣の教室のスピーカー音が大きく、音が重なり合って聞こえる。



テスト形式だったのは良かったです。



真剣な授業態度に感心しました。



発言必須のところが緊張感もあり、しっかり内容が身につきそうでとても良かったです。

《数学》


聞きやすく、生徒の持つ疑問に答えていくような進め方で、自宅学習についても言及していて、とても良かったと思い
ます。



クラスの生徒がよく集中していた。先生の授業の展開が面白く、テンポもよく感じました。

《理科》


先生がとても優しく、とてもわかりやすい授業で、やはり長野高校の授業は素晴らしいと思いました。



聞き取りやすく、わかりやすい授業だと思いました。



わかりやすい授業でした。生徒もよく聞いていました。



アルミニウムを使った電池の話、答えを考えさせるクイズの答え（キッチンペーパーが乾くまで）が興味深かった。後半
テストで授業がよく見られませんでした。

《社会》


先生の説明ははっきりと聞き取りやすく、スクリーンに表示された文字も大きく見やすい。とても質の高い授業だと感じ
た。



非常にわかりやすく授業を進めていて良かったと思います。先生が説明される様子を拝見し思わず自分の学生時代
を振り返りもう一度学び直したいと思いました。



学年先生の声がはっきりと通る声で聞き取りやすく、早口めなのに非常にわかりやすかった。廊下からの参観だったが、
子供の様子も見られ、授業も楽しかった。



プリント、スクリーンでいつも内容、ポイント、つながりが確認でき、先生の話を聞きながら、書き足していくという効率
のいい授業だと思いました。

《国語》


テスト解説の時間、藤原家の系図の板書の時間がもったいないと思いました。



ポイントとなる品詞分解をまず板書してしまえば（もしくはスクリーン）、一読してわからなかった内容を素早く理解す
ることができる生徒も多いのでは、と思いました。その後、内容のみで。



講義型の授業なので退屈そうな生徒、問題集を進める生徒、色々でした。先生の話を聞きながら問題集をこなし
ていけるのでは、と思います。



わかりやすい！さすが！
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高校に対するご要望・ご提案


今のままで勉強に班活にいろいろなことをやって欲しいです。



SGH として既存にとらわれない授業をお願いします。



コロナで行動が大きく制限されているが、一度きりの高校生活ですので、友人や思い出が一つでも多く作れるよう、
生徒も学校も取り組んで欲しいです。



公開授業を実施して頂きとても感謝しています。今後も実施を強く望みます。



いつも御世話になっております。コロナ時代となってしまったので、校庭を駐車場に開放して頂きたいです。公共の交
通機関も密になっていて怖いです。



平日だと助かる気もしますが、土日も仕事があったり、兄弟の予定もあったりするのでどちらでもいいです。



小中と違いなかなか学校生活を見ることが出来ないので、こういう機会に班活なども少し見学できたらいいなと思い
ました。



オンラインでいいので、学年にこだわらず参加できる長野高校スタディーサポート的な各教科、単元ごとの講座。



保護者が見られるような学習発表会のようなもの。日帰りで行かれるようなクラス単位のレクレーションまたは社会見
学など



学校行事が一般公開されないのは今の状況では仕方が無いことだが、関係者だけ閲覧できる仕組みにしてユーチ
ューブ等で保護者も見られるようにして欲しい。



文化祭を見学できるといいなと思います。



スクリーン（パワーポイント）とプリントの利用で授業進度の効率が良いと思う。



駅伝、クラスマッチ、金鵄祭など、学校イベントを見ることができず、さみ（び）しく思います。写真や動画が HP に
UP されて、見ることができれば（パスワード付き）うれしいです。



パスワードを設定し、you tube 配信で参観できたらと思う。



のびのびやっている中での自主性がさらに伸びるようにお願いします。



ある程度の進路希望に応じた対策講座の企画をお願いしたいと思います。

その他ご意見ご感想


オープンな造りだったので他のクラスも見られて良かったです。



タブレットは全員活用した授業（家庭での負担は少額に）を望みます。



講義が一方的にならず、授業中生徒同士でも考えたり発信したりすることが多い内容を望みます。



駐車場が欲しいです。



コロナ禍の中で、公開授業の開催ありがとうございました。



HP に保護者へのお便りが掲載されている事がとてもありがたいです。小中学校で生徒達が能動的に学ぶ姿を見続
けてきたので、発信のない授業に「受動的なのでは？」と感じた。ただグループで学び合う姿から、どんな生徒も容易
に発信しやすい形なのかも知れないとも思いました。小中学校ではどの子も発信の機会を持ち、６年、３年の間に
人前で自分の意見が言えるように成長する姿がありました。形は違えど、この学校で多くのことを学んで欲しい。



３年間あっという間だと思いますので、目標を持ち高校生活を過ごして欲しいです。いろいろなことに挑戦して欲しい
です。
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生徒がまじめに授業を受けている姿が素晴らしい。ただ、少し元気がない様に感じた。



久しぶりに高校の授業を拝聴し、楽しいひとときを過ごせました。ありがとうございました。



いたしかたないのでしょうが、一番後ろの廊下側の生徒さんは、隣の指導の声も入ってきて、少し大変でかわいそうに
思えた。まあ、長高生なら２つの授業が聞けて得になる位の考えでいけるのでしょうけど・・・。



コロナ禍の中、このような機会を設けて頂きありがとうございました。



日々のご指導ありがとうございます。



コロナを言い訳にせずに、今できること、これからできる事を考え、行動できるチャンスをたくさん作って欲しいです。その
ために大人の力も必要なのであれば保護者も巻き込んでもらえるとうれしいです。大人の私たちの方が頭が硬く、行
動に踏み出せなくなっている気がしますので。子供達のために色々と対応して下さりありがとうございます。



どの教室も真剣に向き合っていて、学生が頑張っていることを実感しました。



長野高校のレベルを上げるためには、授業形態を含めもっと先生のレベルを上げて欲しい。生徒も受け身の受講姿
勢が多く、おとなしい印象。



班活で忙しく学習時間の確保が思うように取れません。休むと周囲に迷惑がかかると言って悩んでいます。土日はし
っかり体を休めるように配慮して頂けたらありがたいです。



社会人（会社経営者、医師など）から学生へ将来の提言など。



公開授業を行って頂きありがとうございました。これからも感染対策を続けて頂き安心して生活できることを願ってい
ます。



楽しそうにしている姿を見ることが出来て良かったです。



感染対策がされていて安心しました。生徒のアルコール消毒の徹底はどのくらいなのか知りたいと思いました。



このような時期にもかかわらず、公開授業をして頂き、ありがとうございました。子供の様子を見ることが出来て良かっ
たです。



コロナ感染対策を講じてこれからもよろしくお願いいたします。



学校のきれいさにホッとしました。こういうきれいな環境で学習できる子供達がうらやましいと思いました。我が家の子
供はリュックサックですが、子供の荷物の重さが尋常ではなく（10～15ｋｇ）成長期の大切な時期にこの重さは
絶対に良くないと思います。i-pad 導入後も相変わらずの重さです。出来ましたら早急に対応・対策を願います。



しっかり教育してもらっている。



コロナ対策で大変な状況の中、このような機会を作って頂きありがとうございました。



たくさんの生徒が挨拶をしてくれてうれしかったです。華道班の作品もとてもさわやかですてきでした。書道の選択（2
年生）も頑張っている様子が伺え、素晴らしかったです。子供の様子が見られてうれしかったです。ありがとうござい
ました。



トイレをお借りしましたが、かなり汚れているように感じました。高校生が使いやすいトイレになれば良いと思います。



素晴らしい環境に通わせて頂いていることに感謝しています。



ICT 黒板を上手に使われていて自分たちの頃と学び方がずいぶん違うんだなと思いました。



午後に授業参観、その後 PTA だと待ち時間もなく助かります。



校舎が広々といていて良かった。トイレもきれいになっていた。状況が許せば秋の公開も見てみたい。個人ロッカーが
狭いと思った。毎日リュックが重くて心配になる。タブレットをどんどん活用して欲しい。使いやすそうだった。



中３の娘がいるが、体験だけではなく公開にも参加して決めてもらいたい。中学校からのお便りに「１０月１３日の
公開は体験入学に参加できなかった中学生対象」とあり心配している。在校生生徒達の学ぶ姿がとても良かったの
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で励みになると思う。


水道が少し汚いと感じました。階段のほこりが気になりました。



高校の参観は来る人も少ないとは思いますが、見られるときに見たいと思って参加しました。見学できて良かったです。
開催頂きありがとうございました。



授業に活気がありました。



生徒の意見交換の場など見てみたい。



このような状況下でも、感染症対策を徹底し、参観という場を設けてくださった事に感謝いたします。



２F トイレですが、使わせて頂くときに２つの個室がかなり汚れていました。使い方に問題があると思いました。



校舎がきれいで良かったです。（同様回答複数）
以上
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