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運動会保護者アンケート集計

１ よかったところ

・席取りなどもなく、家庭からの準備も少なく、良かったです♪

・コロナ禍の中、密にならないように工夫されていて、とても良かった。いろんなルールがあるが、保護者の皆さん

もきちんとルールを守っていて気持ち良かった。一年生の先生方が、きちっとしていて、声も大きくていつも感じ

がいい。自分たちで考えて一年生なりに動けているのは、先生方のご指導のおかげだと思う。ありがとうござい

ました。

・保護者の出入口など感染症対策すごく良かったと思います。また、学年ごとで観覧する事が出来るので見やすか

ったです

・コロナ禍の中でも子ども達がいきいきと運動会を楽しんでるところを見られた。

・コロナの中で運動会を開催していただいたこと。

・空いてて子供の目の前で演技を見ることができて良かったです

・今回は、学年別の入れ替えで密にならずとても見学しやすかった

・人との距離が取れた。

・コロナの中で開催出来たのは良かったです 練習も充分に出来てないと思いますが上手にできてました

・近くからゆっくり子供をみることをできた。

・新型コロナの影響で行事ができないと思っていましたが、授業の確保も大変なのに運動会があってよかったで

す。

・PTAの方々の誘導がスムーズでした。

・始まりから終わりまで進行がスムーズで時間通りでした。
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・学年事に入れ替えなので、観覧者が少なく子供を近くで見ることができ、動画が撮りやすかったです。

・コロナ渦の中、運動会が出来ただけでも素晴らしい事です リレーも、エイサーも子供達の頑張りが見られまし

た。

・ソーシャルデスタンスがとれていた。コロナ禍でも運動会ができたことに感謝です。

・とても見やすく良かったです。

・密を防ぎながら、子供の成長を見れて良かった。

・自分の子供の番が終わったら退場する事で、密にならず子供の姿をどこからでもスムーズに見る事が出来たの

は良かったです。

・学年毎の保護者の入れ替えで密にならなかったこと。入口を限定して検温の徹底したこと。

・午前中のみでの開催でも充分満足出来る内容でした。

・近くでリレーが見れた。

・感染予防をきちんとしながら楽しい運動会だったと思います。

・コロナの中先生方学校関係者の皆さんのお陰で開催出来たことに感謝です。

・午前中で終わる。自分の子供の出番だけを見るのが良かった。

・コロナ対策ということもあり、人数制限をした工夫は子供達との距離も近くなり、見易くてとても良かったです。

・運動会タイムスケジュール、保護者入れ替え一方通行の流れなど全体的にスムーズで良かったと思います。

・学年ごとに父母を入れ替えたところ

・コロナ流行のなか、子供達に素晴らしい運動会にしたいという学校側の努力を感じました。ありがとうございまし

た。

・とても見やすく良かったです。

・頑張っている姿がみれた

・コロナ対策がしっかりされていて、安心して観覧出来ました。・弁当なしだってので、楽な気持ちで参加出来まし

た。

・コロナ対策がしっかりされていて、密になることもなく、安心してこどもたちの演技を見ることができま した。
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・リレーのバトンの受け渡しも、マイバトンや軍手など、各学年で工夫されていたと思います。

・保護者入場がスムーズで良かった。

・入れ替わりもあり、子供の近くでの撮影も出来たのでよかったです。駐車場も少ない中停めてれ安心しま した。

・運動会を開催したこと

・見やすかった

・まず運動会が出来て良かった。コロナ対策も考えられて良かったです。

・保護者観覧時の検温、入れ替え制など、コロナ対策がしっかりされていたので、安心して見る事が出来ました。あ

りがとうございました。

・保護者観覧時の検温、入れ替え制など、コロナ対策がしっかりされていたので、安心して見る事が出来ま した。

ありがとうございました。

・ダンスがとても良かったです。

・時間短縮の運動会ではあったが、頑張っている子供の姿が見られて良かったと思います。

・学年ごとの観覧入れ替えで混雑なく、子どもの演技をじっくり見ることができてとても良かった。

・進行がスケジュール通りだった。観覧入れ替え・人数制限等によりソーシャルディスタンスをとれた。

・子供たちが頑張ってた

・例年とは違った運動会ではありましだが、だからこその密にならない導線だったり、プログラムの組み方等とても

よかったと思います。

・学年別でしたので観覧しやすかったです。見て子供とすぐ帰れるのも良かったです。

・始めての運動会でした。コロナ禍の中、開催して頂き有難うございます。子どもたちの一生懸命な姿が見れて良

かったです。また沢山の保護者の方が駐車場の案内をやっていて、びっくりでした。本当に有難うございました。

・コロナウイルス感染防止のため、午前中開催になり各学年終了事に帰宅できたこと。

・コロナ禍でありながら運動会が行えたこと。感染症対策もされていてよかったです。入口出口も分かりやすかっ

た。

・気候が良く、6月に行うよりも涼しくて良かった。
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・子供たちが頑張ってた

・運動会中止の学校もある中で、開催してくださったこと。

・スムーズに検温などの対応

・かわいいダンスがとてもほほえましかったです。リレーでの真剣な顔を見ていると成長を感じました。

・ダンスのまとまりやリレーの際、４年生の団結力を感じました。

・ダンスが楽しそうだった。

・学年ごとに見ると親も自分の子どもがどこにいるかもすぐわかり、視野が広くてよかったです。

・見学者の人数が少なかったので、子供達の近くに移動して見学することが出来たこと。

・なわとびはあまり上手にできなかったけど、がんばっているすがたを見れたので良かったです。

・子供達の元気いっぱいな姿が見れた事。

・ソーシャルディスタンスや応援のやり方を皆守った事。

・競技、観覧共に学年ごと入れ替えだったので競技中も移動しながら近くで自分の子どもをみることが出来たので

大変よかったです。

・事前のメールの案内が解りやすく接触を避ける工夫が徹底されていた。

・観覧者が少なく、移動する我が子を追うことができた。

・祖父母を招待しなくて良いので色々な手間が省けた。

・娘が運動（縄跳び）を家でもやる様になった。

・三密徹底

・弁当がなかったのでよかったです

・コロナでも運動会ができたので良かった。

・子供がダンスをするときの位置が分かる用紙を事前にもらえていたので、わかりやすく、見やすかった。

・参加種目をまとめて見れて、時間が短く済んだところ

・コロナウイルスへの感染防止をしながらの初運動会、子供達がエイサー、リレーを一生懸命に頑張っている姿に

感動しました。
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・通常の運動会より、静かではありましたが、運動会を開催した事で、子供達の達成感につながったと思い ます。

・密になっていなかった。

・いろんな場面で、はいりょがよかった。

（例えば、連続でみる保護者のたいき場所をもうけたり、わかりやすいように写真付きで説明文をお手紙メールで

だしてくれたり、案内をかいたり、表示してくれたり）

・観客席が広くて、ゆっくりみれました。

・朝早くの場所とりも無かったので良かった。

・小学生が一人しかいないので、自分の子供の出番を終わると帰れたので良かった。

・今回の運動会の感じが続くととても良い。

・観客席が広くとられてて、ゆっくりみれました。

・入場、退場も演技になっていてかわいくかっこよかったです。動きがそろっていて、４年生の一致団結さを感じま

した。

・鬼滅も子どもとても興味のあることだったので、家でもダンスをおどったりして、楽しんでいました。

・ダンスからリレーに体形移動する時などみんなキビキビしていてさすが４年だなーとみんなの成長を感じました。

・観覧スペースが広くて、子どもを見つけやすく、とてもよかったです。

・中止にするのではなく、工夫して運動会を実施してくれてよかったと思う。

・保護者の入れかえで、近くで子どもを見ることができよかった。

・子供の様子が見やすく、移動せずその場で動画が撮影出来た。

・子供達ものびのびしていた。

・入口を決めて検温していたところが良かったです。

・リレーで勝ったこと！！＆バトンゾーンをうまく使えた！！

・今の状況で、子どもたちに負担なく出来たこと。

・風車でそろったこと！！（上から見ていてとってもキレイでした！！

・何より無事に開催されたことですね！！！
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・１１月の涼しい時季でとてもよかったです。

・コロナ対策で学年ごとの保護者入れ替えする事で保護者との距離を保ちつつ、子供たちを近くで応援する事が

できました。

・元気いっぱいおどり、がんばって走っていた

・エイサーでは、よく足も上がり、曲に合わせてリズムよく太鼓をたたく姿を見て感動しました。

・リレーでは、さすが６年生！という走りでとてもすばらしかったです。

・全体を通して子供達の成長した姿を見て感無量です。

・感染拡大防止のため、大変ななか、いろいろ考えられて運動会を開催していただき、子供達にとっても良かった

と思う。

・コロナで大変な中、学校が工夫し運動会を開催して頂きありがとうございました。６年生最後の短い運動会でした

が子供達なりに全力で取り組み楽しんでいる姿が見れて本当に良かったです。

・我が家の息子も大太鼓オーディションから声がかれる程気合いが入っていて、本番でも役割を果たすことが出来

ました。自信をつける良いきっかけになったと思います。

・特に運営面に関しての問題点も無く、先生方のがんばりに感謝 感謝！！ありがとうございました。

・コロナで大変なところをよく準備してあり、スムーズに進んだと思います。保護者の観覧席も大きく、子どもを目の

前で見る事も出来（他校では、出来なかったところもあったとききました）満足です。

・少し暑かったですが、６月よりは暑くなく、子供たちも見る側も身体的に楽だったと思います。

・密にならなくて良かったです。

・少しでも運動会ができて良かったです。

・コロナ対策もよく、なにより近くで笑顔がよくみえました。

・新型コロナの中で感染予防しながらできたこと

・子供達の演技もすばらしかったです。

・コロナ対策をしっかり実施されていてかなりの小規模でしたが、普段見れない子供達の姿をしっかり見れ た所

・ダンス、リレーをまとめて見れた事。
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・時間通りに進行していた事。

・午前中で終われた事。

・コロナ禍で運動会を工夫して実施してくれた事に感謝です。

・２年生の元気な様子がとても伝わるダンス内容縄跳びでした。かけっこではみんなが夢中で応援する姿や懸命

に走る姿がとてもかわいかったです。

・今回の運動会は新型コロナ感染対策という事もあり小人数での観覧等の工夫が凄く良かったなと感じまし た。

・祖父母も見たかったという意見もありましたが、子供達との距離が近く笑顔で演技もリレーも頑張っている様子が

良く見えました。

・短時間でのスムーズに進み、熱中症等の心配も無く、とても良かったです。

・感染対策をして三密にならないようにしていたところ

・特にありません。

・コロナが流行っている中、できる範囲のことで楽しんでいた。

・タイムスケジュールで学年の父母が入れ替わって観覧する仕組みがとても考えられており、コロナ対策にとって

も有効だと思いました。混み合わずに見やすかったです。

・今年は、子ども達の様子がよくみることができて良かった。

・子供達がダンスやリレー、のびのび頑張っている姿が見れました。

・コロナ流行のなか、子供達のため素晴らしい運動会にしようという学校側の努力が感じられました。ありがとうご

ざいました。

・コロナ対策しながら運動会ができた所

・開催時期

・自分の子の演技がとても近くで観れた事

・初めてのエイサーにとても感動しました。短い練習時間でよくがんばったなと思いました。

・コロナ対策で様々な工夫をされていてとても良かったです。

・先生方がスムーズに生徒達を引率されていて運動会を円滑に進められていてとても良かったです。
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・教室で他の学年の様子をテレビで放送されていたところ

・リレーでは思わず大声で応援したくなる程、子供達の真剣な姿に成長を感じました。

・エイサーでは、足もよく上がっていて、リズムよくとてもカッコイイ姿がみれて感動しました。

・入口で検温をきちんとしていたので、よかったと思います。

・コロナ禍のなかでの実施となり、心配しましたが、学年ごとの入れ替えなど、密を気にせずに子ども達の頑張る

姿を見ることができ、感動しました。たくさんの工夫ありがとうございました。

・三密にならなかった所

・観やすかったです。

・コロナの中、円滑に時間通りにスケジュールを進めて頂いて各学年の親もスムーズに子供の姿がみれたと思い

ます。

・駐車場や場所取り、テント建て等においても家族負担が無く前日よりゆとりを持って楽しめた。

・生徒も暑い中、過ごしていた以前は身体上の不安もありましたが今回のやり方で安心して見れた。

・ゼッケンの不用も良かった

・コロナ禍の中で運動会が行えた事。

・人が少なくて見学しやすかった。

・日曜に行事をしてくれた事。

・午前中で終わった事

・とても工夫されていました。Goodでしたよ。

・子供達皆、一生懸命で、短期間の練習で良く頑張って上手でした。成長を感じられました。

・１人１人が主役だったと思います。

・ダンス、リレーをまとめて見れた。

・時間通りにプログラムが進行できていた。

・午前中で終了する事。

・入場から退場までの動線など密にならない様とても工夫されていると思いました。
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・全体的に良かったです。よく考えられていたと思います。

・全てが初めての試みで上手くできたと思います。

・学年ごとに入れ替えれ観覧したところ。

・スムーズに時間通りで、ソーシャルディスタンスも保ててよかったと思う。

・工夫しながら今年の運動会を行えたこと

・子ども達の間隔があいていてとても自分の子どもを見つけやすかったです。

・ダンスがかわいかったです。

・かけっこも４名だったので自分の子の走る姿がよく見えました。ゴール付近も密にならず見ることができ た。

２ 工夫してほしいところ

・新しい環境なので、事後こども達の声を聴いて頂き、来年に繋げて頂ければと思います。

・コロナ禍で時間の制限があるのは仕方ないが、かけっこはもう少しスタートの合図を待ってくれた方がいいと思

う。「いちについて、よーい」と待って「パン」だと思う。流れ作業のように見えて、少し残念だった。また、スター

トに間に合わない子がいた。

・考えた上での事だとは思いますがせっかく見やすく広い運動場での開催なのでもう少し子供たちがダンスする時

に広がってくれたら良かったなぁと思います

・一家族2人までとか制限があるなら日曜日ではなく土曜日開催も検討するなど多子世帯への配慮が欲しかった

です。土曜日なら保育園、幼稚園などもあいてるので下の子を連れて行かなくても参観できる。

・人数制限するのであれば、平日開催もありかと思った。幼児の預け先が確保できる。

・特にないです。

・コロナ禍での運動会は初めてであったが、工夫してやっていたと思うのでありません。
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・しいて言えば、集団行動の見応えがあまりなかったかなと。

・保護者観覧場所にテントがほしかったです。くもりなら良かったですが、日差しがすごかったので。

・時間調整、リレーとエイサーの間が長かった。

・他の学年も見たかった正直。

・子供の受け渡しをもう少し工夫したほうがいい

・子供の代表あいさつ時は、バックに流れてる音楽を小さめにしたら代表の生徒のあいさつがはっきり聞こえるか

と思います。

・もう少し演技時間があったほうがよかった。

・毎回 駐車場が遠い。

・ありません。

・保護者の駐車場係。係になってる保護者が子供の演技がみられないのは残念。地域の元気な年配方に協力依

頼できないかなと。

・子供の受け渡しをもう少し工夫したほうがいい

・保護者の入場口（駐車場から遠いため）

・次の学年が始まるまで待機する場所があるけど、保ゴ者入れかえ間近になると待っている保ゴ者が密集しいぇい

るように見えた。

・なしです。

・一か所の入口だけの入場。駐車場は、シュガーホールなのに裏口側だと遠い。

・駐車場（シュガーホール）には、「佐敷小学校運動会駐車場」と表示をしてほしかった７：３０に着いたので場所

が分からず郵便局付近で迷ってしまった。看板があれば誘導人員は不要。

・学校入口等の入場監視は大切で体温チェックはわかりますが、あまりに過剰に思えました。

・見学者は親だけでなく兄弟や祖父母まで認めてほしかったこと。

・なわとびの時に数人前に出てきていたが、なわとびを飛んでいる姿が見えにくかった。もう少し後ろに下がって

周りからも子供達の姿が見えるよう工夫してほしかった。
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・最後の「カイト」の曲に合わせたダンスはとても感動的だったので、もう少し広がり一人一人の顔が見れたら良か

ったかなと思いました。

・コロナの中で練習する時間がなく大変だったと思いますが、一人一人ほ顔や動きが見えるようにもっと体型移動

を入れてほしかったです。

・エイサー演技は良かったですが、全体的に寂しく感じたのは衣装のせいかな？もっともっと派手な衣装にしたほ

うが華やかになってさらにすばらしいと思いました。（衣装の手縫いなどの協力はたくさんします）

・大太鼓メインだったので、パーランクーも目立たせてほしい気持ちもあります。

・保護者入口が暑かったのでテントがあると良かったです。

・特になかったです

・なし

・先にダンスをやるとリレーで走る時の体力がなくなるので、短くするか順番を逆にしてほしい

・子連れで再入場しなくてはいけないのが大変だったので、工夫してほしいなと思いました。

・直射日光が痛かったので、テントがあれば良かった。

・表彰が見えなかった。（真横の方）

・特にないです

・特に無し

・観覧時間が短かったが暑かったのでテントがあればよかった

・HPなどで、兄妹組の保護者の待機場所の説明はありましたが、実際運動場に見てすぐ分かる表示があっても良

かったかな…。

・別にありません。

・児童引渡し時は混雑していたので、引渡し時の工夫が必要と感じた。密な環境でした。

・ダンスとリレーを続けてやるには、運動苦手な子供からしたら多少キツいかな？と思いました。

・日陰がなく暑かったので、テントはあった方が良かった

・曲をもっといろんなのを流してほしかった
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・かけっこで声出し応援が禁止だったので各支部PTAで太鼓で応援しても良かったのでは？

・検温場所を増やしてほしい

・満足した。

・別にありません。

・じゅうぶん工夫されていました。希望としては、日時を今回のように11月ごろにしてほしいです。

・コロナウイルス対策として一学年ごとにやりましたが、やはり少し寂しく感じました。せめて二学年が一緒にやって

も良かったのではないかと思いました。また、一学年ごとなのに保護者の観覧席が遠かったです。もっと近くに

設けて良かったと思いました。

・5,6年エイサーの観覧の仕方。(5年生父母が先に場所取りしていること。６年生最後の運動会、集大成とも言え

るエイサーをまずは、６年生父母から場所とりさせて頂きたかった)

・コロナによる制限が厳しすぎた気がする。

・子供たちも他の学年を見学できるようにしたほうがよかった。高学年のをみて刺激をうけたかも！

・特にないです

・別になし

・保護者の駐車場係について。係になっている保護者が子供の演技が見られないのは残念です。地域の元気な

年配の方の協力を依頼してはどうかでしょうか？

・特になし

・５年、６年の待ち時間が長かった気がします。

・おじいちゃんおばあちゃんも楽しみにしていたので参加できず残念そうでした。

・点数はつけていたんでしょうか？もしつけていなければつけても良かったと思います。学年の競技が終わる度に

発表していったら生徒も少しはエキサイトしたのではと思いました。運動会の気分も味わえたかと。

・親の入れ替え時に、中に入って行く方や止められる方といた。放送や旗などは６年生が入れ替わり出来たのか

な？と思った。

・低学年は午前中に、高学年は午後になど（沖縄市では実施されている）
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・子連れでの再入場をしなければならないところが大変だったので、そこは工夫してほしいなと思いました。

３ その他

・学校の皆さんやPTAとの協力で、工夫ありがとうございます。今回の新様式で子ども達も様々な思いを感じた

かと思います。是非声を聴いて頂き、保護者へも共有して頂き、今後に繋げられればと思います。

・コロナ禍でいろいろな行事が中止になる学校が多い中、開催してくださってありがたい。修学旅行、社会科見学

もそうだけれども、子どもが楽しみにしている行事はぜひ工夫して行ってほしい。貴重な一年生の運動会があっ

て、本当に嬉しかった。先生方、ありがとうございました。

・運動会を開催して頂けて本当に感謝しています。色々な行事がなくなりさみしいですがこうやって感染対策をし

ながら皆んなで協力し合いまたイベントが出来ることを願っています。ありがとうございました。

・いろいろな制限がある中でも参観できる形で開催して頂きありがとうございます。授業参観なども行えないかた

ちで過ごしてるので成長が目に見えるのはすごく嬉しいです。

・運動会を実施していただきありがとうございました。試行錯誤しながら練習したと思いますが、エイサーは素晴ら

しかったです。

・子どもたちが楽しそうにダンス，リレーをしていたので良かったです。先生方お疲れ様でした。

・コロナ対応大変だったかと思います。本当にお疲れ様でした。

・従来とは違った運動会で先生方も大変だったと思います。開催して頂きありがとうございました。お疲れ様です。

・ゼッケンに名前もあると、親同士も友達の名前とかクラスの子達の顔を覚え安いかなと思いました

・兎に角暑かった。

・コロナ禍の中設定も大変だったと思います。無事に出来て良かったです。お疲れ様でした。

・コロナ禍での開催となり大変ご苦労があったかと思います。ありがとうございました。
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・みんな一生懸命でかっこよくて可愛かったです。先生方もコロナで大変だったと思いますが、ありがとうございま

した。お疲れ様でした。

・色々な行事が中止される中、子供達には心に残る運動会になったと思います。

・当日は天気も良く、無事運動会を行うことができ、特に６年生はまたひとつ小学校の思い出をつくることができま

した。先生方、ありがとうございます！

・プログラムは全体的に良かった。

・まずは、子どもたちの楽しんでる姿、頑張っている姿を見ることができて嬉しく思います。ありがとうございました。

今回はコロナの中での運動会開催との事で色々な対策をされてたと思いますが、実際のところどうだったので

しょう。保護者は保護者間での距離も近いし、体温は入口で計測するものの入場確認はできてたのでしょうか。

保護者2名までとの事でしてが祖父母が来てる家庭もあったのご存知ですか？また、入れ替えしながらの観覧

でしたが、きちんと入れ替えできてたのでしょうか。私が知る限りでは結構な家庭が駐車場も遠いとのこともあり

学校の敷地内（運動場近く）にいました。これでしっかり対策をしているといえるのでしょうか。

・この大変な時期に運動会を開催していただきありがとうございました。コロナ対策で、各学年時間帯で保護者も

分けていたので落ちついてみることができました。

・コロナ禍で拡大防止に配慮しつつ、運動会を開催するにあたり、先生方には大変なご苦労があったことと思いま

す。子どもたちも、臨時休校を経て日常を取り戻す事も困難な中ですが、小学校生活の一大イベントである運動

会を開催することができ、とても喜んでおりました。また、大成長した様子を垣間見ることができ、感謝の思いで

一杯です。本当にありがとうございました。

・完全入れ替えではなかったですね。

・今年は、今までとは違う運動会で、少し寂しい気もしましたが、こどもたちの頑張ってる姿を見れて、感動しまし

た。

・今年はコロナ禍で学年別の運動会でしたが毎年この形式でも良いのかと思いました。例年は6月の運動会です

が季節も涼しい11月で良いかと思います。暑い中、午後までの運動会も熱中症のリスクも高まるので涼しい季

節に短時間でが私個人としては理想的だと思いました。
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いろいろ考えて、コロナウイルス対策をやっているんだろうなと感じました。有難うございます。

・今後も気候を考えてしてほしい。6月は暑すぎる。

・完全入れ替えではなかったですね。

・開催してくださってありがとうございました。

・特になし

・祖父母までの見学にできたら本人もうれしかったと思います。

・先生方、PTA役員の方お疲れ様でした。

・特にないです。

・コロナ禍での感染拡大防止をしつつ、運動会を開催していただき誠にありがとうございました。おかげさまで、子

供の成長を確認しることが出来ました。

・観覧人数の制限を作るは昨今の事情で仕方無いと思いますが、学年入れ替えで観覧場所も広く外での演技なの

で「家族２人」ではなく「家族のみ」としてほしかったです。

・両親・兄姉にも見て貰いたい。「頑張ったネ。スゴカッタ」と言って貰いたい子供達もいると思います。「家族から

２人」と制限されるとご家族の多い方はどうしても誰が行くかについて話し合いになると思います。来年は大き

な運動会が出来る事を祈ります。

・コロナ禍での運動会でしたが、密にならず観覧できた事、運動会を実施してもらえた事に感謝しています。例年と

は違う環境の中、毎日子ども達の為に頑張って下さった先生方に心より感謝しています。ありがとうございまし

た。

・コロナ禍の中、中止ではなく、運動会を催していただきありがとうございました。コロナウイルスのため小学校の

様子や同級生、保護者の雰囲気が分からず不安な面があった中、運動会を通してみることができたので良かっ

たです。ありがとうございました。

・コロナウイルス感染対策をしながら無事に運動会を終えた事に校長先生をはじめ先生方へ感謝の思いでいっぱ

いです。ありがとうございました。

・コロナのい中運動会を開さいしてくれてありがとうございました。初めての運動会で本人もとても楽しめたようで
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す。来年はいつも通りに開さいできるといいです。

・コロナ対策で先生方も色々と大変だと思いますが今後も宜しくお願い致します。

・コロナの中で運動会が出来たのが本当に良かったです。ありがとうございました。

・来年は子供にとって最後の運動会の年となるのでコロナ以前の様に運動会をたｋすあん楽しんでほしいという希

望？があります。ありがとうございました。

・エイサーで暑い中、動きの多い演舞で３曲は長かった。キツイ様に思えた。

・運動場のトイレの整備を改善してほしい

・なし

・来年もこれでもいいと思います。

・PTA役員の方すごく頑張ってました。ありがとうございます。

・短期間での練習を一生懸命指導して下さってありがとうございます。コロナ禍色々と大変だと思いますが、先生

方と子供達の絆、信頼などがあり良い運動会になったと思います。

・代表リレーも見たかった。

・今回はコロナでしょうがない。

・コロナが落ち着き感染の心配がなくなったら昨年度までのような盛大な運動会を期待し、楽しみにしています。子

供たちの活き活きとした姿、先生方の日頃からのご指導に感謝致します。

・こんな状況の中でしたが、子どもがダンスやリレーも楽しむことができました。いろいろ工夫し、御指導して下さ

り、ありがとうございました。

・ありがとうございました。お疲れ様です

・いろんな面で密にならずにいろいろ工夫して頂き大変ありがとうございました。短い時間で子供たちが生き々と楽

しく演技でき保護者も安心して観覧できました。本当にありがとうございました。

・初めての小学校の運動会だったので、親もわからないことばかりでしたが、工夫して実施して下さり、うれしく思

います。短い時間ではありましたが、子どもの成長を感じることができました。ありがとうございました。

・お迎え時、ピロティが密状態だった様に思います。
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・出番が終わって早く帰れたので今までよりは疲れがたまらなかった。

・コロナの中で、運動会自体出来たのが本当に良かったです。ありがとうございました。

・新型コロナで大変な時期に「運動会を何とか開催したい！」ということで色々な対策をして頂き、準備して下さ

り、本当に有難うございました。運動会の練習が学校であると、その様子をうれしそうに話してくれたり、お家で

もダンスの練習、リレーの練習と楽しそうにやっていました。間違いなく充実した期間でした！！

・コロナで先生方も毎日大変な中午前中だけでも運動会を開催して頂き本当に感謝しています。子供たちの頑張

っている姿が見れてとても感動の時間を過ごせました。本当にありがとうございました！！

・いつもは各字テントから見ていたが、今年はコロナの為、近くでみれたのがよかったのかな。高学年生のリレー

等が見れなかったのが・・・・残念だった・・。

・例年とは事情がちがっていたための開催時期となったが、季節的にはあまり暑くなく良かったと思う。

・６月は暑いです。

・来年の開催時期の検討をお願いしたいです。

・職員の皆様をはじめPTAの協力いただいた方々へ感謝致します。

・来年度はコロナが落ちいて、通常通りの運動会が開催できることを期待しています。お疲れ様でした。

・代表リレーも見たかった。

・先生方もお忙しい中、大変だったと思います。子供達が喜んでいる様子を見てこちらも嬉しかったです！ありがと

うございました！！お疲れ様でした！

・特になし

・毎年強い日差しの中、土の上のテントですき間なく、風も通りづらい中で座り、応援・待機している子供達のことと

ても気になっていました。年々ますます暑さが増す気がします。今年は、弁当も無く、少しさびしいとも思いました

が、みんなが身体的負担が少なく良かったです。矛盾していますが、他の学年の演技もやっぱり観たかった・・

・。

・お疲れ様でした。

・子ども達が楽しんでダンスをおどったり、かけっこをしたりしていました。こんな状況の中でしたが、い ろいろと
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工夫し、御指導ありがとうございました。です。

・観覧スペースが広くてとてもよかった

原文をそのまま掲載していますが、児童を特定される意見は、掲載していませんのでご了承ください。


