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令和元年１０月２８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。

今年度は台風が接近する中でしたが、「やる気いっぱい」「進んで行動」「仲間と力を合わせる」

では、子どもたちはよく頑張っていたと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「主体的に行

動する子」を目指して、様々な教育活動に工夫して取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子どもたちは、意欲的に演技や演奏、歌唱をしていた。 ９５ ５ ０ ０

（やる気いっぱいでしたか？） ％ ％ ％ ％

②子どもたちは、進んで練習に取り組んでいた。 ８６ １３ ０ １

（御家庭での練習の様子や会話等から） ％ ％ ％ ％

③子どもたちは、協力して演技や演奏、歌唱をしていた。 ９６ ４ ０ ０

（仲間と力を合わせていましたか？） ％ ％ ％ ％

（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＞ 練習５１回 感動４０回 頑張る３０回 一生懸命１６回

【１年】

・１年生らしいニコニコ笑顔で、こちらまで笑顔でいられました。奏でる音色、先生のピア

ノ、とってもきれいでした。

・どの学年の発表もすばらしく感動しました!!
・いっぱい頑張りましたね。とっても上手で見てて気持ちがよかったです。次も楽しみにし

ています。

・どの子も一生懸命な姿に胸をうたれました。元気と感動をもらいました。

・初めての学習発表会。とても楽しみに家でも練習を頑張っていました。当日は大きな声で

発表し、演奏もとっても上手にできました。１年生らしいかわいさとみんなで一生懸命練

習した頑張りが伝わってきてとてもすてきでした。

・学校から帰ってきて、すぐにピアニカや発表の練習に進んで取り組んでいました。本番で

は、練習の成果が出ていて、すごくよい発表ができていました。

・入学してから約半年が過ぎましたが、みんな元気よく楽しそうに協力しながら発表会を行

えていたことに感激しました。
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・プログラムの裏のメッセージ通り、クラスのみんなと力を合わせてできたと思います。こ

れからも、いろんなことにチャレンジしてください！応援しています。

・とても楽しそうに演奏できてよかったです。

・歌や楽器の演奏がとっても上手で感動しました。すばらしかったです！

・みんなとても上手でした。トーンチャイムは音を出すだけでも大変なのにみんなすごかっ

たです。

・１年生の皆さんは、とてもかわいらしく元気でにこにこでした。トーンチャイムも上手で

した！緊張したと思いますが、楽しく演奏できていて見ていてうれしくなりました☆６年

生の劇もすばらしかったです。仲間は宝ですね！

・毎日毎日家でメロディオンを演奏し、セリフはクラスの皆全員分練習していました。本番

の真剣な顔はかっこよく、終わった後の笑顔はとてもキラキラしていました。よく頑張り

ました。お疲れさまでした。

・練習してきた成果を自信をもって発表できていたので、とてもよかったと思います。子供

たちの笑顔もとってもよかったです！

・たくさん練習して一生懸命歌ったり演奏したりしているのを見ることができてうれしかっ

たです。

【２年】

・「楽しみにしてて！」と、家では詳しい内容を秘密にしてました。みんな、セリフはっきり、

ばっちりだと感じました。それぞれの役割を立派に演じました。最後の歌で、音楽が途切

れましたが、次の準備の子供たち（かな？）が、すごく手拍子をしてくれました。先生の

ピアノ、手拍子、歌い続けた子供たちに感動しました。

・２年生は音響の不具合にも関わらず、全員が心を合わせて音響なしで成功させた劇・発表

に団結力を感じました。他の学年も完成度が高く、６年生は本物のミュージカルのようで

感動しました。

・２年生の時、曲がうまく流れず周囲はバタバタしていましたが、子供たちは練習通りの演

技ができたようで、最後の歌も息がそろっていて感動しました。

・２年生のクラゲ役、衣装・傘の飾り、とっても素敵なクラゲでした。大きな声で皆とでき

たことに感謝です。ありがとうございました。

・毎年すてきな歌声に心打たれます。全校合唱も各学年の歌もすてきでした。音のトラブル

があっても戸惑うことなく、歌のソロパートでも堂々としていて、又、歴史に触れること

で親子で（二世代で）知識を共有することができたり、子供たちがこれから社会に出るた

めのもととなるようなものが是川の子は育ってるなあと感じた学習発表会でした。先生方

のお力にも感謝しています。

・２年生、途中で音楽が止まっても最後まで大きな声で歌い続けていて立派でした。まさに

主体的に行動できたと思います。

・みなさん元気よく演技をされていて大変よかったと思います。今後の学校生活も何事にも

元気に取り組んでほしいと思います。

・今日の発表会を楽しみに一生懸命練習してきて、本番音響の不具合が発生し、子供たちが

かわいそうでしたが、会場の方の手拍子と清水先生のとっさのピアノでなんとか終えるこ

とができてよかったです。

・個性的な海の生き物たちとお話で楽しく見ることができました。毎日頑張った練習の中、

本番で音楽が途切れてしまっては、子供たちの不安が見えて残念に思いました。それでも

最後まで大きな声を出して演じた子供たちはすばらしかったです。

・１年生の時よりも、歌も演技もとても上手になっていて驚きました。いつの間にか成長し

ている子供たちの姿にとても感動しました。音が切れても演技を続けたり歌も元気に歌い

続けたりする姿はとても立派でした。
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・「勇気 100 ％」の歌の時、CD の音が途切れて一瞬みんなで顔を見合わせてどうするんだろ
う？と思いましたが、会場の手拍子で歌いきっていた場面、とても感動しました。

・妹たちも楽しんでいました。すてきなクラスの仲間たちを、スイミーのようにいつまでも

大切にしてください。

・２年生のスイミー、皆のびのびと楽しそうにしていて温かい気持ちになりました。

・皆、堂々と自信をもって演技や歌唱を行っていてとてもよかったです。

・たくさんの人たちの前でも大きな声でセリフを言うことができてえらかったです。

・２年生のスイミーで最後でみんなで歌ってるとき音楽がかからなくても元気に歌ってるの

が本当にかわいくて感動しました。

・皆が楽しんで発表していたこと、すごく伝わりました。感動と希望をありがとう!!
・とっても上手でかわいかったです。音が途中で止まってしまうハプニングがありましたが、

子供たちが主体的に最後まで歌っていたのがとっても感動しました。他の学年の発表もど

れもすばらしかったです。

・本番まで「緊張するー。」と家でも言っていましたが、いざ本番では、大きな声でまっすぐ

前を見て演じる姿に感動しました。最後の歌で曲が止まった時、どうなるかと思いました

が、２年生全員で止まらず歌い続けた姿は、本当に感動しました。

・曲が止まっても、戸惑うことなくそのまま歌っていて、たくさん練習したんだなあと思い

ました。

・音楽が止まっても最後まで歌った２学年の子供たちはすごいと感動しました。

・どの子もキラキラ輝いていました。声が大きくて聞きやすかった。６年生のなまりがとて

も上手でおもしろかった。先生方にも感謝です。

・音響トラブルにも動揺することなく、最後までやり遂げ、すばらしいと思いました。また、

衣装等も手作りしたようでよかったと思います。

・みんなが知っている「スイミー」を各役の児童たちがユーモアな演技で楽しませてくれた

と思います。途中、ハプニングがあっても最後までやりきっていてよかったと思います。

昨年より一人一人声が出ていたので、成長を感じました。

・音楽が途切れても父兄の拍手で歌を最後まで歌い切りました。父兄の皆さんありがとうご

ざいました。

【３年生】

・歌も演奏も上手でした。家でもたくさん練習していた成果だと思います。

・仲間と力を合わせていることが伝わってきました。”ハーモニー”できていました。

・パプリカのダンスと演奏、心がとてもわくわくしました。みんなから元気をもらって、リ

フレッシュできました。ありがとうございました。

・初めの合唱から涙がでそうでした。時間の都合で全部見られなかったのですが、３年生の

ダンスも華があってよかったです。

・今までにないほど家でも練習していたからなのか、発表の時胸を張ってやっていたようで

す。全校合唱はとてもよかったです。

・家でも毎日のようにお姉ちゃんと合唱していました。リコーダーやトライアングルも家で

も練習を頑張っていました。ビブラスラップを鳴らした時には面白くて笑ってしまいまし

た。みんなと心を合わせた演奏はとても楽しそうでした。

・どの演目も真剣に、そして楽しそうにやっていてすばらしかったです。全校合唱は、毎年

パワーアップしていて、きれいな歌声ですごい!!と思います。
・３年生の合唱がすばらしかったです。２年生の「スイミー」の歌は、音楽が止まっても歌

い続けそのうち保護者の方々から手拍子が鳴りとても感動しました。

・歌も踊りも上手でした。皆が指揮者を見る目が真剣でした。来年も楽しみです。

・家では内緒にしていたので本番はびっくりしました。とても頑張っていたと思います。
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・毎日リコーダーの練習を頑張っていました。少しずつ上達していくのがわかりました。継

続は力なりですね！堂々とした皆さんの演奏、すばらしかったです。

・毎日頑張って練習していました。本番は緊張していたと思いますが、みんな一生懸命に取

り組みとてもすてきで感動しました。先生方の御指導のもととっても頑張りました。来年

も楽しみです。ありがとうございました。御苦労様でした。

・帰ってきて自宅での自主練習、特にピアニカはものすごくがんばっていました。上手に演

奏できていてすばらしかったです。

・初めてのリコーダーに苦戦していましたが、練習を頑張って本番に臨んでいました。クラ

ス全体で楽しそうに歌ったり演奏したりしているのが伝わりとてもよかったです。

・休み時間も練習していると聞いていたので、その成果が表れていたと思います。よく頑張

りました!!
・みんな練習の成果が発揮され、とてもすばらしかったです。感動しました!!
・初めてのリコーダーで、きれいな音を出すのに手こずっていましたが、練習を続けるうち

にコツをつかんだのか、上手く音を出せるようになっていきました。当日は、みんなとき

れいな音色で合奏できてよかったと思いました。初めてのことにどんどんチャレンジして

達成感を味わってほしいです。どの学年もすばらしい発表で頑張っている姿を見て感動し

ました。

【４年】

・皆とても上手に演奏、劇ができていて”ユタと不思議な仲間たち”では感動しました。ど

うもありがとうございました。我が子の成長には涙がでそうでした。

・最後のみんなが得意の運動を見せていた時、おもしろかったし頑張っていたのがすごく伝

わってきました。お疲れさまでした。

・今まで以上に自信をもって頑張っているように感じました。

・感動しました。”ほんとうの宝物”をこれからも大切に。そして、たくさんの宝物を見つけ

られるような･･･一緒にあたり前に思うことを大切にしていきましょう。

・学習発表会を楽しみにしながら一生懸命練習した成果が出ていたと思います。とても楽し

めた学習発表会でした。

・劇の練習や準備も頑張って取り組んでいたと思います。その成果もあり、本番にはすばら

しい演技を見ることができてよかったです。

・どの学年も一生懸命やっていてとてもすばらしかったです。

・今年もどの学年も工夫があってすてきな発表でした。一生懸命な演奏や演技に元気をもら

いました！

・恥ずかしがりながらも頑張っていました。

・時には笑わせていただき、頑張って練習してきたのが伝わりました。

【５年】

・難しい曲をみんなで弾きこなしていてすばらしかったです。練習の成果が表れていました

ね!!すてきな演奏をありがとうございました。
・何曲も演奏するのは覚えるのも大変だったと思いますが、朝早く登校し、休み時間も放課

後も日々練習した頑張りが実り、５年生一人一人の力が一つにまとまったすてきな演奏で

した!!曲の中には難しい所があり成功率は５割位かも？と少し自信なさげに話していたの
で、ドキドキしながら祈るように聞いていましたが大成功でしたネ!!一生懸命な姿に演奏
に感動しました。ありがとう。

・家でも毎日練習していて、当日の演奏を聞いて「あーこの曲をいつも練習してたんだなあ」

と頑張りが伝わってきました。大好きな全校合唱もとてもきれいなハーモニーで、とても

すばらしく、今年も感動しました。
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・自主的に朝早く学校へ行き練習したり、放課後も練習したり、家でも楽譜を見ながら練習

している姿を見ていたので、本番ではとても感動しました。練習の成果が出ていたと思い

ます。

・家でも練習をがんばっていました。立派に練習の成果を発揮できていてすばらしかったで

す。こうして頑張ったことは様々なことに頑張れる力になりますね。次も楽しみです。

・苦手なところもお家で練習していました。本番では全体の音と合わせてとてもかっこよい

演奏でした。顔のシールもインパクトありました！

・毎日、自宅でも一生懸命に笛とメロディオンを練習していた成果が発表会でも実際に見る

ことができ、うれしさとともに感動しました。

・お疲れさまでした。とてもよかったです。家での練習も頑張りましたね！

・練習をみんなで頑張ったからこその成功だと思います。感動しました。

・自宅での自主練習すごくがんばっていました。難しい曲の演奏、とても上手にできていた

と思います。

・家でも練習し、学校でほめられたのがすごくうれしかったようで生き生きとしていました。

・下級生は下級生らしく元気いっぱい！上級生はやはりかっこよさと成長を感じるものでし

た。６年生の劇は毎年の事ですが、感動します。５年生！来年のオリンピックを控えたこ

の時期にピッタリのチョイスで、最高でした☆彡（そして、我が子、緊張の中司会も頑張

りました!!）皆とっても素敵でした♡
・２年生の発表の時、音楽が途中で止まってしまうハプニングがありましたが、動じること

なく続いていて、練習の成果が出たんだなと感心しました。どの学年も一生懸命練習した

のがわかりました。いい学習発表会でした。

・初めての楽器でとても大変だったと思うけど、朝練や放課後、自宅での練習もよく頑張っ

ていました。本番の演奏、とってもかっこよかったです。琴も楽しかったようで、たくさ

ん練習したので自信をもって演奏できました。練習をたくさんして、結果が出ると自信に

つながることを実感できたと思います。

・高学年らしさのある演奏で、とても立派でした。

・練習で間違いが多く、注意を受けたときは家でも練習をしていました。悔しがるだけでな

く、努力する姿に成長を感じました。演奏も、とてもよかったです。

・短期間の練習で大変だったと思いますが、合唱も演奏もとても上手ですばらしかったです。

一生懸命な姿に成長を感じました。来年は最後の発表会になりますね。期待しています。

・２学年のエンディングでは、急に音楽がストップしたのにも動じず歌い続けて「すごいな

２年生」と感心した。さらにそこに即興で伴奏をつけた先生にも感激した。

・皆さんの自信が感じられる、とてもよい発表内容でした。

・頑張ったね!!とても感動しました

【６年生】

・どの学年もとてもすばらしかったです。発表に向けて取り組む姿勢が一生懸命で、見てい

て感動しました。学校のよい雰囲気が伝わってきました。

・それぞれの生徒が長いセリフをよく頑張って暗記したと感心しました。セットも手作りと

知り照明も生徒でやっていたりと、演技も含め一体感があり感動しました。

・６年生、見ごたえのある劇でした。恥ずかしがらず堂々とした姿、立派でした。まさか学

習発表会でアムロちゃんが聴けるとは思いませんでした。うれしい選曲でした。合奏で聴

くのもいいものですね。あと「パプリカ」も。保育園児も一緒に踊って楽しそうに見てま

した。

・手作りの衣装、とてもかわいかったです。演技力がさらに UP してて、ただただ楽しめま
した。
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・感動しました！

・こっそりと練習していた様子がうかがえました。いつもならセリフの練習も家でしていた

のに台本もかくして･･･。本番で成果が発揮できましたね。すてきでした。

・６年生らしく、成長した姿を見せてくれてありがとうございました。これからも人の役に

立てることを一生懸命できる喜んでできるそういう大切なことを忘れないでほしいです。

・６年生の演技、最初から最後まで笑いと感動ありで、楽しく見ることができました。長い

セリフ・踊りなど自分の子供の成長を感じるすてきな発表会･･･。佐々木先生、ありがとう

ございました。

・さすが６年生!!みんな役になりきってすばらしい劇でした。
・６年生の劇は配役が絶妙で演出も演技もすばらしく感動しました。

・すばらしい発表会でした。どの子も堂々としていて、見ていて気持ちよかったです。特に、

６年生の態度がやはり立派でした。お疲れさまでした！

・みんな気持ちがこもっていてすばらしかった。うちの子もよくできていた。（想像以上でし

た）

・どの学年の発表もすばらしかったです。演劇は校長先生がおっしゃっていたように発達段

階ごとに成長があって楽しめました。６年生は演出も工夫があり、みんな堂々と演じてい

て感動しました。

・どの学年も一生懸命でとても感動しました!!６学年「劇団佐々木」は演技もすばらしく感
動で涙がでました。背景とても上手でした！成長を感じて（どの子も）すべて最高だった

と思います。頑張りました!!!
・６年生の演技力はさすがでした！ダンスや歌もあり、感動しつつ楽しく見ることができま

した。衣装やメイクも工夫していてすばらしかったです。

・劇では、一人一人与えられた役を立派にこなしていました。歌では声も大きく６年生らし

くすばらしかったです。

・毎年、佐々木先生の演出や選曲がすばらしく感動しています。４年間ありがとうございま

した。

・どの学年もすばらしかったです!!特に６年生!!最後の学習発表会にふさわしいとてもすばら
しい演技でした。恥ずかしがり屋で緊張しいの息子が、ソロで歌うと聞いて心配していま

したが、堂々と歌っていて感動しました。みんな、練習大変だったと思いますが、よく頑

張りましたね。本当にお疲れさまでした。今後の活躍に期待しています。

・６年生の劇、すばらしかったです。６年間共に過ごした仲間たちと作り上げたこの作品を

見て、入学当初あどけない子供たちの顔が思い浮かび、成長を感じました。ユーモアもあ

りつつ、心打たれる場面もありひき込まれました。「友だちはいいもんだ」を歌っていると

き、自然と涙がでてきました。すばらしいクラスですね。感動をありがとうございます。

最後の劇の BGM 等の音響や、この作品を選んだ先生のセンスのよさに感服しました。学

習発表会に向けて子供たちのために、様々な準備や御指導をしてくださった校長先生をは

じめ諸先生方、ありがとうございました。

・どの学年も頑張って練習したのが伝わってきてよかったです。スイミーで音楽が流れない

ときには、会場からの手拍子に合わせて歌っている様子に感動しました。６年生はさすが

と思いました。あれだけのセリフを全員がそれぞれにきちんと覚え、劇を作り上げたこと

は、とてもすばらしいことだと思います。

・一生懸命取り組む姿に感動して涙がでました。すばらしかったです。

・どの学年も堂々と自分たちの発表をしていて気持ちよく見ました。６年生は自分たちで演

出したところも多いとのことでしたが、みんな役になりきっていてすばらしかったです。

・どの学年も見ていて気が抜けなく、楽しく鑑賞しました。


