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児童の学年 ４．今回行ったコロナ感染症防止の様々な対策について、ご意見をお聞かせください。 ５．子どもたちの演技・競技はいかがでしたか。ご感想をぜひお願いします。 ６．上記以外のことについてご要望・ご意見等がありましたら、ぜひお願いします。

1
１年 午前中のみ開催と人数制限で、目立った混雑もなく、安心でした。 常永小でのはじめての運動会、一人一人の一生懸命に取り組む姿に感心、感動しました。

上級生たちも皆しっかりしており、先生方の指導が良いからだと感じました。我が子もそのように育ってほしいです。
大変な中での開催でしたが、とても良い運動会でした。ありがとうございました。

2 １年 すごく良かった 楽しく出来ていました 色々、心配な事が多くある中親も楽しく見れました。ありがとうございました。

3
１年 短縮でちょっぴり寂しさも感じますが、お弁当を作らずに済みこれもありかなぁと思いました。

検温や人数制限もコロナの状況では安心できました。
みんなで協力し今までの頑張りを発揮できる良い運動会でした。 リレーの際、カメラマンさんの立ち位置をもう少し考えていただけると良いと思います。写真係のボランティア、良い案

で有り難いのですが、何人かが固まって同じところで撮影されていたので、子どもをちゃんと見ることができませんでし
た。

4 １年 人数制限などもあり、密なく良かったと思います。 コロナ禍の中よく頑張ったと思います。

5

１年 入口にアルコールが置いてあり、良かったです。 暑い中練習して、初めての運動会で、保育園とは、違い大人数、みんなと一丸となる姿を見れて良かったです。
6年年生の組立てた見たかったです。
が、行進するのも、感動しました。

大変な環境の中、運動会を開催して頂きありがとうございました。午前中だけでも、子供達の成長、努力がみれて、本
当に良かったです。
はじめのいっぽに詳しく出番の位置など書いてあったので、バッチリ写真も撮れたので、助かりました！ありがとうござ
いました。

6

１年
テントがないお陰で多くの競技がよく見えて良かった。
撮影する保護者への交代のアナウンスがあったのでトラブルなく良かったと思う。

全学年のリレーにとても感動した。子供達の一生懸命な姿や各学年の成長に涙がでた。それと同時に走る姿勢を見
て、日頃の運動不足を感じた。
待っている間の距離間が十分近いので、組体操も距離的には同じようなものだから、やっても良かったと思う。
四色対抗かと思っていたので、最後の結果発表が赤白のみで理解が難しかった。喜ぶタイミングを逃した。

来年からもテントは子供の応援席のみで、地区のテントや保護者のテント、レジャーシートは　なしにして頂けると、応
援しやすく探しやすい、全体の状況を把握しやすい、運動会に気楽に参加できる。是非お願いします！

7 １年 いろいろご対応いただきありがたかったです。 とても良かったです。 来年は通常開催となるように祈るのみです。ありがとうございました。

8
１年 感染症予防でいろいろな制約があり、練習も大変だったと思うが、とても頑張っていました。 今後の運動会がどう変わっていくかは分かりませんが、今回の運動会は今最善のやり方だったと思います。

ありがとうございました。
9 １年 良いと思います。 とても素晴らしかったです、たくさんの感動与えてくれました！

10

１年 人数制限や時間短縮の対策は良かったと思いますが、やはりどうしても撮影場所では人との距離が近くなってしまっ
たのでそこは気になりました。

玉入れ、メートル走、踊りどれも良かったです。踊りの選曲も良く、振り付けもかっこよかったです。 踊りの発表は2学年合同なので、撮影場所の指令台近くは特に混み合っていました。その際に前列の方のほとんど
が立って撮影をしており、正直迷惑でした。発表中に撮影場所を移動するのも大変ですし、直接座って撮影してくだ
さいとは言いにくいので、2学年合同の発表の際は先生か児童に、座って撮影するよう注意して頂けると大変ありがた
いと思いました。

11
１年 三密を避け、かつソーシャルディスタンス、時短の工夫 守られていて運動会が開催されて良かったです。 期間が短い中での練習でしたが、それを感じさせない演技、競技でした。 

12
１年 入場時の体温表提出や、時間を分けての入場等、対策は有効であったと思います。 全力で取組む姿勢が伝わってきました。

友達と一緒に取組む姿が見れて、学校生活を楽しんでいる事が分かり、安心しました。

13
１年 良かった点：半日お弁当無しと場所取り無しは、共働きで忙しい我が家にとって助かりました。

残念だった点：じいじ、ばあばに見てもらえなかったこと。特に、もう高齢の私の父は後何回、孫の晴れ姿が見れるか
分からないと思うと悲しかったです。

良かったです。よく頑張っていたと思います。ただ、開会式でずっと動いていて他の子と比べても落着きのない様子
に、心配になりました。以前から病気かな？と不安に思う節があったので。

観覧撮影ゾーンの入替のタイミングを、子供が退場してからにして欲しかったです。

14

１年 昨日、回答しましたが、追加させてください。
良かった点：先生たちが色々工夫して、とにかく開催してくれたこと。
残念だった点：写真を後々見返した時に2020年の運動会と分かるような看板？的な物が無かったこと。あと、時間短
縮した割に開会式が長かったこと。

昨日回答済み お疲れ様でした。大変だったと思いますが、開催してくださり、ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致しま
す。

15

１年 近隣の学校で様々な対応がされている中、常永小は大きな学校なのでどうなるかと思っていましたが、開催日を予定
通り土曜日に設定したこと、観覧者を1家族2名まで可能としてくださったのがありがたかったです。検温表提出も妥当
だと思います。
子どもたちの大きな声を出しておうえない、というのが守れていたことに驚きました。
学校での感染対策はとても大変だったと思います、ありがとうございました。

常永の刃の振り付けがカッコ良かったです。刀で切るポーズを嬉しそうにやっていました。そしてみんなが楽しそうな
笑顔で思い切り頑張る子どもたちの姿に感動しました。放課後ゆめひろばに集まって、武田節を踊る3年生がいて、
運動会を楽しみにしている様子がとても伝わってきました。
5.6年生の踊りの前の行進が素敵でした。

子どものリレーの順番や立ち位置を知らせる用紙がとても分かりやすく、とても役立ちました。子どもからのメッセージ
もあって、嬉しかったです。

　今年度行われた写真ボランティアの写真、楽しみにしています。

先生方、運動会準備に加え、感染対策までとても大変だったと思いますが、運動会を開催してくださり本当にありがと
うございました。

16 １年 入場口にアルコール消毒できるものがあるとよりよいと思いました 一年生はとても分かりやすい競技にしてくださっていて安心して応援できました

17
１年 最後の児童を出待ちしてる時の対策が必要だったのではないかと思いました。あと、体温を記入した紙を受付で渡す

だけなら熱があっても偽ってしまえば分からないのではないかと思いました。どうせ受付を時差にするなら検温を一人
一人する方向でも良かったのではないでしょうか。

よかったです。

18 １年 入場口にアルコール消毒できるものがあるとよりよいと思いました 楽しそうな姿をみれてよかったです

19
１年 初めての運動会でしたが、一生懸命取り組む姿を見る事が出来き、本人も楽しそうに参加していたのが印象的でし

た。

20
１年 子ども達は手指消毒等こまめにしていて良かったと思いますが、保護者（特に男性）でマスクをアゴまでさげて話をし

ている方がちらほらと見受けられ、学校側はそこまでの指導、責任は全くありませんのでしょうがない事と思いますが、
少し残念に思いました。

コロナで短くなってしまった運動会でしたが、どの学年の子ども達も、それぞれの成長に合わせて演技、競技と一生
懸命に練習の成果を出し、真剣な顔、笑っている顔、みーんなキラキラと輝いていました。
みんなステキです。

コロナ渦の中、先生方やPTAやボランティアの皆様、そして生徒のみんなが頑張って頂いたおかげで運動会を楽しく
観る事が出来ました。ありがとうございました。
お疲れ様でした。

21
１年 とても安全を考えてくださり、安心して参加できました 1年はまだかわいく、兄の5年はずいぶん競技らしく上手でした お弁当とテントがなくて楽でした！

先生方も毎日とても大変な対応をしていただき、ありがとうございます

22
１年 半日の開催でしたが、全体的にスピーディーに行われ、自分の子供以外の種目も楽しむことができました。 どの演技、競技も躍動感溢れるものばかりで、とても感動しました。 家庭や先生方の負担も踏まえ、コロナ収束後も含めて、半日開催も有りだと感じました。今回のような形であれば、自

分の子の種目ではないからと退屈することなく、楽しめる気がします。

23
１年 半日の開催でしたが、全体的にスピーディーに行われ、自分の子供以外の種目も楽しむことができました。 どの演技、競技も躍動感溢れるものばかりで、とても感動しました。 家庭や先生方の負担も踏まえ、コロナ収束後も含めて、半日開催も有りだと感じました。今回のような形であれば、自

分の子の種目ではないからと退屈することなく、楽しめる気がします。
24 ２年 とても良かったです アナウンスで撮影の前の方は座って下さいと言って欲しかったです。後ろの人が見えなかったです。

25
２年 とても良かったです！！ 撮影の時、放送で前の方は座って下さいと声がけをして欲しかったです。

後ろからだと、何も見えないです。

26
２年 適切な対応だったと思います。 良かったです。 制限がある中で子供達みんな精一杯頑張っている姿に感動しました。一翔も毎日『運動会楽しみ！』と言って家でも

ダンスを踊って見せてくれたり、『今年は勝ちたい！』とやる気いっぱいでした。先生方も沢山のご苦労があったと思
いますが、成長した姿を見ることができて嬉しかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。

27
２年 初めての事なので大変だったと思いますが、どの対策も良かったと思います。 どの学年も楽しそうで、見ている方もとても楽しめました。綱引き・リレーはビブスを着けていたので、探しやすく、撮影

もしやすかったです。
秋季運動会、開催も危ぶまれましたが開催できて良かったです。ありがとうございました🙇

28

２年 保護者の検温カード提示など安心して参加できるシステムの他、基本的に各家庭２名と人数制限も良かったと思いま
した。
また、申請すれば幼い兄弟も参加できるシステムも、子供を預けることが難しいご家庭にとっても良かったと思います。

みんなキラキラした表情で演技をしており、自分達の演技を楽しみ、誇りに思っているように感じました。
短い練習期間で、これだけ完成度の高い演技ができることに、常永小学校の素晴らしさや団結力を感じました。
心に響く、素晴らしい演技でした。

競技は一生懸命に取り組む姿が印象的でした。
リレーは、やはり胸が熱くなりますね。
４組同時の綱引きは、画期的でした！

先生方、大変お疲れ様でした。
コロナ渦で運動会開催が危ぶまれる中、運動会を楽しみにしている児童や親達の気持ちを尊重し、沢山の難問をク
リアし開催してくださったのだと思います。
先生方のおかげで、子供の頑張る姿、成長を感じることができました。
貴重で素晴らしい時間でした。
ありがとうございます！

また、校長先生、保護者会長さんのお話が胸に沁みました。
素晴らしかったです。

常永小学校の一員となれていることを誇りに思っております。
ありがとうございました！

29
２年 様々な工夫がされていて、とても良かったと思います。このままコロナウイルスが続くようであれば、当分の間、午前中

だけで終わるのが良いと思います。
短い時間の中で、コロナ渦の中で、とても良く頑張ったと思います。感動しました。
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30

２年 午前中だけで少ない競技数でしたが、良かったと思います。テント立てるのも大変なのでそれがなかったのも良かっ
たのでは。
皆さん決められた人数でちゃんと検温して参加しているのでその点は安心することができました。

二年生もどの学年も一生懸命練習したんだなぁと見ていて感じました。
やはり五、六年生は圧巻でした！
感動しました！

テント張りをなくして今年みたいに椅子だけでも良いと思いました。朝早くから並んで準備する負担がなくなりますよ
ね？昼ごはんをどうしたら良いかは課題ですが。
忙しい中、先生方にはいろいろ考えて実行していただいて本当に感謝です。競技も少なかったけれど、とても良い運
動会でした。ありがとうございました！

31 ２年 すごく感心しました。 感動しました。

32

２年 学校側の様々な工夫が見られてとてもよかったと思います 短時間でしたが十分楽しく観ることが出来ました！成長を感じる事が出来ました。ありがとうございます！ 今年は保護者のテントもなかったので早朝から並ぶ事もなく負担が軽減されました。人も少なかったのでどこからでも
子どもの様子を見る事が出来て楽しかったです！
今年は涼しかったので良かったですが、いつもは暑い中での運動会なので短時間で行えるのであれば今年のような
形でもいいかなと思いました。

33
２年 綱引きは2回ずつやっても良かったかもしれません 予定より早く終わってしまい、子供達にとっては少し物足りなかったようなのでもう1種目くらいあっても良かったかなと

思いました

34

２年 まだまだ暑い中で、運動会の練習を頑張っていたので、本番をとても楽しみにしていました。今年は一緒にお弁当を
食べるという楽しみがないことは残念でしたが、コロナ禍の中で短縮ではありましたが、一生懸命にそして楽しそうに
競技や演技に取り組む子供たちの姿を見ることができて本当に良かったです。

35
２年 特に 綱引きは とても いいアイデアだと 思います。

短時間で 競技が できたのは 本当に良かったです。
毎年 実施しても 良いとおもいます。先生方の 素晴らしい アイデアだと 感心しました。

みんな 一生懸命頑張っている 姿は 感動しました。 内容が 凝縮されていて  毎年半日でも いいかなと 思いました。

36 ２年 観客の人数制限と、時間差入場は、良かったと思います。 毎日学校から帰ると、家で歌いながら踊っていたのたで、頑張った姿に感動しました。 4チームに別れているのに、最後の勝敗は赤白の2チームになってしまうのは違和感がありました。
37 ２年 もう少し個人競技が見たかった

38

２年 観客の自主性に任せるのではなく完全にチケット制にすることで、あまり密にならず良かったと思います。留まらないよ
う、シートなども禁止で常に人が流れていて安心でした。

笑顔とともに緊張している様子が可愛らしかったです 今後ずっと午前中におわる運動会であって欲しいです。
子供の分だけなら良いのですが、保護者の分のお弁当作りは毎年のこの時期の相当なストレスです。今年はお弁当
がないことで、天候による延期も気にならず、ただ子供の日頃の発表を楽しみにできるという幸せな運動会でした。
又、今回のような形式なら、テントの場所取り争いや路駐もないので良いかと思います。応援合戦がないのも好まし
かったです。そもそも紅白に分かれて争う意味がよくわからないので。あとは…開会式が相変わらず長いです。
総じて、予定よりかなり早く終わったのも、諸所円滑に動くように先生方が試行錯誤してくださった賜物だと思います。
ありがとうございました。

39
２年 密にならず、ゆったり見れたので対応はとてもよかったと思います。 娘の学年ではないですが、組体操がなかったのは残念でした。

演技も競技も一生懸命取り組んでいて、のびのびと楽しそうにしている姿をみて、こちらも楽しかったです。
40 ２年 ストレスなく観戦出来ました。ありがとうございました。 学年問わず、新型コロナ禍というイレギュラーの中、一生懸命な子供たちを見て感動しました。 先生方、役員の方々もおつかれさまでした。

41
２年 競技はとても興奮し盛り上がったと思います。

演技は全学年とても素晴らしく感動しました。来年はコロナが落ち着いて通常の運動会が出来る事を祈っています。

42 ２年 よかったです。
43 ２年 よかったです。
44 ２年 とても良かったです
45 ２年 1年生と共演したのもあり、成長をより感じることができました。
46 ２年 入口に消毒液があってもよかったかと思います。 短時間の間によく仕上げたなと感心しました。
47 ２年 良いと思う 良かった

48

２年 生徒間のソーシャルディスタンスも保たれており、競技が終わるごとに上級生が消毒をしてくれているのを見て先生方
の指導を有難く感じました。テントがない分、観覧席もある程度の余裕があり密になることはありませんでした。

子供たちも色々なストレスがある中での練習だったと思いますが、笑顔で楽しそうに競技やダンスをしている姿に感
動しました。

開催できるのか心配でしたが、開催出来たことが親子共々とても嬉しかったです。登校しぶりがある娘ですが、年間
行事で運動会を一番楽しみにしており、練習が始まると学校に行くのが楽しみなようで朝もすっきり起きてきていまし
た。練習の様子も楽しそうに教えてくれたことが何より嬉しかったです。先生方が子供たちを一番に考えて頂いたから
こその運動会だったと思います。制限をしつつも、たくさんの思い出と感動を得られた運動会でした！ありがとうござ
いました。

※子供たちのゼッケンが我が子を探すのに大助かりでした！来年も取り入れてほしいです。

49 ２年 お弁当無しで、午前中の内に終わった事が良かったです。 ダラダラせずに入れ替わりも素早くて良かった。子供達の好きな鬼滅の刃を取り入れて楽しそうで良かったです。 今後も午前中のみが望ましいです。
50 ２年 消毒液も入口にあった方がよかったのでは？ 短時間での仕上がりは素晴らしいと思いました。 今回のような小運動会もありかと思います。

51

２年 6年生が見回りしていて徹底されていたと思います。 一生懸命さが伝わってきました。 5,6年生の未来への決意の行進？では統率がとれていることは分かりましたが、横から見ていると残念ながら凄さが分
かりませんでした。
ドローンを用意して空撮ができれば後からでも良さが分かると思いました。
それ以外でも今後ドローンでの映像があったら違う目線で楽しめるかと思います。

52

２年 とても良かったと思います。
参観人数の制限を行ったことで、密を防げる事ができ、子供の競技中も混雑なくビデオの撮影などできました。
競技が少なかった事で、滞在時間も少しですみましたし、子供達からしたらもう少し競技をやりたかったと思いますが、
感染症防止の観点から私は良かったと思います。
入り口やトイレに消毒液などあれば、良かったかな？と思います。

表情がとても生き生きとしていて、輝いていました。人数が多い中、また感染症の防止を行いつつの練習は大変だっ
たと思いますが、どの競技や演技も楽しそうにしていて良かったです。
高学年の演技には、とても感動しました。凛々しく迫力もあって素敵でした。

コロナ禍の中の指導は、勉強との両立もあり大変だったと思いますが、子供達の安全を考え指導してくれたことに、感
謝しています。

53
２年 しっかり対策して頂いて良かったと思います。 今年は、ダンスの振り付けにも気を配らなくてはならず大変だったと思いますが、子供達が楽しそうに踊っていたの

で良かったと思います。

54

２年 感染対策を考慮し開催できたことを嬉しく思います。例年だと個人テント等あり、人数も多いため観覧し辛い印象でし
たが、今回はどこからでも観覧でき環境的にはよかったのではないかと思います。進行もスムーズであったため予定
時間より1時間早く終わったのは良かったですが、もう少し子供達の演技をゆっくり見たかった部分もありました。子供
たちがチーム一体となる応援合戦がなかったのも残念でした。

練習も限られた時間だったかと思いますが、練習の成果を十分に発揮し楽しんで演技していた印象でした。本人も
帰って来てからもリレーや踊りを友達と親戚で繰り返しやっていたので楽しかったのではないかと思います。

55 ２年 妹が二人居るのですが、預けるとこだったり、大変だったので家族で行けたらよかったです 短い時間でしたが良かったです！ ただでさえ短い時間だったのでせめて時間通りやっていただきたかったです

56

２年 人数制限で他人との距離もあけれてよかった。しかし、帰りは玄関にみんな集まってしまい密集していた。
テントや場所取りがなかったので無駄な時間を費やさず、密集せずとてもよかった。また、観覧ゾーンの入れ換えもと
てもスムーズでした。

とても可愛かった。半日であっても先生や子供達が懸命に取り組んできた様子がうかがえた。 来年も再来年もこのような形になるかもしれない。コロナとしばらく付き合っていかなければならないと思う。今回同様
に午前だけか、一日の場合は親は家に帰って昼食食べてきて子供達は教室でお弁当など考えたはうがいいかもし
れない。
半日の方が最後まで子供達の集中力もあり、とてもよかったように思う。

57 ２年 サクッと進んで良かったと思います。 よく練習されていて素晴らしかったです。 今回のような運動会も良いと思います。今後もこのような形態を希望します。
58 ２年 蜜になり過ぎず、競技も時間、数共に丁度良かったと思う 大変良かった
59 ２年 とても良かったです

60
２年 出来うる限りのことをしてくださったのではないかと思います 楽しそうに演技する姿が見られて、本当に嬉しく思いました。自分の子どもだけではなく、他の児童もそれぞれが頑

張っている姿に励まされました
先生方のご尽力に感謝致します

61 ２年 とても良かったです

62
２年 体調や体温の確認、観覧者の入退場管理、観覧人数の制限で安心して観覧できました。

また、ソーシャルディスタンスを意識した演技や競技内容で、先生方のアイデアに脱帽です。
どのお子さんも 楽しそうに演技や競技をしており、観ている私達もすごく楽しめました！
たくさん練習したんだろうなと感じる内容でした。

有志の撮影隊、とても良い企画だと思います。撮影隊の方々、ありがとうございました！写真を見せて頂くのが楽しみ
です。
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63 ２年 とても良かったです
64 ２年 人数制限と、時間差入場は良かったと思います。 力の限り頑張っていたと思います。感動しました。 今回は曇りだったので良かったたですが、晴れた場合には、小型テントなどの設営を許可して頂きたいです。

65
２年 入場は密にならなくてよかったが、帰りは玄関前が密になっていて残念でした。テントをはったり場所取りをしないこと

で無駄な時間も省くことが出来て、精神的苦痛がなくなりました。さらに、午前だけにしたことで子供達が最後まで集中
できており、とてもよかった。

可愛かった。頑張りが見れてよかった。 来年も再来年もこのような形になるかもしれない。今回同様午前だけか、一日の場合は親は家に帰って昼食食べて
きて子供達は教室でお弁当など考えたはうがいいかもしれない。

66
２年 この状況で、対策をとっていただき、開催できたて親も参加できたことが、とても嬉しかったです。子供達も、拍手でき

ちんと応援していたし、親御さん達も競技以外の時間は距離が取れていたと思います。
競技自体は、特に綱引きなど、短時間であったので、勝ち負けが、わかりにくいところもあり、あっというまでしたが、
しょうがないないと、思います。

色々感染予防を考慮して頂き、ありがとうございました。子供も、楽しんでできたようで、大変嬉しくおもいます。引き続
き宜しくおねします。

67

３年 感染症防止に注意を払ってくださっていることが感じられて、ありがたかった。午前中開催、一家庭二人までの人数制
限など、混乱もなく、落ち着いた運動会となり、良かった。開会式もコンパクトにまとまっており、熱中症予防の観点から
も良かった。ありがとうございました。

子どもたちの頑張る姿がみられ、大変良かった。 感染症予防や熱中症予防のことを思うと、今年同様の演技、競技数で、午前中開催でもよいと感じた。子どもたちも
練習時間が昨年程多くなく、熱中症や体への負担もなく、良かったと思う。
先生方、ご指導ありがとうございました。

68

３年 午前中開催、一家庭二人までの人数制限などの対策があったおかげで、混乱もなく、落ち着いた運動会となり、良
かった。開会式もコンパクトにまとまっており、感染症予防だけでなく、熱中症のことのことを考えると、大変良いと思っ
た。
感染症予防に注意を払っていることが感じられ、ありがたかった。

子どもたちの頑張る姿がみられ、大変良かった。先生方のご指導に感謝したいと思った。ありがとうございました。 来年度以降も、感染症予防や熱中症予防を思うと、今年同様の演技、競技数で、午前中開催でよいと感じた。練習
時間も、昨年程多くなく、子どもたちの熱中症や体への負担も少なく、良かったと思う。運動会は、毎年、楽しみである
が、感染症だけでなく、熱中症の心配もある。今年同様の運動会が良いと感じた。

69
３年 良かったと思う。 全体的に限られた練習時間の中、十分な内容だったと思う。

1年のメートル走。両サイドの子が特に、ゴールテープの中心へ向かって走っていたので、走るコースのラインがあっ
た方が良かったと思う。

ボランティアのカメラの方の写真が楽しみ。
時間的にも余裕があったので、入場から退場までの間、該当の学年が撮影ゾーンに居られるべきだったと思う(入れ
かわりのアナウンスが早い)。

70 ３年 　綱引きが斬新だった 帰りは親と帰るのではなく、集団下校で帰らせて欲しい
71 ３年 人が少なく密にならずよかったと思います。 表現がかっこよくさまになっていて、成長を感じました。 先生方の努力で進行もスムーズでよかったです。運動会が実施されてありがたかったです。
72 ３年 時間短縮し、工夫されていて良かったです。 短い練習時間だったと思いますが、演技、競技とも感動しました。お疲れ様でした。

73
３年 一生懸命な子供達の姿を見て元気と勇気をもらいました。毎日楽しく学校に通ってるんだな‼︎と学校での様子も伺え

ました。
74 ３年 非常に効率的で良かったと思います。 年々迫力も増し、とても楽しかったです。ご指導ありがとうございました。 天候も不安がある中で、とてもスムーズに進行いただいて良かったです。先生方ありがとうございました。

75
３年 子供達の一生懸命に取り組む姿に毎年感動しています。綱引き、リレー、武田節どれも良かったです。 今年の運動会は初めて尽くしでしたが無事に終了できたのは先生方のお陰です。本当にありがとうございました。

出来ましたら来年以降も午前中だけの運動会を希望致します。

76 ３年 とても上手でした。

77

３年 保護者の入場の仕方など、大きな混乱も無くて良かったと思います。
子ども達も、競技ごと、消毒の徹底がされていましたし、ビブス着用を最小にしてシールを使用したりと工夫されていた
と思います。
応援は、声を極力出さないようにしていたので、うちわなどを使ったりしたら、子ども達も暑さ対策をしながら、楽しめる
かなと思いました。

一生懸命に演技や競技に取り組む姿が見られて、良かったです。
来年と異なる状況下でも、子ども達は、それぞれの力を出し切る事が出来るのだな思いました。

演技の際、前後背中合わせに演技する事で、多くの方が子供のたちの顔を見られて良いと思いました。

このような状況での開催して頂けて、子ども達の成長を見る事が出来ましたのも、校長先生をはじめ諸先生方のおか
げだと思っております。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。

78
３年 入場時間を設定したのはいいと思うが、結局校庭で密になっていて意味がないと思った。生徒の下校時に玄関でか

なりの密でなんとかしてほしかった。
時短もありリレーや綱引きが自分の子供を見つける前に終わってしまって残念。

79 ３年 子供たちの頑張る姿がみられて良かったです。

80
３年 短縮で人数制限はとても良かった。 子供の一生懸命の走りに感動しました。綱引きも去年とは違う方式で短縮でとても良かったと思います。 コロナの中運動会が開催出来てよかったです。先生方のおかげだと思います。

ありがとうございました。
81 ３年 程よい空間があって良かったです。 よかったです。 人数が多いとリレーが長いです。４色でなく６色ぐらいにしてもよいのでは？

82

３年 撮影場所の範囲が狭く、人数制限があったが、とても密になっていた。 とても一生懸命に競技･演技に参加していてとても良かった。コロナの中でも、こどもたちが伸び伸びと活動出来てい
て良かった。

児童テントやテント裏の有効活用を検討して頂きたいです。撮影するにも、テントからの距離があり、カメラ視野内に
テントや椅子、ビニールテープが入ってしまい上手く撮影出来なかった。
こどもが競技･演技中に限り、自分の子供の椅子に家族1人が座れる様にするのは、いかがでしょうか？そのようにす
れば、今回の様に、撮影ゾーンが密になりにくくなるのではないでしょか。(人数制限を同様にした場合に限りますが
…)

83
３年 感染症対策は十二分に感じました。 初めての取り組みで時間が読めない中工夫していただきありがとうございました。綱引きが、二回戦ずつ有ると良

かったです。
子供達も、練習時間が少ない中よく頑張ったと思います。判断の難しい状況下で、先生方、役員さん方工夫してでき
ることを考えて開催してくださりありがとうございました。

84

３年 子供達は競技をしないとき　みんな大声やおしゃべりなどせずマスクを付けて　拍手で応援をし　感染防止を一生懸
命していて　偉いなぁと感心しました。
リレーの時興奮して私が声を出してしまい反省しています。。。

どの学年の表現もとても　素晴らしかったです。
私は組体操が反対なので(ケガなどが心配)今年は安心して見ることができました。
できれば　学年ごとの表現をみてみたいです。

コロナ禍のなか　色々大変だったとおもいますが　運動会を開催していただき本当にありがとうございました。
子どもの頑張る姿を見ることができました。親としてもとても嬉しかったです。先生方、熱心にご指導くださりありがとう
ございました。
係りの生徒さんが注意書のカードを持って歩いていてくれたのはよかったです。

85 ３年 毎年この様な半日で終わる方が、子供や親に負担が少ないと思います。 踊りに授業制がないと思います。運動会は授業の一貫だと言うならば、少し検討しても良いと思うのですが。

86
３年 保護者等の学校内入場制限が徹底されていて良かったと思います。 子ども達の頑張っている姿が観れて良かったです。 運動会とは関係ありませんが、小学校から送られてくるメールの内容に間違いが多すぎると思います。

何通もメールがあるなかで訂正メールも含まれ、非常にわかりづらく混乱します。
可能であれば何か対策した方が良いのではないかと思います。

87 ３年 人数制限は良いと思う よく頑張っていました

88

３年 撮影場所の範囲が狭く、人数制限があったが、とても密になっていた。 とても一生懸命に競技･演技に参加していてとても良かった。コロナの中でも、こどもたちが伸び伸びと活動出来てい
て良かった。

児童テントやテント裏の有効活用を検討して頂きたいです。撮影するにも、テントからの距離があり、カメラ視野内に
テントや椅子、ビニールテープが入ってしまい上手く撮影出来なかった。
こどもが競技･演技中に限り、自分の子供の椅子に家族1人が座れる様にするのは、いかがでしょうか？そのようにす
れば、今回の様に、撮影ゾーンが密になりにくくなるのではないでしょか。(人数制限を同様にした場合に限りますが
…)

89
３年 とても良かったと思います。

みんなルールを守っていたと思います。
パンフレットを見て少ない気がしましたが、実際はとても良かったと思います。
短い時間でも子どもたちの一生懸命な姿が見れてとても感動しました。

先生方の大変なご苦労があっての運動会だったと思います。
運動会が開催されて本当に良かったです。
ありがとうございました。

90

３年 入門時の体温カードや再入場時なども、事前にきちんと説明があったので特に混乱もなくスムーズだったと思いま
す。

我が子に関してですが、例年よりも出場種目が少なかったことが、逆に一つ一つの種目に対しての集中力や取り組
み方が昨年以上に真剣だったように感じました。
他の子どもたちもみんな一生懸命走ったり演技したり、どの子の目もキラキラ輝いていて感動しました。

コロナ禍での運動会で、手探りの状況の中さまざまな工夫をこらし無事運動会を開催していただいたことに感謝して
います。
子どもたち一人一人の成長が目に見えて感じることができる運動会は親にとってもとても貴重な機会です。
来年の状況がどうなるか予測はつきませんが、運動会は毎年開催していただきたい行事の一つです。

91

３年 人数を制限したこととテントを無くしたことで、例年よりもゆっくりと観ることができたように思います。 綱引きは面白かった。
プログラムにどのような工夫がされたのか等各種目の解説があるとより面白いと思いました。

県内でも対策が分かれる中、子どもたちのためにと最大限の配慮をしていただいたことに、常永小でよかったと心か
ら思いました。
先生方のこのような状況でもあきらめずにできることをやるという姿勢が、子どもたちに伝わることを願っています。
ありがとうございました。

92

３年 準備から毎日の練習、当日まで、本当にありがとうございます。

コロナ対策によりコンパクトな運動会となりましたが、移動や観覧も混まずにスムーズで、荷物も少なくて済み、とても参
加しやすく、自分達にはかえってよさを感じるところも多くありました。自分の子供の学年はもちろん、他の学年の競技
や演技もよく見る事が出来てよかったです。

1年生のかわいらしい玉入れから6年生の立派なソーラン節まで、どの学年も練習の成果と当日の頑張りがとても感じ
られて、応援に力が入りました！

93 ３年 人数が制限されており、快適だった 感動しました 昼までの競技で十分満足できた
94 ３年 楽しく見れました よく頑張っていました 短い時間でしたが充実感がありました。ありがとうございました

95

３年 とても良かったです！ 撮影エリアの移動がしっかり出来ておらず、ずっと撮影エリアにいる保護者が何人もいました。競技の間が短いので
移動をしていると大変なのかもしれませんが、きちんとルールは守るようアナウンスをもう少しして欲しかったです。
児童の子が、「赤い線から入らないでください、お酒タバコはご遠慮ください」とPOPを持っていたのはとても良い取組
だと思いますが、撮影中にも関わらず前を通っていたのが残念でした。
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96

３年 十分に対応していただけたと思います。
ありがとうございました。

コロナ禍の中で準備や練習など大変だったと思いますが、例年と遜色ない運動会でした。子どもたちの頑張る姿が
見れて非常に満足です。

●綱引き、リレーなど競技がまとまっていたのは初めてですが、競技準備の時間が短縮できて非常に良かったので
はないでしょうか。
また、競技が学年順だったのも「いつ出番か」など把握しやすかったです。来年度以降の式次第にも一部取り入れて
はいかがでしょうか。
●リレーでは子どもたちに背番号をつけていただいたので、競技の中でどのクラスが一番か、自分の子の順番はい
つかなどが分かりやすかったです。ありがとうございました。
●観覧席で「次は◯学年の競技なので場所を交代して下さい」と放送がかかったのは助かりました。また放送のタイミ
ングも良かったと思います。次の学年の保護者が待機する場所(黄色ライン)があったのも気持ちよく交代できて良
かったです。

全体的にとても満足な運動会でした。

97
３年 先生やPTA役員の皆様は大変だったかと思いますが、安心して観覧することができ、実施していただいたことに感謝

しています。ありがとうございました。
どの学年も一生懸命練習したことが伝わってとても感動しました。なんども涙腺が緩みました。

98

３年 様々な対策の中での開催は、先生方を始め役員の皆様にとっては、大変なことだったと思います。そのお陰で、安心
して観覧することができました。ありがとうございました。

いつもとは違う開催の中でも、限りある演目のひとつひとつを精一杯頑張る子供たちの姿に感動しました。1、２年生
は競技にしても演技にしても子供らしさが出ていてとっても可愛かったです。3、4年生のTHE TAKEDA 武士2020
は、テンポ良く　そして勇ましくかっこよかったです。5、6年生はやはり高学年としての貫禄があり、日頃から常永小を
ひっぱる頼もしさを感じました。

99 ３年 感染防止対策は十分にできていたと思います。 みんな力いっぱい頑張っていたと思います。たくさん練習したことが伝わってきました。

100
３年 安全対策をしっかりしていただいて、安心して応援できました。先生方やPTA役員の皆様にはご配慮いただき、大変

だったかと思いますが、開催していただいて感謝しています。ありがとうございました。
集中して練習した様子がよくわかり、コロナ禍でも不満を漏らさず、与えられた状況のなかで頑張る姿にとても感動
し、何度も涙腺が緩みました。どの学年も素晴らしかったです。

101

３年 綱引きは大丈夫なのか、密にならないかと1番不安がありましたが、密にならないように良く考えていただいたのが、と
ても伝わってきました。応援が禁止だったり、みんなで喜べなかったりと寂しいと思う事もありましたが、子供達もそれを
受け入れて、頑張っている様子を見る事ができました。

練習時間が短く、また制限も多い中だからこそ、家に帰ってきても練習していたり、どうしたら勝てるか考えている姿
を見る事が出来ました。
いつもの運動会とはまた少し違う感動がありました。

このコロナの環境の中、最大限の注意をはらい指導していただき、運動会を実施することができた事を感謝していま
す。

102
３年 観覧者の人数制限や入場の時間を区切るなど密にならない対策がとても良かったと思います。 種目が少ない分、ひとつひとつの競技に集中して一生懸命取り組んでいる様子が伝わってきて、とても感動しまし

た。

103

３年 種目は少なかったけど競技では懸命に応援して、勝って喜んだり負けて悔しがったり様々な顔が見れてよかったで
す。
我が子は、綱引きの時もリレーで走っている時も笑っていて「楽しいんだな」というのが伝わってきました。

半日という限られた時間の中での運動会でしたが先生方をはじめ、PTAの役員の方々のおかげで運動会が実施され
たことは本当にありがたいことでした。運動会の構成を考えたり、密にならないための工夫、保護者への感染対策
等々沢山のご苦労があったと思います。いつもと違う運動会でしたが、子供は競技や演技を無事に終えて満足感や
達成感を得られたようでした。
ありがとうございました。

104 ３年 とても良かったと思います。 子供達の成長を見れて感動しました。

105
３年 マスク着用 とても皆頑張っていて素敵でした。乱れることなく全体的にまとまっていました。 短縮でしたがかえってこのやり方は良いと思いました。父兄2名まで、テントなし、半日、これでもこのように工夫して十

分充実した内容でしたので今後もこの方式を取り入れて頂けると良いかなと思いました。
106 ３年 良かったと思います ３．４年の武田節が良かったです。高学年のマスゲームが毎年より感動が少なく残念でした もう少し時間にゆとりを持って開催してもよかったと思う。

107

３年 保護者の入場を時間で分けたり、観覧のための約束ごとを決めたりまた、子供たちには応援を拍手でするよう指導し
たりなど細やかに配慮をして頂いて助かりました。

コロナのために様々な制限がある中でもいきいきと競技や演技に取り組む様子が見られました。
リレーやソーラン節は特に楽しかったそうです。

コロナ禍の中での半日の運動会という、前例のない状況でしたが運動会というひとつの大きな行事を実施させて頂き
ありがとうございました。
プログラムの編成や子供たちや私たち保護者のための感染対策等々、準備には多くのご苦労があったことと思いま
す。
我が子は３年生で今年初めてのソーラン節でしたが、ハッピを借りた時もとても嬉しかったようで、家に帰ってから実際

108
４年 人数制限した事で密が避けられ、安心して見る事が出来ました 例年通りの競技を極力変えずにしていただいた事に感謝致します。子供達が一生懸命に走るリレーが特に良かっ

たです。声援は送れませんでしたが、「拍手で応援してください。｣の呼びかけがあったので、精一杯拍手で応援しま
した。

スムーズな進行でしたし、テント設営もなかったので、負担なくゆったり見られて良かったです。先生方のご苦労を考
えると感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

109
４年 いい対応だった 良く考えられていて、楽しめた。 ボランティアカメラマンが、撮影や観覧の前に立っていて残念でした

110 ４年 今できる充分な対策だったと思います。 初めは、少ないのでどうかなと思ったのですが、充分素晴らしい内容でした。
111 ４年 分散入場の時間が短かったので、やや他の学年と重複しても時間のゆとりが欲しかった。 短期間でも練習したことが分かる演技でした。とても良かったです。

112
４年 参加人数が少なく、過ごしやすい気候もあって、いつも以上に他の学年や演技を楽しめました。皆さんマスクをしっか

りつけ感染対策がしっかり出来ていたと思います。短時間だったので何かに触る事もトイレを利用する事もなく、昼食
が自宅だったので飛沫を気にする事もありませんでした。

子供達の一生懸命で真剣な姿が印象的でした。演技も全身を使い、指先まで揃えているのを見て、暑いなか毎日
練習を頑張ってきたのが伝わってきました。今回は縮小された運動会でしたが、我が子だけでなく、学校全体を通し
て子供達の成長を見る事ができたと思います。

核家族なので、運動会に未就学の弟を連れて来る事ができ助かりました。当初予定外だった対応をして頂きありがと
うございました。

113 ４年 午前中でしたが、とても良かったです
114 ４年 追加で入口でのアルコール消毒をしてもらっても良かったと思います。 今年は競技、演技がすくなかったですが、子供たちは楽しそうに、一生懸命  演技しいま した。

115
４年 入り口の混雑がなかったので、工夫されたのが素晴らしいです。 みなさん、演技が去年より、レベルが高く感じました。綱引きの工夫も素晴らしく思いました。 簡易椅子は私が想像していたものより大きいものを持ってきてた方が多かったです。固定している方も多かったの

で、固定ダメだけではなく、オッケーな位置も作って頂くのが良いかな、と、思います。（来年がまだどんな形になるか
わかりませんが。）運動会開催していただき、ありがとうございました。

116
４年 先生方 PTA 役員の皆様には 大変 ご苦労をおかけしたようですが、安心して観戦することができました。ありがとうご

ざいました。
今回の内容で良かったと思います。

117 ４年 消毒の徹底、ソーシャルディスタンスが出来ていて、先生方のご指導のおかげです。 綱引きの仕方に感動しました。

118
４年

1家族の人数制限を設けたことで、密にならず観覧できたことが良かったと思います。
みんな元気よく楽しく演技や競技をしていてとても良かったです。整列して移動したり、待機したり、様々なところも一
生懸命取り組んでいる様子もしっかり見られました。練習時間もあまりない中、毎回の時間を集中して過ごしていたん
だなと感じました。それだけ、運動会は子ども達にとってやりがいのある特別な行事なのかなと思いました。

119
４年 1家族の人数制限を設けたことで、密にならず観覧できたことが良かったと思います。 みんな元気に楽しく演技や競技をしていてとても良かったです。整列して移動したり、待機したり、様々なところで一

生懸命取り組んでいる様子もしっかり見られました。練習時間もあまりない中、毎回の時間を集中して過ごしていたん
だなと感じました。それだけ、運動会は子ども達にとってやりがいのある特別な行事なのかなと思いました。

120

４年 先生、PTAの方々が、事前に体温カードや、進め方など計画的に進めてくれたおかげで、安心して参加する事が出
来ました。本当にありがとうございます。
しかし、どうしても待機中や、撮影中は密になってしまったと思います。

新一年が、このコロナで学校にもスムーズに行けなかった中、1、2年生の躍りが素晴らしいと感動しました。

四年生の風林火山も、力強く踊れていて、アレンジもあり楽しめ、短い期間でしっかり踊れていた子供達に、大きな
拍手を送る事が出来ました。

これから、この形態になっていくとしたら…最終学年は、もう少し何かしてあげたいという気持ちになりました。

あと、選抜リレーを見てみたいです。

121
４年 男の子女の子が看板を持って『ご協力お願いします』と何度も見回りにきたり、綱引き後席に戻ったら1人1人の手にア

ルコールをしたりと細かい対策がされていて良かったと思います。
とても感動しました。良かったです。

122 ４年 人数制限、競技毎の入れ替えはよかった。子供達のテントもゆったりしているようだった。 短い練習時間、日数でこれだけできるのは素晴らしい。逆に例年が多すぎるのでは。 各家庭のテントがないとこれだけ見やすく安全だ、とわかった。駐車場問題も解決する。

123

４年 あれだけ多くの人が集まる中で密集するのは避けられないと思いましたが、人数制限をしたことで場所に余裕がうまれ
想像以上にソーシャルディスタンスを確保することが出来ていました。
入場時間を分けて頂いたことも良かったです。

入場退場門がなく座席前に整列してそこからそのままグラウンドに向かうのが時間短縮・混雑回避にとてもよく、何よ
り子どもたちの負担を軽減しているように感じました。
同じ競技が続くので観ているのに若干飽きがくるかなと思いましたが、実際は自分の子どもの時に主に観るため全く
問題ありませんでした。何より時間短縮になりとても良かったです。

子どもたちはどの学年もとてもいい顔をして様々な演技競技に取り組んでいました。短い時間の中でよく頑張ったな
と思います。

予想より時間が短く終わり、結果的に良かったです。
ただ、高学年の子どもや保護者には少し物足りなかったのではないかと感じました。心や身体がたくましい高学年だ
からこその競技がもうひとつ、あると良かったかなと思いました。

世の中の事情が変わり大変な中、たくさんの問題を抱えながら本日の運動会を企画、開催していただき、先生方に
は大変感謝しております。ありがとうございました。

124
４年 例年と比べてしまうと物足りない感もありますが、子供達の精一杯頑張る姿を見ることができ、さらに昨年からの成長

も感じられました。

125
４年 競技後のアルコール消毒やトイレ後の生徒がスプレーを持って消毒にまわっていたのが良かったなと思いました。 コロナ禍という窮屈な大変な中でもよく頑張り、楽しんで運動会を成功させる事が出来たと思います！たくましく笑顔

で居られたこの数ヶ月に拍手を送りつつ、先生方も本当にご多忙の中ご尽力感謝申し上げたいと思います。
ありがとうございました！！

アルコールやたばこ、赤線から入らないなどのプラカードを持って注意をしにまわっていた生徒たちが目を見て伝え
てくれて、とても良かったです。



2020常永小運動会アンケート（回答）.xlsx 5

126 ４年 良いと思います。 素晴らしかったです、とても感動しました！

127
４年 出来うる限りのことをしてくださったと思います 3年生の時のTAKEDA武士より、確実に成長した姿を感じられました。自分の子どもだけではなく、どの児童もそれぞ

れが一生懸命な姿に励まされました。
先生方も子どもたちのために最善を尽くして開催して下さり、ありがとうございました。

128
４年 入門の際の受付や会場内でもあまり密になることがなく、事前の案内などもスムーズな流れで検温チェックなどの対策

もよかったと思います。私はPTA役員として少しだけ受付のお手伝いをさせていただきましたが保護者の方の感染対
策に対するとても協力的な印象を感じました。

今回は様々な制約があって練習も大変だったと思いますが、運動会のために一生懸命頑張ってきたことが伝わるす
ばらしい演技、競技で子供達の成長した姿生き生きした姿に感動しました。

コロナ感染対策を行った上で運動会を開催していただいたことに感謝しております。人数制限があったせいか今回
が一番我が子の姿をゆっくりしっかり見ることができたような気がします。他の学年の競技演技も楽しめました。暑さ対
策が心配でしたがちょうど良いくらいの気候でよかったです。ありがとうございました。

129 ４年 適切な対応であったと思います。 楽しくやっていて良かったと思います。

130
４年 コロナで大変な中、とても充実した運動会だったと思います。

内容も良く、スムーズな進行で短縮した運動会も良いなと思いました。
みんな一生懸命やっており、とても感動しました。 特にありません。

131

４年 各家庭２名まで、受付票の提出などで密になりにくい環境を作ってくださりありがとうございました。 5.6年の未来への決意とても素敵でした。例年にあった組体操がなくて残念に思っていましたが今回のような雰囲気
もとても良かったです。

先生方、PTA役員方、色々と手を尽くしてくださりありがとうございました。半日でも開催していただき嬉しかったです。
半日だけで物足りないのかなと思ってましたが終わってみると競技間の待ち時間も少なくサクサク進んで暇をもて余
す事もなくずっと楽しめました。
そして実は早朝の場所取りがなかったのが楽でした(笑)
子供達も終始笑顔で楽しそうにしていて、運動会という行事が決行できて本当に良かったなと思いました。

132
４年 とても素晴らしかった！

ただ、6年生は最後なのでもう少し発表する場を設けてあげたかった
133 ４年 規模は縮小になってしまいましたが、それぞれの学年が頑張って練習してきたのが伝わりました
134 ４年 一家庭2人出席に限定したのは無駄な混雑を招かず、良かったと思います。 限られた練習時間だったと思いますが、みんな頑張っていたと思います。 特にありません。

135
４年 工夫を凝らして頂き、安心感がある運動会だと感じました。 張り切ってやっている姿を見れてとても良かったです。 子供達が非常に楽しみにしていた運動会を見る事が出来て本当に良かったです。コロナ禍の中で項目と時間の短

縮し、色々制限が有る中で工夫を凝らして運営して頂いたお陰で開催が出来、プログラム進行段取りも非常にスムー
ズだと感じました。内容も素晴らしかったです。ありがとうございました！

136 ４年 対策がなされていた 一生懸命な姿を見てとても感動しました 撮影しずらいので、できれば学年ごとに演技していただきたいと思いました
137 ４年 思いっきり頑張る姿にとても元気をもらいました！

138
４年 児童たちの接触を極力回避する対策が取られていて良かったです。

全学年、演技が素晴らしく、子どもたちの良い表情、楽しむ姿を見ることができて、良かったです。
139 ４年 カードを事前配布していただき、入口で混雑することなく入れたのでよかったです。 みんないきいきとしていて一生懸命でとても感動しました。
140 ４年 素晴らしかったです！しかし、6年生は最後なのでもう一つ何かあれば良かったと思います！

141

４年 マスク、検温、人数制限などコロナ対策は良かったと思います。ただ入り口 に消毒があればもっと良かったと思いまし
た。

種目数も少なくいつもと違う形の運動会でしたがどの学年の子供たちも伸び伸びと楽しそうに参加していたのが印象
的でした。子供たちも特に６年生はコロナ禍の中、運動会ができて嬉しかったとおもいます。

コロナ禍の中、子供たちの安全を第一に考え感染拡大防止対策に取り組んでくださり本当にありがとうございました。
親子共々、安心して運動会に参加することができました。
ただ閉会式が終わり子供が椅子を運ぶ時に保護者が玄関前に集まってしまいまた片付けなども重なり、かなり密に
なってました。
子供も椅子をもって歩くのも大変そうでした。
密にならず、スムーズに子供たちが移動できるように改善していただけたら良いと思いました。

142
４年 人数制限した事で密が避けられ、安心して見る事が出来ました 例年通りの競技を極力変えずにしていただいた事に感謝致します。子供達が一生懸命に走るリレーが特に良かっ

たです。声援は送れませんでしたが、「拍手で応援してください。｣の呼びかけがあったので、精一杯拍手で応援しま
した。

スムーズな進行でしたし、テント設営もなかったので、負担なくゆったり見られて良かったです。先生方のご苦労を考
えると感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

143
４年 入場する時に学年ごとに時間が決めてあってスムーズに入れてよかったです。 いつもとは違いいろいろと制限があるなかでの運動会でしたが、ルールを守りながらどの競技も全力で頑張っている

子供達の姿は今までの運動会とかわらずとても素晴らかったです。
このような大変な時期に子供達のために運動会を実施して頂きありがとうございました。

144 ４年 問題なかったです 良かったです

145

５年 観覧場所と待機場所があり、とてもスムーズに入れ替えができ、素晴らしい案だと思いました。各家庭のテントがな
かった分、広々としており、視界がクリアな感じもいたしました。

どの学年も、種目に一生懸命に取り組む姿が素晴らしく、演技も元気いっぱいで身体を大きく伸び伸びと動かしてい
る姿が印象に残りました。
５・６年生は、ピシッと統一された動きが、さすが高学年と思いました。その後のソーランでは柔軟な動きに観ているこ
ちらも、一緒に動きたくなるようでした。
コロナで体力が落ちていたり、思うような練習期間もとれなかったのではと思う日々の中、全学年これだけの演技が
できること、先生方のご指導と、生徒達の頑張りだと思います。とても、感動的でした。
素敵な運動会を、ありがとうございました！

先生方、コロナの渦中、運動会を開催してくださりありがとうございました！
開催の決断に至るまで、こちらの想像を超える葛藤や協議があったのだと思います。
ものすごく綿密に考えられたコロナ対策や、いかにスムーズに競技が行われるかなど、常永小学校の先生方の偉大
さを改めて感じることができました。　
子供が常永小学校に通い、素晴らしい先生方にご指導いただいていることを誇りに思っております。
ありがとうございました！

146
５年 入場制限は良かったのですが、ルールを守っていない人がいるようにも見えました。申請をされてるのかが分かりづら

く気になりました。
みな良く頑張っていて長い演目をやらしてあげたかったと感じました。

147 ５年 感染防止の対策によって安心して観覧することができました。 一つ一つの演技・競技に集中して行っていたと思います。

148
５年 椅子の据え置きは許可していただけるとありがたい。 子供たちのリレーやダンスなどの頑張っている姿に感動した。コロナ禍の中、様々な対策をこうじて、運動会を開い

てくださった先生方や役員の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
来年もコロナが続くならば、今度はレジャーシートだけでもひけるようにして欲しい。早朝の並びの回避のため、事前
抽選などで区画を指定し、レジャーシートの大きさは制限をつけてはどうか。

149 ５年 適切な対応でした。 短い期間で頑張って練習した成果を見ることができて良かったと思います。

150
５年 人数制限がありず、待ち時間、密にならず困ることなく良かったです 一生懸命練習した姿が見れて良かったです

1年好きな歌を踊れて嬉しそうでした
5年真剣に演技をしている感じがとても良かったです

151
５年 人数制限していたので、競技中などあまり密にはならずに観覧できて良かったです。 先生方のご指導のおかげで、成長した子どもの姿を見ることが出来て感動しました。

我が子を見つけられない競技もありその点は残念でしたが･･･(苦笑)
時短での開催でしたが満足いく内容でした。ありがとうございました。

椅子は持ち歩くように言われていたのに、椅子を置いたままにして立ち歩いている人がいたので観覧するときに邪魔
になっていました。

152
５年 観覧ゾーンと、次の種目の観覧ゾーンの間が十分にあり、保護者のテントもなかったので混雑は感じられずよかった

です。
子どもたちの準備もスムーズでテンポよく競技が進んでいたように思います。マスゲームが感動しました。

153
５年 テントがないので広々としていて良かった。お弁当の負担もなく、朝から余裕をもてるし半日なのでゆったりとした気持

ちで見学できてよかった。
2年生のリレーはとても見づらかった。5、6年生の表現のマスゲームは小学生ではちょっと難しいのかなぁと感じまし
た。

154
５年 現状に合った最善策で開催して頂いたと思っています とても感動しました 開催を短縮して頂いた事もこのご時世でならば、安心して参加できる一つになりました。本当に考えてるなと感謝しか

ないです。
155 ５年 素晴らしい運動会でした
156 ５年 マスゲームが とても綺麗でした。リレーは みんな一生懸命に走っていて 感動しました。

157
５年 会場のコロナ対はよかったのでは。ただ入場の際の手指消毒があってもよかったのではないでしょうか？

一年生のメートル走はリレーではなぜだめだったのでしょうか？
出来ることが限られている中、頑張ったと思います。

158 ５年 進行がとてもスムーズで短時間で次々とテンポ良く進み、良かったと思います。 運動があまり得意ではない子ですが、真面目に取り組んでいる姿を見られて嬉しかったです。

159

５年 保護者の人数制限や体調管理はもちろん、子供達も競技の合間などこまめにアルコール消毒をしたり、観戦中はマス
クをさせたりと様々な対策がされていたように思う。

強いて言えば、保護者用にや、仮設トイレ周辺にもアルコール消毒があればよかったかと思う。

今年は準備期間も限られていたり、コロナ対策をしながらの運動会となりましたが、マスクの下にある子供達の精一
杯楽しむ笑顔が見えたように感じます。

限られた時間ですが、リレーは子供達も大好きで盛り上がる競技だと思うので、低学年も半周くらいの距離で開催し
ていただけるとさらに見応えがあると思います。

160

５年 学校やPTAの皆さまの知恵を絞った対策のお陰で運動会が無事に終えられ、ありがとうございました。
入場時間や、撮影対策などが混雑せずにスムーズだったので良かったと思います。

どの学年も集中して、頑張っていたと思います。 残念ながら、椅子の持ち運びが徹底されず、置きっぱなしで撮影されていた方々が目につきました。

開会式、閉会式なども凝縮され、短いながらも良かったと思います。
ありがとうございました。
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５年 保護者の人数制限や体調管理はもちろん、子供達も競技の合間などこまめにアルコール消毒をしたり、観戦中はマス
クをさせたりと様々な対策がされていたように思う。

強いて言えば、保護者用にや、仮設トイレ周辺にもアルコール消毒があればよかったかと思う。

今年は準備期間も限られていたり、コロナ対策をしながらの運動会となりましたが、マスクの下にある子供達の精一
杯楽しむ笑顔が見えたように感じます。

限られた時間ですが、リレーは子供達も大好きで盛り上がる競技だと思うので、低学年も半周くらいの距離で開催し
ていただけるとさらに見応えがあると思います。

162

５年 一家庭２名にしたことで密になりすぎず良かったと思います。PTAで受付のお手伝いをしましたが、再入場券を受け渡
す際に手が触れたり、何人かの方が触った券を使っていたので、アルコール消毒液を受付に置いていただけると良
かったと思います。

少ない演目のなか、一つ一つ全力を注いでいて、とても楽しく見せていただきました。ほかの学年の演技を見ながら
一緒に踊っていたり歌っていたり、いつものような応援ができないなか、子どもたちも一緒に楽しめていたように思い
ます。

人数が少なかったので観覧スペースに余裕があり、しっかり子どもの姿を見ることができてとても良かったです。
今日は涼しくて子どもたちも負担が少なかったと思いますが、開会式が長いように思いました。暑い日だと立ちっぱな
しで競技前に長い開会式は負担が大きいと思います。
今年は運動会が中止になる学校も多いなか、無事行うことができて本当によかったです。今年も素敵な思い出を残し
ていただきありがとうございました。
（車椅子での参加となってしまった杏梨につきっきりでお世話をしていただいた大村先生ありがとうございました）

163
５年 保護者の入場に時間差を設け、体温の提出は良かったと思います

児童も密にならないように良く気を付けていたと思います
運動会に向けてどの競技もしっかり練習したことが分かりました
児童ひとりひとり、何をすべきかよく分かっていて、良く動けていたと思います
高学年の表現演技は、個人的には組体操よりもいいと思いました

PTA役員の方々、写真ボランティアの方々はご自身のお子さんの演技等はしっかり観てあげられたのでしょうか
本日は、終了予定時間より早かったので、演技は早く進んだと思いますが、PTAの方々は時間で動いていたようなの
で、タイムテーブルをしっかり組むことも必要な気がします

164 ５年 密にならなくて良かったと思います。 ５.6年生の組立がなかったのが残念でしたが、表現も一生懸命頑張っていて良かったと思います。

165

５年 学年別に入場時間をわけたのは、混雑しなくて良かったと思います。

観覧·撮影ゾーンと次学年観覧·撮影待機ラインがしっかり引いてあったり、入れ替えの時に放送が入ったので、スムー
ズに入れ替えが出来て良かったと思います。

子ども達が、楽しそうに笑顔で運動会を過ごしていたのが印象に残りました。

リレーもみんなが頑張って走っている姿に感動し、毎年成長している姿が見れて嬉しいです。

コロナの中で中々練習時間もなかったと思いますが、どの学年も素晴らしい仕上がりになっていたと思います。

閉会式後の片付け作業ですが、
どのテントを片付けるのか
テントの足はどうするのか
テントは濡れていても、そのまま畳んでいいのか
テントの片付け場所等
事前に役員に紙面などで教えていただいた方が、当日バタバタしないで済むと思いました。

166 ５年 密にならなくて良かったと思います。 ５.6年生の組立がなかったのが残念でしたが、表現も一生懸命頑張っていて良かったと思います。

167
５年 よかった 少ない競技の中でも

それぞれの応援にちからが入った。
コロナ感染を考慮しながらなの運動会の中で最大限良い運動会だったと思う

168
５年 人数制限があることにより、混まなかったので良かったと思います。 良かったのですが、六年生は最後なので六年生だけの表現などがあってもいいのでは？と思いました。 人数制限もあり、カメラ席も余裕があり良かったと思います。

場所とり、お弁当と運動会前に疲れてしまう準備がなく、子供に集中できてとても良かったです。今後も半日運動会が
良いなと思いました。

169
５年 一家庭2名という制限を設けても児童数の多い学校では、対応が大変だったと思います。安全対策が、参観環境や競

技内容に反映されていて、安心して見学する事ができました。ありがとうございました。
競技数など内容は精選されていましたが、その一つひとつを一生懸命に取り組んでいたのがわかりました。子どもも
帰ってきてから楽しかったと言っていました。

コロナ対策に完璧はないと思います。しかし、それぞれの学校が今出来る最善を考え開催して頂けたことに感謝で
す。

170
５年 先生方、役員の方々共に、今年は変化を求められる中での開催となり大変なご苦労があったかと思います。

無事に開催できた事に感謝致します。
問題なく執り行われたかと思っています。

毎年の事ですが、運動会の特別日課で、疲れも出ておりましたが、本番
では一生懸命に取り組む子供の成長を肌で感じ、感動致しました。

観覧もしやすくとても良かったと思います。毎年この内容で行ってもらってもいいと思います。

171 ５年 良かったです 頑張っていました
172 ５年 保護者の入場を時間制にした事が並ばすとても良かったです 短い時間の中での運動会でしたか演技でも競技でも子供達の笑顔がとても良かったです

173
５年 全般的に感染防止対策のアイディアが散りばめられていて、子供の安全を考えてくださっている事が伝わりました（校

長先生のブログに偽りなしですね）。
熱中症対策とコロナ対策で、練習なども決して楽ではなかったと思いますが、元気な子供たちの姿が見れて良かっ
たです。

コロナ禍でなくとも、さまざまな観点から、今後同様なスタイルでいいのでは？という事を考えられる良いモデルケース
になったと思います。

174 ５年 リレーも表現も良かったです。

175

５年 半日なのは身体がすごく楽でした。観ていて楽しめる時間でした。
テントが無いので移動がスムーズにできました。
脚が悪い方にとっては大変なのかなとも思いましたが、多くの方にとっては良い方法だったと思います。

組み立てがないのはやはり残念でした。
競技方法としては、練習がしっかりされており学生の準備もスムーズでしたし良かったと感じました。また、入退場を
直接テントから行なったのは良い方法であると感じました。来年以降も続けることを検討しても良いような感じがしまし
た。
来年度小学生になる子がいましたが、宝拾いは無くても良いと思いました。無くても来年度に向けての心の準備等は
できると思います。あれだけの為に行くのは大変でもありますし、今年度は例外としても毎年どの保育園、幼稚園に
おいても運動会もしているので、運動会の様子もわかると思います。

更にトイレがもう少しあっても良いと思います。対応が大変ですが。
あとは乳児がいるような家庭では授乳スペースが1カ所でも外にあれば嬉しいと思います。

176

５年 しっかりとコロナ感染対策がされていて良かったと思います。
時間もちょうどよかったように思いました。
先生方はとても大変だっただろうなと感じると共に子ども達のために運動会を開催して下さったことに感謝しておりま
す。本当にありがとうございました。

短時間の中でしたか、綱引きの方法もクロスさせ一度に４カラーが出来るのはすごいなと思いました。
競技、演技どれにしても子ども達のキラキラした顔、力強いパワーを感じ、とても感動しました。

177

５年 色々なご配慮頂きありがとうございました   体温報告 時間差での入り等は
よかったと思いますが今回は天候も暑くなかったので待機時間も気になりませでしたが 暑い日ですと厳しいかなと感
じました

日々の取り組んできた成果が観る事が出来たと思います １年生もとても頑張る姿に感激しました

178 ５年 よかったと思います。強いて言えば、出入り口に消毒があるとよかったです。 意欲的に取り組んでいました！短い間にここまでご指導いただいて、先生方に感謝しております。

179
５年 距離をとって欲しかった。自分はとるようにしていたが、写真に夢中になった親が急に近くに寄ってきたのは怖かっ

た。
良かった。感動しました。

180
５年 テントの使用がなかったことで校庭を移動するのもストレスなくできました。子供たちの間隔も広くとることができ、良

かったと思います。
短いなかでもそれぞれ見応えのある競技内容でした。四方向綱引きも面白く見させていただきました。
組み立て体操がなかったのは残念でしたがマスゲームも新たな趣向で良かったです。上部から撮影した動画が早く
見たいです。

今回、コロナ対策で短時間の運動会でしたが、お弁当を作ったりテントの場所取りに気を揉むことなく参加することが
できたので、純粋に子供たちの演技、競技を楽しむことができました。
テントを避けて移動しなければいけないというストレスから解放されたのもよかったです。

181 ５年 色々な面で配慮されており、良かったと思います。 頑張っている姿が印象的でした。 来年もこのような形でやってほしいです。

182
５年 朝、学年ごとに時間を設定して頂き、混雑することなく入場することが出来ました。

学年種目の観覧も、人数が限定されていたのでスペースに充分余裕があり、観覧ゾーンの狭さは感じられませんでし
た。

感染対策の中での競技なので、正直　見応えという観点では少し寂しかったです。
しかし、競技をしている子どもたちはとても楽しそうで、演技をしている時はとても真剣な表情をしているのが印象的
でした。

コロナ禍での運動会を開催して頂き、本当にありがとうございました。先生方が様々な御苦労をされ、子供達のことを
考えて、準備や環境を整えていただき感謝しています。

183 ５年 対策は良かったと思います 感動しました

184
５年 テントの使用がなかったことで校庭を移動するのもストレスなくできました。子供たちの間隔も広くとることができ、良

かったと思います。
短いなかでもそれぞれ見応えのある競技内容でした。四方向綱引きも面白く見させていただきました。
組み立て体操がなかったのは残念でしたがマスゲームも新たな趣向で良かったです。上部から撮影した動画が早く
見たいです。

今回、コロナ対策で短時間の運動会でしたが、お弁当を作ったりテントの場所取りに気を揉むことなく参加することが
できたので、純粋に子供たちの演技、競技を楽しむことができました。
テントを避けて移動しなければいけないというストレスから解放されたのもよかったです。

185 ６年 練習した成果が、でていました。頑張ってる姿をみて成長を感じました。良かったです。
186 ６年 練習の成果が出ていました。

187
６年 色々な  対策をしていただき、安心して観戦させていただきました。 ６年生最後の運動会、半日でしたがとても感動しました。制限があるなかでも、しっかり出来ていて、先生方に感謝い

たします。
先生方、お疲れさまでした。
何より子供たちが楽しそうに運動会ができたこと、本当に嬉しく思いました。ありがとうございました。

188 ６年 適切と思います 鳥肌がたつほど感動しました

189

６年 細かく対策して頂き
ありがとうございました。
心配なく参観できました。

最後の運動会、大人になった息子の頑張る姿を観ることができ嬉しく思います。一つ一つ行事などが終わっていき
寂しさもありますが、中学進学に向けての力になったと感じています。
コロナ禍の中、先生方様々な対策をして頂き、無事に運動会ができたことに
感謝しております。
ありがとうございました。

190
６年 大変だったと思いますがしっかりチェックを行い良かったと思います 一年生から６年生まで皆立派に演技していて感心し、感動しました コロナに負けず色々と皆一丸となって子供達の為に出来ること先生方と協力していきたいと思います、残りわずかな

小学校生活となりますが沢山良い思い出を作ってもらいたいです宜しくお願いします

191
６年 準備など大変だったと思いますが、しっかりチェックをしルールの守られた制限行えていたと思います。 一年生から六年生まで皆一生懸命演技競技行っており、感心したと同時に感動しました。 コロナに負けず保護者も一丸となって子供達の良い思い出作りの為に先生方と協力していきたいと思います、六年

生なので残りわずかの小学校生活がより良い物になるようできる限りの事していきたいと思っております。先生方も家
庭もあり生徒の事もありで本当に大変だと思いますがどうぞ宜しくお願い致します。
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６年 縮小や分散、リモートや無観客などで行う周辺地域の運動会の状況を知る中、常永小では対策を講じながらも全校で
の開催をしてくださったことに心より感謝しております。
やはり 全校で開催する意味は子どもたちの意識の部分でとても大きいと思いました。
撮影観覧ゾーンは密な状況ではありましたが、それ以外のスペースはいつもより遥かに混雑がなく、とても過ごしやす
かったです。場所とりやテント張りの親の負担も無く、子どもたちがトイレに行ったり移動したりするのにも とても分かり
易かったのではないかと思います。

どの学年も全力を尽くす姿に感動致しました！5、6年生はそれぞれが役割分担を持ち、影で運動会を支えている姿
にも心打たれました。
練習の時からずっと事細かに やっと揃うようになったとか、今日はこういう事があったなどと話を聞いていたので、本
番当日にそういう部分も含めてとても感慨深いものがありました。
綱引きはどうしたら勝てるのか、リレーの前に円陣を組みたいななどチームワークを強めたいと話していて、自分たち
で盛り上がりたい！という気持ちが表れていて成長を感じました。

アナウンスで  「大きな拍手をお願いします」と拍手のおねだりがあったのが とてもよかったと思います。撮影に専念し
て 拍手が少ないなといつも感じていたので。

193
６年 入退場がなく時短になってよかった。

コロナ対策でなくても入退場がない方が時短になって良いと思う。
テント張りがなかったので、入場前に並ばずによかった。

一人ひとりが一生懸命頑張っていて感動した

194

６年 体温カードが色分けしていて、入場の際に並ばずに入れてとても良かったです。 感動しました。
限られた時間の中で、あれだけの仕上がりは素晴らしいです。

運動会を開催していただいてありがとうございました。
短い時間でしたけど、小学校最後の運動会を見ることができた事に感謝です。
テントが無く、人数も少なかったので、撮影もしやすく、移動も楽でした。
半日でしたけど、楽しめました。
こういう、運動会もいいかなぁーと思いました。

195
６年 コンパクトでよかった。

一人一人のモラルが大切だと思うが、入り口の感染対策が甘く感じた。
組み立て体操がなかったのは残念だったが、運動会感は十分あった。 これからも入退場を省くなどし、午前中で終了してほしい。お弁当をみんなに食べるのも醍醐味だと思うが、お弁当作

りやテント設置など負担が少なくてよかった。
196 ６年 今年はすべての競技はできませんでしたが、工夫していて、とても良かったです。 種目をあと一種目増やしても良かった気がします。

197
６年 しっかりしていてよかったです。特に、保護者が行く時間が学年ごとに決められていたところがよかったです。 小学校最後の運動会、改めて子供の成長を目の当たりにすることができて、とてもうれしかったです。コロナ 禍で制

限が多い中、不安な状況の中、子供達がすごく一生懸命がんばっている姿はたくましく、とても感動しました。先生
方、このような大変な中、運動会を開催して下さり本当にありがとうございました。

198 ６年 いつもと違う環境の中、楽しく演技をしている姿を見て感動しました。

199
６年 入退場がなく時短になってよかった。

コロナ対策でなくても入退場がない方が時短になって良いと思う。
テント張りがなかったので、入場前に並ばずによかった。

一人ひとりが一生懸命頑張っていて感動した

200

６年 時間を分けての入場や人数制限、検温表の提出など感染防止対策がきちんと取られており、安心して観戦する事が
出来ました。

５・6年生のソーラン節は格好良くさすが！！と感じさせられる演技でした。感動しました。

201

６年 とても大変だったとおもいますが、
いろいろ考えて対策をしていただいたと思います。

少ない練習時間で頑張った成果を出せたと思います。 ビデオ撮影のスペースですが、複数学年の演技のときは、どうしても撮影する人数が多くなり重なってしまいます。
プリント等には記載していただきましたが、演技等が始まるときにも、前の方は座るようにアナウンスしていただきたい
と思いました。
大変な状況のなか、最後の運動会(６年)を開催していただき、ありがとうございました。

202

６年 出入口にてしっかりと入場券による入場確認がされていて、開始時間以外での再入場も受付にて丁寧に対応して頂
き、再入場用の券も用意されていて、人数制限がある中でしっかりと管理されていて安心して参加出来ました。

コロナ対策という点では、受付に消毒の用意があればなお良かったと思います。(費用的に無理がなければ)
また、トイレ使用者には、手洗いをしっかりと行える様に、薬用ハンドソープを備えつけて頂けたら良かったと思いまし
た。

限られた種目でしたが、一生懸命な子どもたちの姿に感動しました。
今年最後の運動会に、六年生の組体操がコロナの影響で見れず、残念な気持ちも少しありましたが、表現種目『未
来への決意』の最後に子どもたちが順番に一列に並び「有難うございました。」と挨拶をしていた姿にとても感動しま
した。
子どもたちの成長を感じながら観覧出来て、良い演技を見せて頂きとても嬉しかったです。

コロナ禍で、全国では運動会が開催出来なかった学校もあったと思います。学校側とすれば、責任問題やら開催に
向けての負担やらと大変な事も多々あったかと思いますが、先生方の子どもたちへの温かい「思い」で、開催して頂
けた事、感謝しかありません。
いつも温かみのある学校作りをして下さっている深澤校長先生を始め、心から信頼している担任の小林先生のご指
導の下、6年生最後の運動会を無事迎えられた事、幸せです。
息子が常永小学校の児童である事を毎回嬉しく誇らしく思います。
有難うございました。

203
６年 短い準備期間の中、細かい所まで配慮して頂いていたと思います。 最初から最後までとても感動しました。子ども達の笑顔が沢山見られて嬉しかったです。 6年生は最後の運動会、いつもの様に出来なくて可哀想でしたが、与えられた自分の仕事を一生懸命に行う姿はとて

も立派でした。先生方、お友達に感謝しております。

204

６年 よく配慮されてると思います ６年生最後のリレーはとても残念でした
あれだけの差がつかないように
平均的になるようなチームにしてもらいたかった
最後の運動会だったので
子供を褒めたら子供本人があれだけ差がでるとやる気がないと言われてしまった
非常に残念です

205 ６年 みんなの頑張りが伝わりとても感動しました。

206
６年 人数制限、検温報告票等の取り組みがあることで子どもたち、保護者も安心して観覧でき、とても素晴らしかったで

す。短縮されたものの、凝縮されており中だるみなく集中でき、来年からも午前中のみでもいいと思うほどでした。
仕方ないことですが、組体操を見たかったです。 制約がある状況下で、ここまでの運動会が開催できたことに感謝しています。

207

６年 全ての事が非常に良かったと思います 組立て体操がなかったのは残念でした。
時間短縮の工夫は素晴らしいと思いました。
特に演目と演目の間の時間が無駄が無く感じました。
綱引きでも昨年までのやり方だと一度戦って場所を移動して再度戦うという間延びした時間が今回はなく、交差して
全員でやるスタイルは初めてでエンターテイメント性もあって面白かったです。
演目の構成も良かったと思いました。
リレーを１年生から順々にしていく事により、学年をおって進化する走り方により子ども達の成長が分かりやすく、見
がいがありました。
冒頭組立て体操がなくて残念でしたと記入しましたが、６年生が最後に一例になってお辞儀して帰った姿は感動し
ました。
先生方の粋な計らいに心から感謝し涙が出ました。本当にありがとうございました。
今回の運動会の全てがスマートで最高に充実した運動会だったと思います。
例に無い工夫を作り出し、考えて実現して下さった先生方、役員の方々には心から感謝しております。本当にありが
とうございました。

208
６年 皆様が安心して参観出来る対策がなされていたと思います。 全ての学年において、子ども達の頑張りを感じました。 様々な工夫が必要な中、先生方にご指導頂けた事に感謝しております。お陰様で、運動会の練習過程において子

供の成長を感じる事が出来ました。ありがとうございました。

209

６年 色々と検討・対策されていたと思います。ありがとうございます。 最終学年でしたので昨年までと比べてしまえばあっという間に終わってしまい、盛り上がりなど寂しい部分は否めま
せんが、コロナがある中で先生方には色々と考えて頂き、子ども達もそれに応えるように頑張っている姿が見られ開
催して頂き本当にありがとうございました。
綱引きは昨年と違い4方向からの引っ張り合いでしたが、1度に終われるのと移動時間の短縮で特に良かったと感じ
ました。
高学年の表現は、さすが高学年というしっかりした踊りとマスゲームでしたが、中学年が法被・はちまき・鳴子で見た
目が華やかなもののすぐ後に体操服のみは、内容が被っている部分もあったので見た目の寂しさは目立ってしまい
それは残念でした。

折りたためる椅子の持ち込みできるが置いたままにしないようありましたが、グランドから上がる階段のところに5〜6脚
横に並べたまま撮影に行った人達(中学年の保護者)がいて通行や観覧の邪魔でした。撮影などのマナーはとてもス
ムーズでしたが、椅子はそのような人達が何組か見られ残念でした。

210
６年 たくさん制限がある中、

一生懸命取り組んだ事が伝わってきた演技でした。
午前だけの開催がよかったです。
競技の入場がないとスムーズで良いと思いました。高学年の学年競技だけを入れても午前で終わるのでは、と思いま
した。

211

６年 競技数を減らし、時間短縮と工夫して頂き有り難く思いました！ コロナ禍の中、それでも頑張っている児童達の姿、かっこよく、素敵でした！これからも頑張ろうと思う元気を頂きまし
た。

お弁当もなく、半日とさみしく思う所もありましたが、学校、先生方が一生懸命考えて行われた対策と思います。その
結果滞りなく終える事が出来たのではないかと。ありがとうございました！
学校、先生方、今後もまだまだ、いろいろな対策が必要とは思いますが、体調を崩される事なく、子供達と共に頑張っ
て頂きたいです！よろしくお願い致します。
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212
６年 受付を時間で分けたり、入場制限もカードを掲示する事で明確化され、不用意に入らないしくみにしたのはとても良

かったと思います。
声援については、どうしても子供は声を出してしまうので、なるべく拍手でと言われていたのが精一杯だと思いますし、

このコロナ禍で、子供達にとっても、これまでの普通が普通じゃなくなり、色々と我慢も多かったと思いますが、子供
達が元気に笑顔で競技や演技をしている姿に感動しました。何事も一生懸命に取り組むことは、大事なことだと改め
て学ばせてもらいました。

213
６年 いつもと違って不便もありますが、人も多すぎずテントがないので広くて良かった。 綱引きより学年競技のほうが良かった。綱引きはいらないかも。ルールもよくわからなかったし。 今回は、最善を考えること大変だったと思います。先生方には大変なご苦労があった事と思います。そんな中言い難

いのですが、開会式の大人の挨拶はもっとずっと短くていいのでは?と思いました。雨もふりそうだったし。本当に一言
で、子ども達の競技の時間に使ってほしかったです。

214
６年 感染対策として良く考えられていたと思います。 マスゲームは、小学生が出来るレベルで考えたものだと思いますが、見ていて行進しているだけだなぁ〜って言うの

が率直な感想でした。ですが、子供が頑張って覚えて堂々と演技しているのを見て、涙がこぼれました。

215

６年 観覧者を2名にしたのは良いと思います。 少ない時間の中で､一生懸命練習したのが伝わりました。本番でも児童が笑顔で競技をして､喜んだり悔しがったり､
とても良い運動会でした。
特にリレーでは､差がついてしまっていても全力で走る姿がとても感動しました。

コロナ禍にあり､色々な試行錯誤をしてくださった先生方には感謝しかありません。本当にありがとうございました。児
童も半日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでの運動会は初めての経験でしたが､全力でやり切った事が伝わりました。常永小の『新たな1歩
を踏み出そう。離れていても心は1つ。』のｽﾛｰｶﾞﾝがとてもぴったりな運動会になったと思います。観覧・応援が出来
て､本当に良かったです。
PTA役員の方々も､受け付けや再入場の確認などありがとうございました。

216
６年 大人二人にしたことで、かなりの観客を減らせとても良かったと思う。 練習の成果が出ていたと思います。

素晴らしかったです。
六年生の演技は行進から涙が止まりませんでした。

いつも子どもに寄り添っていただきありがとうございます。
コロナ対策をしっかりやるだけでなく、入退場を工夫する、綱引きをクロスにしてやるなと短い時間でス
ムーズに600人以上の生徒が動けるよう知恵を出し合い開催された運動会だと思いました。

217 ６年 もう少し個人競技が見たかった

218

６年 コロナ対策が十分されていたことが目に見えてわかりました。先生方のご苦労に感謝します。 6年最後の運動会で、楽しみにしていたメインの組体操がなくなってしまったのは残念でしたが、ソーラン演技もとて
も素晴らしかったです。
また、各学年の綱引き、リレーと段取りよくサクサク進行され、正直なところ、親としても疲れが例年の半分だった点は
良かったと思いました。
応援合戦やお昼ご飯などがなくなり、物足りなさも感じましたが、運動会を実施できたことがなにより嬉しかったです。

219

６年 コロナ対策が十分されていたことが目に見えてわかりました。先生方のご苦労に感謝します。 6年最後の運動会で、楽しみにしていたメインの組体操がなくなってしまったのは残念でしたが、ソーラン演技もとて
も素晴らしかったです。
また、各学年の綱引き、リレーと段取りよくサクサク進行され、正直なところ、親としても疲れが例年の半分だった点は
良かったと思いました。
応援合戦やお昼ご飯などがなくなり、物足りなさも感じましたが、運動会を実施できたことがなにより嬉しかったです。

220 ６年 よく頑張りました👍

221
６年 消毒液の設置や、検温カードの提出など、スムーズに進む運びになっていて、とても良かったと思います。

先生方、PTAの皆さま、お疲れ様でした。
限られた競技の中、精一杯やっている子供達を見て、本当に感動しました！

222
６年 綱引きなど距離をとって競技したり高学年の子が消毒を持って歩いてこまめに消毒をしてあげたり保護者が線から前

に入らないように札を持って歩いて声かけしたり色々な工夫がされていると思いました
高学年の表現を見て感動しました。みんなが綺麗に隊形移動をして我が子をカメラで追いながらも全体の動きも素
晴らしいなと見ていました。ソーランも高学年で力強さも感じました。

先生方、コロナ対策などいつもとは違う状況の中、ご指導ありがとうございました。どのように実施するかなど考えとて
も大変だったと思います。遠くからでしたが違う学年の子たちを見て、とても楽しそうに運動会をしていると思いまし
た。ありがとうございました。

223 ６年 時間をずらして保護者の入場や、観覧ゾーンと撮影ゾーンをわけたことなどとても良かったと思います。 一生懸命やっている姿に感動しました。 毎年のことですが西門の外でタバコを吸っている保護者のタバコの吸い方が気になりました。

224
６年 人数制限で親族を呼べなかったことが残念でしたが、半日の運動会だったのでお弁当作りやテント張りの負担がな

かったので最初から最後までしっかり観覧できてよかったです。
組体操が見れなかったのは残念でしたが、子ども達が一生懸命にソーランを踊っている姿を見れて感動しました。

225
６年 門の所で熱を測ったりと対策していて良かったと思います。 毎年感動しています。素晴らしかったです。 いつもと違う運動会でしたが、スムーズに進んですごく良かったと思いました。コロナで時間短縮とかになったと思い

ますが、運動会の流れがすごく良かったと思いました。立って見ることによりいつもより他の学年の競技、演技も見るこ
とが出来ました。

226 ６年 少ない種目でしたが頑張りが伝わりました
227 ６年 観覧者がもっと多いかと思っていたが、今回くらいならスペース的にも余裕があって良かったと思う 綱引きの方法にはびっくりしたが、時短の工夫をしながらも、頑張っている様子が見れて良かったです

228
６年 参加者のマスク着用や入場人数制限などにより感染防止になったと思います。 短い練習期間にも関わらず、素晴らしい演技でした。真剣に、また楽しそうに取り組む子供達の姿に感動しました。 コロナ感染対策が大変な状況の中、開催していただきありがとうございました。子供はもちろんですが、6年生の保護

者にとっても小学校最後の運動会を見ることができ良かったです。

229
６年 スムーズに行えて良かったと思う反面、最後の運動会があっという間に終わってしまい、残念な気持ちもありました。 短い期間の練習だったと思いますが、どの学年の演技も良かったです

綱引きは新しい感じで驚きました

230
６年 綱引きなど距離をとって競技したり高学年の子が消毒を持って歩いてこまめに消毒をしてあげたり保護者が線から前

に入らないように札を持って歩いて声かけしたり色々な工夫がされていると思いました
高学年の表現を見て感動しました。みんなが綺麗に隊形移動をして我が子をカメラで追いながらも全体の動きも素
晴らしいなと見ていました。ソーランも高学年で力強さも感じました。

先生方、コロナ対策などいつもとは違う状況の中、ご指導ありがとうございました。どのように実施するかなど考えとて
も大変だったと思います。遠くからでしたが違う学年の子たちを見て、とても楽しそうに運動会をしていると思いまし
た。ありがとうございました。

231

６年 入場の分散、観覧者の制限、体温測定など、対策がしっかり講じられていたと思います。 どの学年も皆とても一生懸命で良かった。特にリレーやメートル走はより子供達の懸命な姿が伝わり、胸が熱くなっ
た。

今年は午前中のみ、テント設営なしということで、自分の子供以外の学年の子供達の競技も興味深くみる事ができ
た。例年の運動会は自分の子以外の競技はテントの中にいたり、お弁当や荷物を持ちに帰ったりと見ない競技も
あった。今年はそれがなかった為、運動会全体を集中して見ることができた。こんなにも面白いものなのだと今更なが
ら思った。テントがない為、校庭内の動きもとてもスムーズであり、観覧しやすかった。来年以降も今年のような運動会
でお願いしたい。もっとも子供達の意見が一番優先なのですが。是非とも子供達にも例年の運動会と今年の運動
会、どちらが良かったかアンケートをとって頂きたい。天候も曇天であった為、観覧しやすかったのもあった。テント設
営がなくなる場合は開催時期も9月より涼しくなる10月にするなどの検討も必要かと思います。

232
６年 対策は万全だったと思います 子どもたちの精一杯やっている演技・競技に感動しました 長男にとっては最後の運動会で、残念な部分もありますが。こんな中、運動会の開催、保護者の参加…やっていた

だいたことに感謝です。ありがとうございました。

233

６年 新型コロナウイルス感染予防に、あらゆる対策が工夫されていたと思います。 感染予防に気をつけながら、練習期間も短かったと思いますが、どの学年もシッカリ演技・競技していて、感動しまし
た。

これまでの運動会にはなかったところに気を遣わなければならず、先生方、役員やボランティアの皆さんも本当に大
変だったことと思います。
結果的に、大成功だったと思います。
小学校最後の運動会でしたので、中止にせず、様々な工夫のもと、実施していただけたことに感謝いたします。
本当にありがとうございました。

234 ６年 コロナ禍の中で頑張って練習した成果が出ていたと思います。
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２年 コロナ対策で短縮とはいえ、見応えのある競技満載で内容が濃くよったです。時間に余裕があったので、玉入れ、綱
引きは場所を変えてもう一回戦くらいやってもよかったのではと思いました。

リレーが順位の入れ替わりが激しく、我が子がいない学年も、ハラハラドキドキして毎年とても楽しいです。

常永の刃は、鬼滅効果なのか、男の子のお友達の親御さんからも、今年は珍しく家でも踊ってくれたと聞きました。
男女関係なく子供たちに大人気な選曲でとてもよかったと思います。

このコロナ禍の中、運動会ができたことが子供達にも保護者にもとてもよかったです。ありがとうございました。
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３年 考慮したり対策して頂き、安心して参加することができました 各学年ごとに成長も感じ楽しく見させて頂きました。
3.4年生がハッピを着て華やかだった分、5.6年生が少し寂しくも感じました。
6年生は最後の運動会となるので、もう一競技、思い出に残るよう何かあってもよかったな…と思いました。

コロナ禍で大変な中、先生方には日々大変感謝しております。
運動会も開催して頂けたこと、ありがたく思います。
例年とは違う形でしたが、時間や流れもスムーズでよかったなと思います。
アンケート遅くなり、申し訳ありません。


