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２ 「上記の評価の補足，子どもたちのよさや指導を要

する点，次年度への改善点等，お気付きの点，ご感想

等をお書きください。」に対する記述です。なお、ゴ

シックの部分は、学校としての回答や改善案等です。 

 

［全般］ 

・子どもたちはみんな張り切っていて、がんばっているなあ

と感じました。 

・小学校の運動会に初めて参加させていただきました。6年生

を中心に大きい声を出して応援していたり、競技していた

り長時間がんばっていて感動したり、自分の子どももあと

何年かであんなにしっかりするのかと楽しみになりました。

先生方、ＰＴＡの方々、ありがとうございました。 

・お疲れ様でした。真剣に応援する姿を見て頼もしく思えま

した。 

・とてもスムーズな進行で、先生方、ＰＴＡ役員の方、大変

ご苦労様でした。 

平成２８年８月２９日  
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・1～6年生までみんな一生懸命がんばっていました。初めて

のスポーツフェスティバルでしたが、我が子もがんばって

上級生についていっている姿が見られうれしく感じました。 

・一生懸命応援したり、競技したりとがんばっている姿はよ

かったです。初めてのスポフェスでしたが、子どもたちも 

張り切って楽しめていたようです。 

・上級生が下級生の世話をよくしていて、思いやりの心が育

っていると感じました。見習ってほしいと思います。 

・大きなケガもなく、とてもスムーズに進行していて、素晴

らしいです。 

・子どもたちにがんば

り、楽しそうな顔にた

くさんの元気をもら

いました。先生方、役

員の皆様、ありがとう

ございました。 

・毎年、一所懸命に取り

平成 28年度スポーツフェスティバル保護者・来賓アンケート結果と 

来年度の方向についてのお知らせ 

◎「はっきりあいさつと返事の A評価は、昨年度 43%、今年度約 54%に向上しています。他の評価項目が変

わったので昨年度と比較はできませんが、概ねよい評価をいただいています。今後、児童の頑張りを認

め、学習や活動、行事につなげていきます。 

  

 残暑の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、大変遅くなりましたが、保護者と来賓の皆様のアンケート結果が下記のようにまとまりましたので,

お知らせいたします。数値評価は大変よい評価をいただきました。子どもたちや職員の励みとさせていただ

きます。記述評価では、特に、今年度より廃止した組体操について様々なご意見をいただきました。お寄せ

いただいたご意見をもとに、スポーツフェスティバルが更によりよいものになるよう努力してまいります。 

 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
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組む子どもたちに感動をもらっています。先生方、お疲れ

様でした。 

・一生懸命にがんばっていました。短い期間に子どもたちを

指導していただき、ありがとうございました。 

・当日を迎える前より張り切って心待ちにしている様子があ

りました。（競技も応援も）当日、上級生の姿を見て、分か

りました。本当に一生懸命盛り上げ、成功させよう、団の

優勝を願いがんばる姿に感動しました。一緒に過ごせたこ

とが、とても貴重だったと思います。きっと上級生になっ

たとき、同じようにがんばり抜く姿を見せてくれるのでは

ないかと思います。上級生の皆さん、ありがとう!! 

・子どもたち一生懸命取り組んでいる姿に感動しました。忙

しい中、ご指導ありがとうございました。 

・とても楽しくスポフェスを見ることができました。見てい

る側も力が入りますね。高学年の子どもたちが低学年の子

どもたちを見てくれる面倒見のよさもうかがえました。子

どもたちも最後までとてもがんばったと思います。先生方

もお疲れ様でした。 

・子どもたちが一生懸命応援する姿や競技する姿、とてもよ

かったです。ありがとうございました。 

・子どもたちからたくさんの元気とパワーを分けてもらった

気がしました。上級生が下級生を思う気持ち、チームがち

がうけど、応援する気持ち、とてもよかったと思います。 

・スムーズな進行だったと思います。 

・精一杯やっている子どもたちの姿、素晴らしかったです。 

・みんながんばって応援や競技をしていたと思います。 

・子どもたちみんな、一生懸命がんばっていて、とても感動

しました。 

・子どもたちの応援が互いに励まし合っていて、とてもよか

ったです。 

・全校児童が全力でがんばる姿に感動しました。 

・とても素晴らしいスポフェスでした。 

・全体的にとてもよかったと思います。 

・どのお子さんも一生懸命に競技や応援に取り組む姿がとて

もよかったです。 

・全体的に昨年度のアンケート結果にあった改善点を反映し

てくださっていた様に思います。 

・校長先生をはじめ先生方、役員の皆様、暑い中、準備・運営

いただき、本当にありがとうございました。 

・今年は開会式前から応援があり、活気づいていました。と

てもよかったです。 

・準備等大変だったと思います。先生方、役員の皆様、ご苦

労様でした。 

・自分の決めた目標に向かって努力してがんばる姿に感動し

ました。とてもよい笑顔で帰って来ました。 

・誰一人も諦めることなく、全員が最後までやり抜いたスポ

ーツフェスティバルだったと思います。 

・リレーで勢い余って転んだり、バトンを落としてしまった

りする子もいましたが、どの子も諦めずに走っている、走

り切る姿が印象的でした。 

・いろいろとご指導、ありがとうございました。お疲れ様で

した。 

・全員、各競技に集中して取り組んで、とても充実していま

した。一生懸命に練習してきた様子が伝わってきて、感動

しました。先生方のご指導ときめ細かな準備、ありがとう

ございました。 

・今年は応援団員となり、一生懸命にがんばっていて、とて

もよかったと思います。 

・みんなの一生懸命に取り組む姿に感動しました。楽しいス

ポフェス、ありがとうございました。 

・毎年、同じ競技があるので、ちがうものがあると、また見

ているのも楽しいかなと思います。 

・毎日練習をがんばって、一生懸命本番に臨む姿に応援する

こちらも熱が入りました。 

・応援合戦、各組、練習の成果が出ていて、大きな声で元気

がよくてよかったです。 

・“全力を出し切る”という校長先生のおっしゃる通り、ど

の子を見ても最初から最後までがんばり、やる気を出てい

たと思います。競技はもちろんですが、応援団の姿、特に

低学年が力一杯、体一杯声を張り上げ、みんなでやるんだ

という姿に感動し、目頭が熱くなりました。 

・最後まで全力で取り組む田沢っ子の姿に今年も感動しまし

た。ありがとうございました。 

・暑い中、ご苦労様でした。先生方に大感謝です。いつもあ

りがとうございます。 

・毎年、家庭内では気付きにくい子どもの成長を、学校行事

を通し感じることができ、子どもの姿に感動させられます。 

・団体競技で３位だったけれども、拍手をして健闘をたたえ

合っていた姿は立派でした。 

・最後のスポフェスを子どもたちが精一杯やっている様子が

見られてよかったです。 

・最後のスポーツフェスティバルでしたが、子どもたちの一

生懸命な姿を見ると、すごく成長したなと思いました。団

長それぞれの言葉を聞き、涙が出ました。組体操がなかっ

たのは、とても残念でしたが、思い出に残るスポフェスに

なりました。 

・組体操もなくなり全

員リレーもこんなの

で小学校最後のスポ

フェス・とても残念

でなりませんでし

た。上の子のときは、

感動の涙をもらった

ので、本当に残念…。 

・スポフェスに向けて応援練習や種目をがんばってきたんだ

なあと感じました。係の仕事も、さすが高学年!!と思いま

した。一人一人ががんばる姿に感動しました。ご指導あり

がとうございました。 

・学校職員の方々、役員の方々、大変お疲れ様でした。生徒、

先生方、役員の方、全員の全力を感じました。入退場のキ

ビキビした行動や午後の応援合戦に本部側に移動したのも、

とてもよかったと思います。等賞シールを生徒が貼ってあ

げるのもよいアイデアだと思いました。例年通りに行えば

いいという考えから、よりより活動にするという意識の高

さを感じました。 

・子どもたちは、素晴らしかったです。 

・子どもたちが一生懸命、力を合わせて競技に取り組む姿は

大変感動しました。特に６年生は、委員会や班長、応援団
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と下級生をまとめながら、楽しんでいて成長した姿が見ら

れて、うれしかったです。 

・子どもたちのがんばりがとてもうれしい一日でした。ご指

導くださった先生方に感謝です。ありがとうございました。 

・開会式から全ての競技までが、とてもスムーズな進行で素

晴らしかったと思います。子どもたちが輝いて見えました。

これまでのご指導、ありがとうございました。 

・６年生の保護者にとっては、小学校生活最後のスポフェス。

楽しみにしていた分、残念に終わりました。 

・小学校最後のスポフェス。我が子はもちろんのこと、一緒

にここまできた仲間たちの活躍も見ていて感動しました。

特に応援合戦の気合いや団長たちの思いがよく伝わってき

ました。当日を迎えるまでの子どもたちのがんばりを見て

いると、特にそう思いました。 

・子どもたちが一生懸命応援したり、真剣に競技したりする

姿に見ている方もドキドキして感動しました。一人一人の

がんばっている姿が（気持ち）伝わってきました。 

・我が子の６年間の成長を感じ、開会式から涙が出て、閉会

式では、涙が止まらなかったです。 

・高学年、特に６年生が下級生に優しく接している姿がうれ

しかったです。勝ち負けだけでなく、思いやりながら、力

を合わせていく姿に感動しました。そんなところも日頃か

ら指導していただいていることも伝わってきました。本当

にありがとうございました。 

・６年生の動き（ゴールなど）がてきぱきしていて、生き生

きしていて、優しさもあり…、その姿を見ていても…感動!!

組体操がなくても、一人一人の輝き、がんばる力、気持ち、

仲間と共に…の姿に感動がいっぱいあったスポフェスでし

た。 

・たくさんの地域の方々の声援があったスポーツフェスティ

バル。お天気までも味方をしていました。今後の学校行事

もたくさんのご協力が続くとうれしいですね。先生方、本

日は大変お疲れ様でした。 

・親の方も児童の方も楽しそうな表情が見られ、いいスポー

ツフェスティバルだと思いました。 

・児童全体に迫力があり、応援のしごたえがあり、とても楽

しく拝見させていただきました。ありがとうございました。 

・開会式の選手宣誓をした 6 年生の 3 人がとても素晴らしく

はきはきと大きな声とキビキビとした態度に感心しました。

指導の賜物と思いました。田沢っ子の明るさや元気なパワ

ーに接することができて、うれしかったです。組体操がな

くても見応えがありました。 

・みんなのキラキラした笑顔がとても素敵でした。最後しか

見られなくて残念でし

たが、子どもたちがた

くさん声をかけてくれ

て、とてもうれしかっ

たです。 

 

［ラジオ体操］ 

・はじめのラジオ体操が、例年に比べてキビキビとしていて

素敵でした。 

・ラジオ体操、きれがあってよかったです。会場みんなでラ

ジオ体操をするのもいいですね。 

 

［アナウンス］ 

・放送委員の児童のアナウンスがとても上手でした。 

・６年生みんなしっかりと委員会の仕事をこなしながらがん

ばる姿はとても頼もしかったです。特に放送委員と集会委

員のマイクで司会進行、実況中継がとても素晴らしかった

です。心に残るアナウンスでした。 

 

［入退場］ 

・本部と反対側のアーチから出入りする点はよいですし、そ

のとき、どの学年もきちんと整列して気持ちも整えて入場

している点がよかったです。どの子の走りもよいと思いま

した。 

 

［応援］ 

・応援団長の 6 年生の最後のあいさつはとってもよかったで

す。感動しました。 

・応援合戦のパート２は、前に出てくるのでよかったと思い

ました。近くで子どもを見ることができました。 

・他の団にも応援する姿勢に感動します。 

・6年生が競技している間は、下級生が代わりに応援をして自

分たちより下の学年を引っ張っている姿がとてもよかった

です。 

・応援合戦パート２では、本部前に出てきて合戦をしてくれ

たので、応援している子どもたちの一生懸命な姿がよく見

え、表情などもよく伝わってきました。とてもよかったで

す。来年も継続していただけたらうれしいです。 

・赤組だった娘ですが、どの競技もなかなか勝てず、終始つ

らそうでしたが、応援のとき、背中を反らせ、一生懸命大

声を出そうとする姿がとても美しく感動しました。 

・特に青組の団長さんが、下級生の面倒を見ていたり指示を

出したりと、一生懸命さがとても伝わってきました。 

・応援の際、全学年児童が反らせて声を出していたのには驚

きました。白組さんはしていなかったようですが、そこで

点差に差がついてしまうなら、少し残念な気がします。 

・応援している姿がとても素晴らしく感動しました。どのチ

ームにも応援賞をあげたいと思いました。 

・２回目の応援合戦は前に出てきて応援していたので、とて

もよかったです。 

・応援合戦は、みんなまとまりがあって大変よかった。しか

し、２回の応援合戦はいらないように感じた。 

・今回のスポフェスは、団ごとの応援がとてもよかったです。 

・応援合戦の２回目、前に行ってもらって見やすいですし、

子どもたちの表情がよく分かってよかったです。 

・応援合戦はずっと遠くて見づらく自分の子どもすら探せな

かったが、今年は前に出てやってくれ、よく見えてかっこ

よくて素晴らしかったです。 

・２回目の応援合戦前の移動がよかったと思います。本部前

の団が保護者からは見づらいので工夫があるともっとよい

かと思います。 

・６学年の年齢差があるのに、１年生から６年生まで心を一

つにして応援している姿に驚きました。大きな声を出して

練習しているうちに団結力が生まれることを実感しました。 

・団長さんの真剣さにも感動しました。この気持ちがチーム
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一人一人に伝わっているのですね。 

・2回行った応援合戦は、どのチームも昨年よりパワーアップ

したように感じました。運動会の思い出は、個人の勝ち負

けより大切と思います。とてもよいフェスティバルに感じ

ました。 

 

 

［徒競走］ 

・徒競走のときに、ゴール直前で減速してしまう子がたまに

いて、もったいないなと思いました。せっかくがんばって

走ってきたのだから、ゴールラインを越すまで全力で走っ

てほしいなと思います。 

 

［親子種目］ 

・親子競技のルールが徹底されてなく、途中で変更され勝敗

に大きく左右したと思いました。 

・今年の５・６年親子競技はについて、説明不足だったので

はないかと感じました。 

・地域の方からのご意見です。一つ目は、３・４年の親子競

技では親子で大玉を転がす競技なのに親だけが大玉を転が

して、子どもは、大玉にさわれず、走るので精一杯だった。

また、逆に子どもだけ大玉を転がし、たまに親が手を出す

だけで親子が一緒に大玉を転がす競技なのに熱くなりすぎ

てルールを守らないでバラバラになっていた。ルール通り

親子一緒に大玉を転がしている親子がいるのに、ルールを

守れないチームは減点方式にすればよいという意見でした。

もう一つは、１・2年の親子競技です。親は子どもたちが一

生懸命競技しているので、少しでも力になればと親も一生

懸命だったのは、見ていてすごくよかったです。しかし、

中に、デカパンを親子ではいて走りながらホームビデオに

向かって数秒Ｖサインをしている親子がいました。みんな

一生懸命やっている中で、その行動は、優勝を目指してが

んばっている子どもたちがかわいそうという意見を言って

いました。 

・親子競技も親子一緒ではなく、親対子で親のがんばる姿を

子どもたちに見せる競技でもよいのかなと思いました。 

・親子競技の説明がわかりづらく、中途半端なまま終わって

しまい、とても残念。ボールにほとんどさわることがなか

った。 

・５・６年の親子競技、とても残念でした。親は必要ないよ

うな…。もうちょっと親子でふれあったり協力したりでき

る内容の競技の方がよいと思いました。 

・５・６年の親子競技は、親子で力を合わせる…という感じ

が薄かったように思います。大玉送りで大玉を転がすこと

（２人組で）ができない子どももいたので（送るだけ）、せ

めて、全員転がせるように配慮してほしかったです。 

・５・６年の親子競技は親子で一緒に取り組む感がなく、６

年生はこれが最後の親子競技だったので、残念でした。親

子ペアでできるものがいいです。赤は、大玉を送る回数が

１回多く、始める前にゼッケンを付ける人をきちんと確認

してもらいたいです。 

・高学年親子競技で学年だよりには大玉を台においたら競技

終了と記載されていましたのに、「すわった方が早かったの

で、赤の勝ち」という結果になりました。子どもたちは、練

習も数回しかなく、そんなルールを知らなかったと言って

います。仲間に責められて、お昼休み泣いていました。と

ても切なく思います。ルールがある競技は、きちんと説明

してほしいです。来年は悲しい思いをする子がいないこと

を願います。 

・親子種目は、もう少し親も参加できるとよかったです。 

・５・６年親子競技、保護者ももうちょっと参加したかった

なー、と思いました。 

・去年の小麦粉からの飴を取るなどおもしろいものや親子競

技に工夫があると、もっと見ていておもしろいと思います。 

・５・６年生の親子種目も親が必要な競技ではなかったと思

います。 

・No４ ５・６年親子競技のルールが全員に理解されていな

かった。 

 

［組体操・綱引き］ 

・組体操がないのはさみしい気もしていましたが、綱引きも

迫力があり、よかったです。 

・ただ高学年の組体操が綱引きになってしまったのが、やは

り残念でした。組体操が無理でも、みんなでもう少し練習

をして、成果として発表できる競技にしてもらえれば、ス

ポフェスの充実度がぐっと上がり、皆さんの心にも残るよ

うな気がしました。 

・今年から組体操がなくなった分、時間にゆとりがあってよ

かったです。 

・組体操の危険性は理解できます。しかし、生徒の息の合っ

た種目も見応えがあります。マスゲームだけでも考えてい

ただきたい。 

・組体操をやめたのは勇気のある決断でよかったです。タワ

ーなどの高さのあるものをやめての集団演技ぐらいはでき

たかなとも思います。 

・組体操は、危険だから

無くしたんですか？来

年は運動会まであと 1

年あります。危険だか

らやめるのではなく、

危険ではない方法を考

えて、来年、復活させ

・２回目の応援の際、真ん中の組が本部テント前になって

見づらいというご意見をいただきました。移動に時間を

要してしまうので、来年度も同じ方法で実施いたしま

す。 

・応援団の応援方法やスタイルは各団が工夫して行ってい

ます。同じ応援ですと各団の工夫が見えなくなってしま

います。それぞれの応援の工夫や力の入れ具合をぜひお

楽しみください。 

・ご指摘のとおり、ルールが明確でなかった点があります。

４月上旬の学年役員で競技内容決める際、ルールの明確

さを確認します。また、事前に競技説明とルールについ

て学年だよりでお知らせしていますが、当日、競技前に

競技説明とルールについて再度確認してから、競技を開

始するようにします。 
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てください。 

・少し残念に思ったことは、高学年の興味競技の内容でした。

ご説明くださった「組体操に代わる感動を与える競技」で

はなかった様な気がします。 

・５・６年の組体操がなくなり、少しもの足りない感じがし

ました。進級してすぐの運動会ということで、練習時間も

とれないのだと思いますが、何か盛り上がるものをやって

ほしいと思いました。例えば、ぞろぞろ増えるムカデ競走

など、特に大変な練習なく楽しいものをやって盛り上がっ

てほしいです。 

・姉兄のときにあった組体操。いろいろな理由がありますが、

今まであったものがなくなり、少し寂しく感じました。 

・５・６年の組体操が今年から無くなってしまったが、それ

に代わる団体競技（マスゲーム、リズム感のあるダンスな

ど）が来年度加わるとよいと思います。何かをみんなで作

り上げ、やり遂げるものがあってもよいのでは。テレビで

観たが、他の小学校では、簡単な組体操をやっていました。 

・マスゲームがあるといいと感じました。 

・高学年の興味競技は、ダンスなど取り入れた方がよかった

と思いました。 

・５・６年生の組体操がなくなったこと、やはり残念な思い

が残りました。何か改善策、変更案があるとうれしいです。 

・組体操がなくなった代わりに創作ダンスや行進など違った

創作形のものを見たかったです。 

・高学年の興味競技が組体操から綱引きに変更は、安全に配

慮した結果ということでしたが、組体操には、赤、白、青組

に関係なく団体競技として、“ひとつになる”という子ど

もたちの目標があり、見ている側にもやっている側にも感

動を与える競技だったので、そのことを目的とした競技に

した方がよいと思いました。できれば勝敗を決めるもので

なく、最後の運動会となる６年生が一番になれるような競

技が見たいです。 

・全てのプログラムの入退場にメリハリとスピードがあり、

よかったです。“組体操がなくて物足りないと思わせない

様な“内容”と“子どもたちのやる気の姿”だったと思い

ます。しかし、今後は、やはり高学年が「自分たちの力を見

てもらいたい」、ひとつになって作り上げ、達成感がもてる

ものをやってほしいとも思いました。 

・組体操に代わるものが綱引きというのは何か改善した方が

よいのではないかと思います。勝ち負けではなく、感動を

与えるものの方がよいと思います。 

・組体操の代わりが「綱引き」なのは、競技の趣旨が少し違

うのではないかと残念でした。「綱引き」は、それはそれで

競技としては楽しかったです。 

・５・６年生の組体操、重大な事故が起こってしまうと大変

ですが、危険回避ばかりでなく、十分な安全確保をした上

で、もう少しレベルの高いものが見たかったという思いが

あります。（綱引きもおもしろかったですが、） 

・先生方、役員の方々、お疲れ様でした。今年から組体操が

なくなり、少しさみしい気持ちになりました。どの競技も

我が子の成長した姿を見て感じることができましたが、や

っぱり組体操での感動がほしかったです。大きなタワーや

何段にもなるピラミッド以外の組体操的な演技は考えられ

ないのでしょうか。 

・長い間、伝統となっている組体操を今年も見たかったです。

危険なタワーは子どもたちのことを考えるとやはりやめた

のは分かりますが、危険なもの以外で（できる範囲で）で

もよかったのかと思います。先生方も苦渋の決断だったこ

とと思いますが。ですが、来年度以降、安全な組体操を復

活することを願っております。 

・最後のスポフェス。子どもたちはがんばっていたと思いま

す。田沢小の伝統の競技である組体操がなくなったことが

残念に思いました。タワーやピラミッドは危険であること

は分かりますが、それができなくなってもマスゲームやダ

ンス、２人、３人

でやるサボテン、

扇などならでき

るのでは？組体

操の代わりが綱

引き??少し意味

合いが違ってい

るような気がし

ます。最後のスポフェス、感動し、涙が出るような場面も

なく終わってしまい、少し物足りなさを感じました。 

・組体操が無くなったのは残念。あんまり高くしなければや

ってもよかったと思うし、マスゲームでもよかったでは？

綱引きは想像よりおもしろかったですが。 

・６年生がメインの組体操の廃止は、すごく残念でした。今

までの組体操もそれほど危険なものではなかったと思うし、

今年もダンスなどを取り入れてやってほしかったです。来

年からまた再開されるよう検討していただきたいです。 

・組体操に代わるものが綱引き…少し残念というか物足りな

さを感じました。少しでも“魅せる”という所を盛り込ん

でほしかったです。 

・組体操がなくなって、綱引きになりました。何の魅力もな

かったです。綱引きではなくせめて、もっと白熱できるよ

うな競技を選ぶべきだったと思います。 

・最高学年であり、小学校最後のスポフェスで、親も力が入

りました。子どもたちの真剣な姿に始まりからずっと胸が

熱くなり、感涙必至でした。子どもたちの目覚ましい成長

を感じただけに、いきなりの組体操の中止と代わりの競技

が綱引きだったのが少し、いやとても残念でした。子ども

たちの安全等にご配慮いただいた結果なのは承知していま

すが、それでも組関係なく全員一致団結して少し難しいこ

とにチャレンジすることの素晴らしさを体感していただけ

に、この競技内容は正直解せませんでした。今年が最後だ

っただけに余計に辛かったです。それでも子どもたちの成

長を感じられるものを作っていただき、ありがとうござい

ました。 

・毎年、６年生だけのメイン競技がありました。今年は組体

操もなく、６年生だけのメインもなく、涙が出る感動はあ

りませんでした。一生懸命がんばる子どもの姿は素敵でし

たが、去年とあまりにも違い、見ていてつまらない競技ば

かりで残念でした。子どもも５年間あこがれの６年生を見

て、ついに６年生になりました。それなのに…。田フェス

は、６年生だけの最後のメインとなる特別な“何か”を楽

しみにしています。 

・組体操の代わりが綱引き…。盛り上がらず、感動もなく、
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あっけなく終わった気がします。最後のスポフェスだった

のに…。残念。ひどいな…と思っています。 

・組体操の代わりが綱引きとはあまりにも違いすぎてもう少

し高学年の練習したものが見たかったです。 

・ただ、欲を言えば組体操に代わる競技は練習の成果を発表

する団体演技にしてください。カリキュラムうんぬんと校

長から説明がありましたが、勉強より大切なことをもっと

経験してほしいです。苦しくてもやり遂げることの大切さ

を学ぶ事、団結・協力は、綱引きで感じることができます

が、練習の段階での仲間との結束を深めてほしかったです。 

・５・６年興味競技の綱引きだけでは感動に欠けました。ダ

ンスや去年のフラッグのようなものを見たかったです。 

・何年か前の山口先生の組体操が感動し楽しみにしていたの

で、残念です。変更後の種目、綱引きにもガッカリ…。せめ

てダンス（布以外）は残してほしかったです。 

・組体操の代替えが「綱引き」になり、残念でした。「フラッ

グ」や「ダンス」など取り入れていただいたらと思います。

危険のないもので、田沢小らしいスタイルで伝統を残せて

いったらと思いました。 

・６年生がメインとなる競技がなく、とても残念に思いまし

た。今年は、組体操を楽しみにしておりましたが、なくな

り、タワー以外でもみんなで協力をする他の組体操などが

あったのではないか？と思います。 

・６年生として団体競技（協力し合う）がなく、物足りない

気持ちが残りました。競い合うものばかりでなく、６年生

全員でするマスゲームの様な団体行動を取り入れてもらい

たいです。大人が考えるよりも６年生はもっと成長してい

るので、しっかりとしたものができると思います。最後の

スポフェスで同学年として達成感をそれぞれ感じ取っても

らいたかったです。 

・今年の運動会は６年生の保護者にとっては、とても残念な

運動会になりました。組体操に代わるものが綱引きという

のはちょっとないなと思いました。せめて危険な演技以外

の前のダンスとかピラミッド以外のとかはやってもよかっ

たんじゃないかと思いました。 

・No11 ５・６年の綱引きは、新しいルールでとても公平で

走ってから引くのがよかったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［リレー］ 

・リレーははらはらドキドキでとっても楽しめました。 

・リレー競技ですが、1年生は 1年生、2年生は 2年生での勝

敗や順位にしてあげたらよかったのになあと思いました。

アンカーたすきをかけていて、1年生アンカーのとき、1位

だったのに結果は 3 位になってしまったので、低学年の子

どもたちには少しかわいそうだあと思いました。 

・今年は１・２年合同のリレーだったので、できれば学年ご

とのリレーが見たかったです。 

・全学年リレーを見てみたいです。各学年 2～3 名の代表で、

自分の小学生のときにあり、盛り上がった記憶があるので、

見たいと思いました。 

・５・6年生全員リレーのアンカーは、グラウンド 1周にすれ

ばよりおもしろいと思います。 

・リレーが学年ごとではなく、低・中・高で分けたのは何で

かなと思いました。どちらでも子どもたちががんばってい

る姿を見たのでよかったです。 

・どの競技も集中して、いい表情

で取り組んでいるなと感じま

した。リレーで高学年になる

程、走り方もバトンパスも上手

になるものだなと思いました。 

・リレーは学年ごとで完結でき

るとよいと思います。大差で始まるのは切ないようでした。

（でも、がんばっている姿を見られてよかったですが） 

・全員リレーは、学年ごとにゴールするのがよいと思います。

人数の少ない学年もあると思うので、3色対抗ではなく、赤

白対抗にするとそれなりの人数になるのではないでしょう

か。（２，４，６年生。特に 6年生が盛り上がらないように

思います。） 

・ただリレーなどは、2学年一緒ではなく、各学年で行っては

いかがでしょうか。人数等の調整等あると思いますが…） 

・リレーを学年単位にしてください。 

・リレーは、やっぱり学年ごとの方がいいと思います。 

・１・２年のリレーでバトンの受け渡しが、バラバラで受け

取る人がとても受け取りにくそうで、ずいぶん時間的にロ

スしているように感じました。練習中に走らなくてももう

少しバトンの受け渡しの練習を重点的にしてもよいのかな

と思いました。 

・全員リレーは、学年別の方がいいと思いました。 

・今年からリレーが、１・２年、３・４年、５・６年リレーに

なりましたが、各学年リレーの方がいいと思いました。（３・

４年生リレーで、３年生から４年生に替わるところが分か

りにくかったです。） 

・リレーを２学年合同にしたのは、なぜかなと思いました。

個の競技、ポプラ班での競技、低・中・高学年での競技があ

る中、学年で対決する競技をなぜ削ったか？恒例の種目で

親たちも表情や姿から学年全員の成長が見られる種目で楽

しみでした。合同で行うことにした学校の願いや思いを事

前に聞かせていただきたかったです。 

・５・６年リレーは、練習のときから大差が出ていたのに、

接戦となるような策はなかったのか。子どもたちもやる気

が出るような策があったのでは。速い子が２回走ったこと

で、もっと差が出てしまったのではないか。 

・「組体操」演技について多くのご意見をいただきました。職

員で再度協議をしました。重大事故の発生への懸念、他の

学習と演技発表のために必要な時数とのバランスを考慮

した結果、今後も実施しない方向となりました。マスゲー

ム的な発表も検討したのですが、今年度のスポフェスの練

習時間を勘案すると、魅せる競技にしようとするとやはり

他の教科との授業時数のバランスがとれなくなっている

状況です。学年で取り組む競技としては、学年リレーに取

り組み、他の行事で魅せる取組を行います。なにとぞご理

解をお願い申し上げます。 

・組体操の代わりというわけではないのですが、来年度も「綱

引き」などの競技種目を実施する予定です。併せて、ご理

解をお願い申し上げます。 
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・リレーの人数の不足や欠員を、走るのが速い人に２回走ら

せるのはバランスがよくないと思いました。 

・リレーは、２学年続けてやらないで、一学年ずつ行った方

がいいと思いました。 

・児童みんな協力して団結していてとてもよかったです。 

・全員リレーもどうして学年ごとではないのか？など疑問の

多いスポフェスでした。 

・リレーは差がつきすぎ。６年生のみのリレーが見たかった

です。 

・全員リレーが、１・２年、３・４年、５・６年となっていて、

人数が少ないので２学年にしているのかとは思いましたが、

残念でなりません。大差のまま次の学年になり勝てるわけ

がなく…。人数が少ないなら少ないなりに楽しめると思う

ので、各学年にした方が思いました。 

・リレーが学年ごとの方がよかったと思います。５・６年全

員リレーで種目名が“運動会のラストラン”となっている

と、５年生にとっては??という気がしました。学年ごとで

スポットを当ててほしかったです。 

・学年リレーがなくなったことが一番残念でした。各学年の

人数が減ってきたために合同になったと聞きましたが、や

はり少なくてもその学年のリレーを見るのが運動会の一番

の楽しみで、盛り上がる所だと思います。「６年生だけの」

という種目がなく残念です。合同にしたことで、順位が大

きく違ってきます。子どもたちのモチベーションもかなり

違いました。５・６年リレーは接戦ではなく、大差がつき

すぎていて、高学年の迫力ある燃えるリレーではありませ

んでした。リレーは、学年ごとにやってほしいです。でき

れば、６年生だけのリレー対決をどこかで見たいです!!!! 

・小学校生活最後のスポーツフェスティバルは、残念なこと

が多かったです。この子たちが、経験し積み重ねたスポフ

ェスを、今年度になって、いっきに変えすぎたのではない

でしょうか。なぜ変えたのか分からないこともあり（全員

リレーなど）、本当に残念です。 

・各学年の全員リレーに戻してほしいです。 

・今年は組体操もなく、５・６年合同リレーでしたが、６年

生だけの取組の種目が１つでもあるとよかった様に思いま

す。 

・毎年の事ですが、リレーで差がつきすぎて、もっと平均に

していただけたらと思いました。 

・リレーもせめて６年生だけは６年生だけでやらせてほしか

ったです。６年生が主となる競技がひとつもないのは悲し

かったです。来年の６年生は、このような感じにならない

ようにしてもらいたいです。 

［その他種目］ 

・玉入れのＹＭＣＡ!!子どもたちが元気に楽しそうに踊って

いて、とてもよかったです。 

・各種目の点数がよく分からないので、誰にでも分かる点数

配分を作成してほしいです。 

・せっかく見に来た祖父母が参加できることがあるといいと

思います。 

 

［指導］ 

・スポフェスに向けた先生方のご指導・準備に頭が下がりま

す。子どもたちがだらける午後だから仕方がないのかもし

れませんが、ぐるぐるタイフーンの整列時に女性の先生が

青組に対して「後ろは座れ」みたいな口調で明らかに（ヒ

ステリック）感情的に声を出して注意している姿があり、

とても残念でした。先生の名前は分かりません。 

・フェスティバル近くになっての体育委員長の仕事であるラ

ジオ体操の交代は子

どもも切ない気持ち

でした。来年は、この

ようなことがないよ

うお願いします。 

・特になし。学校の指導

がよいと思う。 

 

 

 

 

 

 

［プログラム］ 

・プログラムの「興味競技」という言葉が何をするのか分か

りづらいと思います。 

 

［準備］ 

・運動会のお願いの文書がたくさんあるので、2 枚くらいな

ればいいと思います。 

 

［会場］ 

＜トイレ＞ 

・トイレのスリッパも少なく、入れなかったので、未就学の

子どもが行けるトイレがあると助かります。 

 

 

・２７年度の反省に昼休みの時間の確保という課題があり

ました。競技時間を短縮するために、学年の人数が少な

くなってきていることを考え、２８年度は学年部リレー

にしました。来年度は、入場は同時にし、学年リレーと

いう形で実施いたします。人数が少ない学年も出てきま

すが、学年で競技するようにします。 

・縦割りの赤・白・青のチーム分けの際、リーダー性や人

間関係を考慮しながら、走力を均等に分けようと職員で

努めています。今後もできるだけ均等になるように努め

ます。 

 

・プログラムに表記するなど、なんらかの方法で得点配分

が分かるようにします。 

・祖父母の皆様だけでなく地域の皆様が集まって、全校児

童とダンスすることは可能かと思っています。来年度、

に向けて検討します。 

 

・来年度、分かりやすい表記になるように努めます。 

・ご指摘、ありがとうございます。適切な指導に努めま

す。 

・一人一役で、一人一人が活躍できるよう事前に役割分

担をしていきます。 

 

・運動会のお願いの文書が２枚になるようにします。ただ

し、１年生の保護者に分かりやすくしようとすると枚数

が増える場合がありますので、ご理解ください。 

・来年度、未就学の子ども用スリッパを用意します。 
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＜市旗＞ 

・市旗が半日逆さまでした。付けるときに確認が必要だと思

います。 

 

＜観戦場所＞ 

・今さら改善できることではないかと思いますが、もう少し

距離が近ければ（競技する所と応援する所）と思いました。 

 

＜ゴール周辺＞ 

・ゴール近くの通行止めをやめてほしくなかったです。カメ

ラを撮る人たち優先！という感じがした。 

・徒競走で昨年度までは、走っている最中にゴール付近を行

き来する方が多かったのですが、ロープを長くしていただ

き、また、注意書を貼り付けていただいたこともあり、守

っていた様に思いました。 

 

＜音量＞ 

・毎年ゴール付近で応援していますが、今年はスピーカーの

音量が大きく会話の声も聞こえないくらいでした。もう少

し音量を抑えてもらいたいと思います。（10 年間運動会に

参加していますが、一番大きかったです。） 

・音響、マイクの音よりも子どもたちの声がよく聞こえてい

た様に思います。 

・スピーカーが体育館側になかったので、聞き取れなかった

です。親も子も名前を呼ばれても聞こえませんでした。 

・本部より海側の保護者席は、スピーカーがないせいか、放

送の声があまり聞こえませんでした。昨年もスピーカーが

ないので来年は設置してほしいとお願いしたのですが、か

なわず残念でした。来年こそお願いいたします。 

 

＜テント＞ 

・日差しが強く、特に午後は辛いです。テントの使用を検討

してください。個人個人でテントを設置してもよいでしょ

うか。 

 

［その他］ 

・競技中に男親がコンビニに行くのが目立ちました。 

・校地内は禁煙となっていましたが、松林のロープの外で喫

煙されている方がおり、松林からグラウンドへ向けて風が

吹いていたため、子どもたちの方へ煙が来ていました。喫

煙される方も子どもたちへ煙が届かない所を配慮していた

だければと思います。 

・保護者もカメラやビデオばかりでなく、もっと声を出して

応援すると賑やかさが大きくなっていいのでは？子どもも

大人も元気な応援で！ 

・私たち保護者は全幅の信頼をもって子どもたちをお任せし

ています。大行事とはいえ、評価やアンケートは学期末の

学校評価に集約して

いいと思います。（保

護者アンケート）様々

な意見もあるかと思

いますが、子どもの思

いやがんばる姿を大

切にしていただけれ

ばと思います。 

 

 

  今後、児童数減に伴い、学級減・職員減が予想されます。

現在、赤白青の 3 軍になっていますが、今後、赤白の 2 軍

に分けることも検討していきます。ご承知おきください。 

 

多くのご意見をいただき、ありがとうございました。 

 よりよりスポーツフェスティバルになりますよう、

職員一同取り組んでまいりますので、ご協力とご支援

をくださいますようお願いいたします。 

 

 

 

・今後、十分気を付けます。教えていただき、ありがとう

ございました。 

・現状では、安全のためこの距離のままです。ご理解く

ださい。 

・児童の移動のために、通行できるようにしました。来年

度は、徒競走の際だけ、ロープを長くし、通行止めにし

ます。 

・音量が、場所によって異なりご迷惑をおかけいたしまし

た。徒競走のゴール側の移動式スピーカーをスタート側

に回すか、スピーカーを増やすなど、全体に音が伝わる

よう努めます。ただし、応援席にいる子どもたちに伝わ

る音量にしますので、スピーカー近くの方は音量が大き

くなることをご理解ください。 

・申し訳ありません。個人個人のテントはご遠慮ください。

日傘対応でお願いいたします。 

・校地校舎内は禁煙です。しかし、校門前や松林などで喫

煙される方がいたのは事実です。学校の周辺の住宅や児

童への配慮が必要と思いますので、できるだけ遠くへ移

動していただき、周りの迷惑にならないところで喫煙を

お願いいたします。ご理解をお願いいたします。 

・ご指摘、ありがとうございます。来年度は、１学期の保

護者評価に一本化していく予定です。 


