
3,781名のたくさんの皆さまにご協力いただき、誠にありがとうございました。

【学校教育委員会】2021年度保護者向けアンケート結果報告

 １　インターネットを利用した授業について　

　　 今後、学校がインターネット等を利用したオンライン授業を進めていくことになりますが、

　　 家庭でのオンライン 授業環境について教えてください。

アンケート期間：2021年8月3日(火)～8月20日(金)

アンケート対象者：東京都公立高等学校PTA連合会加盟校を中心とする都立高校保護者の皆さま

ある, 2358, 62%

ない, 1382, 37%

無回答, 41, 1%

1-1 .  インターネットでのオンライン授業の実施がありますか？

*1  つだけマークしてください。

ある

ない

無回答

週１回, 424, 18%

週２回, 424, 18%

週3回, 254, 11%

それ以上, 129, 5%

その他, 776, 33%

無回答, 351, 

15%

1-2 .  オンライン授業の頻度はどのくらいですか？

*1  つだけマークしてください。

週１回

週２回

週3回

それ以上

その他

無回答

≪1-2 その他のご意見≫ 多い時は毎日。それ以外は１日おき/過去に数回/緊急事態宣言時のみ/定期的に行

われていない/過去一回のみ/１学期に２回くらい/詳細な頻度が分からない/緊急事態宣言中の休校中は毎日、

登校日はナシ/等々
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ある, 2998, 79%

ない, 751, 20%

無回答, 32, 1%

1-3 .  オンライン授業に利用できるタブレットやパソコン等の学習機

器はひとり１台ありますか？ *  1  つだけマークしてください 。

ある

ない

無回答

これから整備する, 

117, 16%

整備したいが、

経済的に厳しい, 

428, 57%

その他, 161, 21%

無回答, 45, 6%

1-4 .  上記1-3 .で学習機器が「ない」とお答えの方にお伺いします。

*1つだけマークしてください。

これから整備する

整備したいが、経済的に厳しい

その他

無回答

≪1-4 その他のご意見≫ まだオンライン授業の頻度も低いため、必要に応じて整備する/必要なら整備する

が費用補助を希望/家族の共有PCで対応可能/オンライン授業のためにパソコンやタブレットを購入する予定

は無い/これから整備するが適切なスペックが分からず困っている/タブレットはあるが壊れてしまった/家族

の共用PCを占有されると困る/経済的に厳しい/大学生になると必要なので準備するが高校生に一台与えよう

とは考えていない。一人一台必要ならば都から配布してください/家庭側で用意するのはおかしい/スマホで対

応出来るようにして欲しい/タブレットを購入したいが品薄が続いている/Gigaschool構想の元一人一台配られ

ると思っている/３人兄弟なので一人一台は厳しい/パソコン買う余裕ない/2台のパソコンを３人で回して使っ

ている/無い場合、貸出しがあると嬉しい/何を揃えたら良いのか分からない/等々
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ある, 1132, 30%

ない, 2609, 69%

無回答, 40, 1%

1-5 .  ご自宅のインターネット環境で不具合が起きたことはあります

か？ *1  つだけマークしてください。

ある

ない

無回答

これからこれから改

善する方向でいる, 

336, 30%

改善したいが、経済

的に厳しい, 310, 27%

その他, 369, 33%

無回答, 

117, 10%

1-6 .  上記で「ある」とお答えの方にお伺いします。

*  1  つだけマークしてください。

これからこれから改善する方向でいる

改善したいが、経済的に厳しい

その他

無回答

≪1-6 その他のご意見≫ 年に数回の不具合のため改善の必要を感じない/改善の方法がわからない/時々回

線が落ちるが、しばらくすると回復する/ルーターを買い替えてみた/それ程支障が無いのでこのまま/マン

ション全体で回線を共有しているので改善は難しい/ネットワーク状況によって改善するにもしようがない。

こういうのが一番ストレスになる。都なり国なりが環境整備すべき/家庭内で回線が混雑することがあった

/wi-fiは整っているが時々動画は固まる/フレッツ光だが回線速度は遅い/親兄弟もオンラインになってしまい、

日によって落ちてしまうことがあった（光環境は整っている）/学校側の不具合が多い。先生側の操作不慣れ

/wi-fi利用中に電子レンジを利用すると落ちる。周波数の問題なので仕方がない/オンライン授業中にwi-fiが落

ち、教師にサボるなと怒られた。あり得ない。だったら落ちないwi-fiを提供して欲しい/等々
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２　教育費用について

以前より楽になった, 

29, 1%

以前と変わらない, 

1947, 51%

どちらともいえない, 

1162, 31%

厳しく

なった, 

490, 13%

大変厳しくなった, 

136, 4%

無回答, 17, 0%

2-1 .  このコロナ渦においてお子さまの教育費用捻出について変化は

ありましたか？ *  1  つだけマークしてください。

以前より楽になった

以前と変わらない

どちらともいえない

厳しくなった

大変厳しくなった

無回答

進学をあきらめざる

を得ない, 75, 10%

奨学金・教育ローン

を考えている, 424, 

59%

親族の援助を考

えている, 72, 

10%

その他, 97, 14%

無回答, 47, 7%

2-2 .  上記で「厳しくなった」或いは「大変厳しくなった」を選択

された方にお伺いします。（複数回答可）

進学をあきらめざるを得ない

奨学金・教育ローンを考えている

親族の援助を考えている

その他

無回答

≪2-2 その他のご意見≫ 塾の利用を削減しないと無理/補助金が出ない所得層には何の援助も無い/節約で

やりくりする/老後用貯金の取り崩しを考えている/私立大学進学は諦めてもらわざるを得ない/ひとり親なの

で厳しい/転職・副業を検討中/オンライン授業など学校での学習状況に不安があるため、結局塾に頼らざるを

得ない/パートの掛け持ち/子ども自身のバイト/教育資金の捻出方法を検討中/兄の収入を回す/奨学金・教育

ローンを検討中/片親で頼れる身内もいない為、奨学金や教育ローンの保証人がいない。進学を希望している

が大変厳しい/どうして良いか分かりません/今度どうなるか分からない状況/等々
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3　 学習環境についてお伺いします。

851

2598

1573

2291

1069

174

96

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

健康状態観察

進路指導

生徒のメンタルヘルスケア

生徒の意識啓発

感染対策用品の充実

その他

無回答

3-1. どのようなサポートを必要としていますか？（複数回答可）

≪3-1 その他のご意見≫ 分散登校に伴う自宅学習が増えているので学習の遅れを補うサポートが必要/分

散登校や自宅学習の日は朝からオンライン授業を実施して欲しい。また自宅学習が進まない生徒には補講を

考えて欲しい/学校にwi-fiの整備をお願いしたい/伝統の継承へのサポート/大学キャンパス見学会が中止にな

る場合が多いので、代わりに卒業した先輩から各大学の情報やリアルな学生生活について語る機会を増やし

て欲しい/感染対策という名の下で、生徒同士や先生との信頼関係、クラスの団結、日本の伝統、高校生活で

しか味わえない経験、挫折感、達成感、失われたものは計り知れない。今一度生徒達のことを一番に考えて

もらいたい。ストレスを取り除けたら勉学、メンタル、うまく行く場合もあるはず/学習の仕方に関する指導

/自宅療養や入院時のサポート/オンライン授業に必要なタブレット等の配布があるとありがたい/ワクチン接

種日や副反応のため登校できない場合、欠席扱いにならないよう配慮してほしい。自治体枠で予約が取れな

い中、２学期が始まったら更に接種は難しい/先生も大変だと思うが受験生なので直前期は学校に通わせたく

ない。授業はオンラインにして欲しい/生徒に寄り添う姿勢/学校の授業だけで合格できるようにして欲しい/

感染者が出た又は濃厚接触の疑いがある場合は速やかに連絡が欲しい。それにより職場での対応が変わって

くる/学校行事を予定通り実施して欲しい。子どもたちがあまりにもかわいそう/本来は能動的に勉強して欲

しいが全くしないため、強制的な指導が欲しい/学校側が先生たちの自己満足レベルしか対策できていない。

他校と余りにも対応が違いすぎる。都知事の発言は何一つ実行されていない/経済的援助/居住地にかかわら

ず高校生全員にワクチン接種の機会を/強引な級友から毎日のように食事へ誘われ困った。断る勇気を持つよ

う注意したが「断れない」の一点張り。そのため時間や課題に終われ病気になり入院した。生徒同士の寄り

道を控えるよう指導して欲しい/自宅にいる時間が多くなり、生活が乱れ集中力が続かない。配布されたパソ

コンでゲームやYouTubeに没頭しているので規制して欲しい。宿題の提出状況を保護者が確認できるように

して欲しい/感染対策に個人差があり、徹底できていないように感じる/学習の遅れなどの個別相談/施設の充

実（エアコン、綺麗な教室、トイレ等）等々

5



2288

2583

555

1642

126

58

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

配布プリント

メール

SNS

教育プラットホーム（スタディサプリ、クラッシー等）

その他

無回答

3-2. このコロナ禍で学校とどのような連絡体制を築いていますか？

（複数回答可）

1612

3051

1045

1450

114

51

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

配布プリント

メール

SNS

教育プラットホーム（スタディサプリ、クラッシー等）

その他

無回答

3-3. 保護者としてどのような連絡体制を希望しますか？（複数回答可）

≪3-2 その他のご意見≫ 学校ホームページ/担任から電話＆学校に直接電話する/生徒アカウントにTeams

で連絡/保護者間のLINEやZoom/登校して面談/連絡自体あまりない/子どもが学校へ手紙を出しているのかも

分からない状況で困っている/教育プラットフォームで配信しているが通常のメール配信と同じ。それ以外利

用価値がないのであればメールで十分。アリバイ的に使っている状態/何も分からず不安/子どもに部活顧問

からLINEで連絡/プリントを配布されても子どもが持ち帰らない。どこで失くしているのかも分からない/たい

して連絡もなく不満/学校→保護者へのメール等による連絡はあるが、保護者→学校への連絡体制が明確化さ

れていない。Classroom等による出欠連絡や伝達事項は分かりづらく不便。また「学校から配布したプリント

を見てください」という連絡が多々ある。メールにPDFを添付してもらった方が保護者としては助かる（子ど

もが帰って来るまで内容が分からないし紛失もある）/情報が少なく事情が分からない/PTAのメール/コロナ

関連の情報が少なすぎる等々
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学校教育委員会委員一同

東京都公立高等学校PTA連合会

紙面スペースの関係上、その他のご意見については抜粋で、すべてをご紹介できませんでした。

また、その他のご意見については、原文のまま記載しております。（ご意見を正確にお伝えするため

に、修正は一切しておりません。）

本年度も、3,781名のたくさんの方々よりアンケートにご協力いただきました。

このアンケート結果は、今後の活動に役立てて参りたいと思います。皆さまのご協力に心より御礼申し

上げます。ありがとうございました。

≪3-3 その他のご意見≫ タイムラグのない早急な連絡、対応が必要と感じる/困ったことがあれば直接話を

聞きたい/もっとメール等を活用して学校側からの情報発信を！/保護者側に成果や達成率が分かるシステム

が欲しい/Push型の配信環境を整備して欲しい/保護者会や担任との面談(オンライン可)/プリント配布よりク

ラッシー連絡が確認しやすい/ホームページでの発信を充実させて/クラッシーはあまりに脆弱なので使わな

いで/どの方法でも良いが、なるべく統一して下さると助かる。連絡手段が分散されていて、どこに何の連絡

が来ているのか分からず面倒/在校生専用HPなど過去情報も含めて視覚的に閲覧しやすい環境構築を要望する

/学校ホームページに暗号化して配布プリントなど載せて欲しい/連絡は全てメールでもらいたい/命に関わる

事案は保護者へ確実な連絡を/クラスごとのLINEグループを作って欲しい（保護者から非表示で担任に連絡で

きるので）/一方的でなく、双方向の連絡手段を希望/子どもから連絡が伝わらない/PDFで連絡が来るので面

倒くさい。Teamsを見ろと言われても保護者は見られない/学校にお任せしたい/学校からの連絡用に余計なア

プリは入れたくない/「LINE連絡が当たり前」はやめて欲しい/保護者からの質問に対応する機能・制度が欲し

い/学校からの連絡が子どもだけに配信されていたことがある。プリントを減らすなら、親にも同時配信して

欲しい。子どもに確認できるし情報にも素早く対応できる/何の課題が出ていて、提出済と提出済でない物が

全く把握できていない。これが標準と思って良いのか。アメリカでは保護者と学校の連絡アプリがあり、出

欠、遅刻、配布物、提出物の提出有無も保護者が確認できると聞いた。そんなアプリがあったらありがたい/

教育プラットホームの導入で、プリントやメールでの連絡が以前より少なくなっているが、保護者に情報が

行き届かないことがあるので困る/Classiによる一方通行の連絡ではなく、保護者からもメール等で連絡を取れ

る環境整備をして欲しい/子どもに配布しても届かない場合があるので、学校のホームページにも載せて欲し

い/適切なメンタルフォロー窓口（スクールカウンセラーは敷居が高いので、LINEなどで子供が個人的に相談

できる窓口が欲しい）/適宜、電話で直接会話orチャットできる環境/形式はともかく、もっとマメに状況を知

らせて欲しい/管理や整理が楽なのでペーパーレスにして欲しい/Classiで連絡する方法が分からないので、説

明書があれば欲しい/子ども達同様Teamsを使って欲しい/メールは簡単だが現場の生の声を聞きたいので、保

護者向けの動画配信も検討して欲しい/公式LINEを作ることが一番楽かなと思う/生徒に相当数の感染者が出て

おり、もうどうしようもないので何も望まない/高校生男子の親に配布物は一切届かない/Twitterを利用して

いないので緊急連絡（授業や通学など）はメールで知らせて欲しい/コドモン等アプリ/内容が重複しても漏

れが無いように伝えて欲しい/連絡が直前に来ることが多いので、もっと早く連絡があると助かる/ベネッセ

のアプリは使いたくない。情報漏洩の件はどうなったのか？/学校HPのより積極的な活用。Classiで連絡は来

るが、子ども達の様子、コロナ禍の対応などイメージができない。入学式をはじめ学校行事が無くなり高校

生活を垣間見る機会が全くない為、画像・動画など具体的な活動が分かるようにしてもらいたい/保護者会は

オンラインで行って欲しい/子どもが使用しているアカウントとパスワードが知りたい/等々
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