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令和２年１０月２２日

保護者各位

学習発表会についてのアンケート結果(御報告）
八戸市立是川小学校

校長 佐々木 宏 恵

晩秋の候、皆様にはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

、 。さて 学習発表会についてのアンケートにお答えいただきましてありがとうございました

今年度は、様々な制約がある中での開催になりましたが 「発表内容や時間」や「子どもたち、

の協力する姿」では、高い評価をいただきました。また、記述部分では、子どもたちへのた

くさんの励ましをありがとうございました。今後も学校目標「自分と仲間のよさとがんばり

を認め合う子」を目指して、様々な教育活動に工夫して取り組んで参りたいと思います。

【主体的に行動する子についてのアンケート結果】
【４：十分あてはまる ３：おおむねあてはまる ２：あまりあてはまらない １：ほとんどあてはまらない 】

観 点 ４ ３ ２ １

①各学年の発表内容や時間は適切だしたか。 ８３ １７ ０ ０

（短時間での練習にし、これまで学習したことを発表しました） ％ ％ ％

％

②お子さんは、進んで練習に取り組んでいましたか。 ７３ ２４ ２ １

（御家庭での練習の様子や会話等から御判断ください） ％ ％ ％ ％

③子どもたちは、協力して発表を頑張っていましたか。 ９２ ８ ０ ０

（当日の子どもたちの発表の様子から御判断ください） ％ ％ ％ ％

（ ）回収率 ９６％

【子どもたちへの励ましの言葉 （原文のまま紹介させていただきます）】
＜頻出ワード＞ 頑張る２５回 感動２０回 楽しい１６回 立派１２回

コント１０回 かわいい１０回 リコーダー９回

【１年】

・とてもよい発表だったと思います。元気をもらえました。ありがとうございました。

・初めての発表で、ドキドキだったと思いますが、大きな声で頑張っていて、楽しさが伝わ

ってきました。

・最後のそれぞれの思い思いのポーズがとてもかわいかったです。一人一人の暗唱、合奏、

合唱、どれも大変上手にできました。

・初めての学習発表会、毎日練習も楽しんで取組む事ができていました。本番は練習の成果

がきちんと発揮され、堂々と演奏でき、小学校入学してからの成長を感じることができて

よかったです。

・とても上手で立派な発表でした。１年生らしく、かわいく、頑張りも伝わってきました。

次の行事が、もっと楽しみになりました。

、 、・短い練習期間だったと思うんですが 堂々と発表できていたと思います メロディオンも!!
!!歌いながら踊っていたのもかわいかったです

・練習時間が短かったせいか、よくまとまっていたけれど、もう少し子供たちの発表を見て
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みたかったと思いました。家で練習することもなく物足りなかったように見えました。

・緊張感が伝わってきました。大きな声でのセリフ、ハーモニカ、成長が感じられ感動しま

した。

・仲間を大事にして、ずっとお友だちでいてほしいです。

・皆上手で、小さいながらも一生懸命歌ったり演奏したり、とても感動しました。元気がよ

い１年生、かわいかったです。練習お疲れさまでした。ありがとうございます。

・短時間でもみんなで力を合わせればいい発表ができるということを学んだのではないでし

ょうか。とてもいい発表会でした。

・緊張していたようですが、よくがんばりました。家では何をやるのか教えてくれませんで

した。

・大きな声で発表できてました。初めての学習発表会ですごく緊張したと思いますが、とて

もよかったですよ！

・メロディオンも台詞も、毎日口ずさみとても楽しみにしている様子が伝わりました。校長

先生がおっしゃったように、待つ姿勢も素敵でしたし、発表も初めてとは思えない堂々と

した態度と声でした。いつもどおりの学習発表会ができるようになったら、さらに発表が

楽しみです。短期間での御指導ありがとうございました。

・とても素敵な学習発表会でした 楽しかったです。^o^
・自分の子どもはまだまだと感じましたが、自信に満ちた顔で発表する姿に、成長をすごく

感じました。

・緊張しながらも一生懸命頑張っている姿、とても素敵でした。

・初めての学習発表会。やはり１年生は立っているだけでかわいいですね。限られた期間で

の練習、お疲れさまでした。一人一人よく頑張っていたと思います。

・選曲が最高でした とってもかわいかったです♪!!
・初めての発表会で緊張しながらも、一生懸命踊り歌う姿がとてもかわいかったです。観て

いてほっこりしました。

・当日の朝も 「家にあるピアニカで練習していく！」と言うほどはりきっていました。コロ、

ナ禍で短い学習、練習時間でも、素晴らしい発表でした。

・とてもかわいらしく、立派な発表に感動しました。保育園とは違い、みんなで協力して合

わせて発表していたところがすばらしかったです。

【２年】

!!・とても成長が見られた発表会だったと思います。今度は３年生に向けて、頑張れ

・本番前から練習熱心で、自宅でもダンスを覚えられるよう取り組んでいました。

・昨年より、発表の声は大きくなり、のびのびと動いている印象を受けました。写真による

比較でも成長を感じました。

・とても頑張っていたと思います。家でも頑張って練習した成果が出ていました。

・家でもダンスやなわとびの練習をして、当日を楽しみにしていました。みんな大きな声で

しっかり前を向き、発表している姿に成長を感じとても立派でした。２年生らしいかわい

いダンスと歌、一生懸命頑張ったなわとび、みんな素敵でした。

・短期間での準備や練習など、先生方には御指導いただきありがとうございました。みんな

楽しそうに発表していて、こちらもとても楽しかったし、成長がうれしかったです。

・なわとびの発表の時、どの子も真剣に跳んでいて、緊張感がとても伝わりました。

・自分の得意ななわとびをみんな跳んでいて上手だったしすごかったです。頑張ったと思い

ます。

・いつもとは違う状況の中、工夫して開催してもらえました。骨折した中でも役割を作って

もらうことで、やる気が出て頑張りましたね。なわとびも皆頑張ってました。

!!・４月から６か月ですが、すごく成長が感じられ、お姉さん、お兄さんでした

・短い時間でしたが、皆の発表もダンスも集中力があってとても素敵でした。素晴らしかっ
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たです。

・みんなの息があっていて、とても立派な発表だったと思います。

・心を一つにして頑張っていました。素晴らしかったです。

・ダンスも上手でした 短い練習期間で覚えられていましたね。なわとびもそれぞれの得意!!
な技をがんばっていました。

【３年生】

・家で練習する姿を見て、初めはどうなる事かと思いましたが、本番ではすてきな音色を聴

かせてくれました。よく頑張りました。

・恥ずかしがらず、堂々と発表している姿、とってもカッコよかったです。

・家でリコーダーの練習を頑張っていました。

!!・大きな声で発表できていましたね。とっても上手でした

・発表のためのまとめ（グループ発表）リコーダーも短時間での練習だった中、とてもよく

発表できていたと思います。

・危険な場所について考えるようになったことや、大きな声でしっかり発表できる姿にちゃ

んと成長してるんだなあと感心しました。リコーダーの練習もよく頑張りました。

!! !! !!・子供たち、皆緊張している様子でしたが、心の強さ 感じました 素晴らしい

・大きな声でハキハキと発表していて「こちらをご覧ください 」と手ぶりもあって、すてき。

な発表でした。

・皆と協力して発表していたと思います。リコーダーも間違えないでできたようで、練習の

成果がでていたようです。

・皆の成長ぶりが見られてうれしかったです。笛も頑張ってふいていて感動しました。大き

な声で前を見て発表していたところ、先生方にも感謝しています。

。 。・タブレットを使って上手に発表していました 自分の地域の事をよく見て調べていました

!!・短い練習期間だったかと思いますが 立派に発表 上手に演奏する姿を見せてくれました、 、

!!成長した姿を見れてよかったです

・みなさん、大きな声で発表できていてとても感心しました。学習内容も、私たちも勉強に

なることだったので、聞いていて楽しかったです。

・短い時間の中、工夫して上手にまとめられていて感心しました。発表も元気よく立派でし

た。

・初めてさわるリコーダー、短時間の練習なのによくふけていたと思います。調べたことを

発表するときも、よく声が出ていて聞きやすかった。タブレット操作も見事でした。

・寝言で台詞がスラスラとでてくるほど、家での練習も一生懸命で、当日もとても立派でし

た。いつもと違うスタイルの発表でしたが、我が子を間近で見ることができました 「ふ。

るさと」は、私も大好きな楽曲です。伴奏を佐々木先生が弾いたものを録音したと聞きま

した。すてきでした。大好きな曲だっただけに鳥肌ものでした。

・制限がある中で、すごくよくできていました。質問と的外れな答えをしてしまいすみませ

!!ん

・例年なら音楽だったのですが、今年度は総合的な学習の発表でしたが、タブレットを使っ

ての紹介、すごかったです。親としても、各地区の危険な場所なども知ることができまし

た。リコーダーでの嵐の「ふるさと」よく短期間でできたなと感心しました。ありがとう

ございました。

・人前でもしっかりと発言していて成長したなと思いました。

・リコーダーが不安だったようで、家で一生懸命練習していました。本番では、全体発表で

一人一人立派に大きな声で発表している姿を見て、成長を感じました。みんなとても頑張

っていました

・タブレット操作で、グループの仲間がうまくできなかったとき、さっと手助けしていた姿
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。 、 、 、がすてきでした 発表あり リコーダーありの盛りだくさんを 短期間で完成させたのは

さすが３年生です。

・終わった後に子どもに聞いたら「緊張して足がガクガクだった 」と話してくれました。そ。

んなことを感じさせず、みんなハッキリと大きな声での発表は、昨年からの成長を感じま

した。発表テーマも「危険な場所を自ら発見し気をつける」を考えることができ、よかっ

たと思います。

、 。・みんなの発表がとてもわかりやすく 子どもたち目線の是川があっておもしろかったです

【４年】

・はきはきと元気よく発表していて気持ちよかった。２分の１成人式、感動しました。

・大きな声ではっきりと将来の夢を発表する姿に成長を感じました。合唱も難しい曲だった

と思いますが、きれいな声で心に響く歌声に感動しました。

・将来の夢、応援しています。一緒にかなえましょう。

・ 大きいタオルもってこないと涙拭けないよ」と言われていましたが、本当にその通り 号「 !!
泣してしまいました。感動しました。

・ゆっくりと大きな声で話し、観客の人に自分たちの思いを伝えようとしているのがよくわ

。 。かりました 一人一人の名前の由来も興味深く聴きました どの人の名前もすてきでした!!
「 」 、 。 、いのちの歌 がすばらしく のびのびとした歌声できれいでした これからも協力して

いろいろなことを頑張ってほしいと思いました。

・歌がとても上手でした。来年も楽しみにしています。

・小さい頃の写真を見てなつかしく思いました。そして「いのちの歌」を聞きながら育てて

くれてありがとうのメッセージ ｡感動的でした。!
・いつもと違う学習発表会でしたが、感染対策もしっかり行っていただきいつもより近くで

見ることができてよかったです。子どもたちも大きい声でしっかり伝えることができた発

表会だった。歌もとてもよかった。

・２分の１成人式、すてきでした。一人一人の夢と小さい頃の写真。みんな、しっかり前を

見て発表していたのが印象的でした 「いのちの歌」泣かせてくれましたネ～。じ～んとき。

ました （この歌、卒業式で歌われたら、更に泣いてしまいますよね。きっと）ありがとう。

ございました。

・みなさんが夢をもっていて、安心したし本当にうれしかったです。最後に出た集合写真も

よかったです。歌声もきれいでした。親として最高の学習発表会でした。

・東日本大震災の時は一歳前だったけれど、今はもう十歳になりましたね。みんなの発表立

派でした。

・２分の１成人式、とてもすばらしかったです。感動して泣いてしまいました。

。 。・声もはっきり元気よく発表していたのですごくよかったです 合唱もすごいよかったです

ありがとうございました。

・２分の１成人式での歌がすばらしく、涙がでました。もう１０歳になったかと思うとこれ

からの心配と期待でいっぱいになりました。

・とても感動しました。普段はなかなか教えてくれない将来の夢や、感謝の想いを知ること

ができうれしかったし、成長を感じることができました。劇や演奏を見れず、残念でした

が、すてきな想い出になりました。２分の１成人式パート２にも期待したいと思います。

大変な時に、行事を行ってくださり、本当にありがとうござました。

・合唱がとても上手で感動しました。みなさん、それぞれの夢に向かって今後も頑張ってい

ってぜひかなえてほしいと思います。

・いのちの歌を聴いて、今までの子供の成長を思い出し、たくましくなったなあとしみじみ

うれしく感じました。勇気と感動をみんなからもらいました。ありがとう。

・合唱がとても上手でした。絵も上手にかけていたと思います。

、 。 、 、・堂々と大きな声で発表し 成長を感じました つい最近生まれた気持でしたが 赤ちゃん
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子どもから少しずつ大人に向け、知らない間に立派になってました。すてきな発表ありが

とうございます。

・校長先生が、震災時のお話をされたとき「そうだ･･一緒に頑張ったなあ 」と思い出しまし。

た。そこから最後まで泣きっぱなしでした。毎日一緒に生活していますが、改めて大きく

なったなあと感動しました 「いのちの歌」これからも大事にしてほしいです。。

・とても楽しみにしていたので学習発表会が開催されて本当によかったです。先生方の努力

のおかげだと思います。発表する子供たちも生き生きとしていてとてもよかったと思いま

す。

・始まって２分もしないうちに泣きました。お父さんもお母さんも二人して泣いちゃいまし

たよ。歌声もとてもきれいで感動しました。真っ直ぐ育ってくれてありがとう。これから

も、思いやりの心を忘れず自分の夢に向かって頑張ってください。応援しています！

【５年】

・ 情熱大陸」を演奏すると聞いたときは、難しい曲に挑戦するなと思っていましたが、本番「

は、５年生皆の息があった演奏にとても感動しました。演奏の間には、米づくりの様子や

観察したことの発表を観ることができ、私自身も勉強になりました。発表態度も皆堂々と

して高学年になりさらに成長した姿を見ることができてよかったです。

・田植えから稲刈りまでとてもよくまとまっていたと思います。練習の成果が見えるすてき

な発表でした。

・練習を頑張った成果が出ていたと思います。とてもよく頑張りました。

・いつも違う学習発表会でしたが、子どもたちはいつもと変わらず素晴らしい発表をしてい

たと思います。

・コロナ禍の中、先生方も子どもたちも工夫してよい発表にするよう準備していたんだなあ

と、中止になった学校も多い中、感慨深く見させていただきました。一生忘れられない発

表会になったと思います 来年は無事普通に開催できる世の中になっているといいですね！。

全学年の発表を見てみたかったです。

・短期間での発表とは思えないほど立派でした。貴重な体験をさせていただいたこと、水越

さんや先生方に感謝しています。ありがとうございました。

・演奏の合間に発表をするという構成が新しいなと思いました。発表も大きな声でわかりや

すく合奏も素晴らしかったです。

・皆一生懸命やっている姿がとてもよかったです。

・参観日も中止で発表の場を見ることがなかった今年ですが、稲についての発表の声や表現

の仕方が成長したなと思いながら見ていました。合奏もみんなよくできました。

・娘は初めてのアコーディオンでの演奏を、練習の時から楽しそうに話してくれました。本

番でも上手にできたようだったので、成果を見ることができてよかったです。

・発表するボードや道具などをテンポよく準備したり片づけたりと段取りがしっかりしてい

てよかったです。

【６年生】

・コロナ禍でもできる範囲の中で工夫して発表する姿に感動しました。形は違っていても運

動会、修学旅行、学習発表会とすべての行事ができてよかったと思います。

・今まで通りにはいかない状況の中、工夫を凝らした発表で楽しませてもらいました。ショ

ートコントもよかったです！

・短い期間だったと思いますが、限られた時間でよく練習し発表ができたと思います。

・練習時間も少ない中、最後らしく堂々と発表していました。ショートコント、おもしろか

ったです。

・ショートコントよかったですよ！お疲れさまでした！

!!・スライドショー、発表、コント。本当によく頑張りました
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・様々なアイデアを出し合い、話合い、限られた時間の中で立派に仕上げたと思います。合

唱部の発表も美しいハーモニーを聞くことができて感動しました。

・ショートコントが特に皆工夫していて、一生懸命考えて発表してくれたのがよく伝わりま

した。声も大きくはきはきと話していてよかったです。合唱部は、男の子の声がもう少し

聞こえたらよかったなと思いました （男の子たち、とてもよい声をしているので･･･）先。

生方、この大変な中、子どもたちのために工夫して学習発表会を開催してくださりありが

とうございます。

・コロナの状況をこのような形で考えられた先生方に心から感謝いたします ６年生らしい!!
!!素敵な発表でした

・おとなしいクラスの子どもたちの精一杯のショートコント、とてもかわいくて面白かった

です。劇を見れず残念ではありましたが、自分たちで考えて工夫した作品を見られて大満

足です。大変な状況の中、行事を行ってくださり、本当にありがとうござました。最後の

学習発表会、特別な想い出ができました。

・短い時間とこの厳しい状況の中で、大きな声とのびのびと発表できている姿にとても感動

しました。見に行くことができたことに感謝しています。ありがとうございました。

・コロナ禍の中、色々な制限がある中での修学旅行でしたが、その中で子どもたちがたくさ

ん学び、楽しんで、とてもいい経験をした修学旅行の様子が伝わってきました。例年とは

違う形式での学習発表会でしたが、みんなで協力しながら作り上げた発表、コント、歌、

とても素晴らしかったです。６年生最後の学習発表会を見ることができよかったです。あ

りがとうございました。

・リコーダーの合奏から紀行文の朗読、シュールなショートコント、星めぐりの歌の合唱、

構成も含めはきはきした発表でとても素晴らしかったです。発表を聞くことで、修学旅行

!!に一緒に行った気分で楽しい思い出を共有できたように思います。感動をありがとう

・みんなで考えたコントがよかったです。シュールなところも面白かったです。一泊だけど

修学旅行に行けて何よりでした！どちらもよい思い出になりましたね！歌もすばらしかっ

たです！

・コントでは、おなじみの ソングやはやりの芸人さんのギャグがあったりで笑わせてもCM
らいました。

・短い練習時間にもかかわらず、とても立派な発表だったと思います。

・今年は開催できないかなと思っていましたが、コロナ対策がきちんとされていて、いつも

より雑音もなく、集中して見ることができてとてもよかったです。練習時間もいつもより

とれなかったと思いますが、子どもたちよく頑張ったなあと感じました。

・合唱部がやっと発表する場を得られたことが本当によかったです。思うような練習ができ

ない日々もあったと思いますが、素敵な歌声が聞けて感動しました。

・開催できたことに感謝です。すばらしかった！

・みんな堂々とお話していてすばらしい。近くても言ったことのない場所だったので、行っ

てみたいと思わせる内容でした。


