
 

 

 
 

運動会を終えて 
新型コロナ禍の運動会。 制約の多い中で・・・これまでに経験したことのないストレスもあった

と思います。 特に保護者の皆様には、実施そして参観に関してご理解・ご協力いただきありがとう

ございました。 

 

笹中ソーラン２０２０「希望をもって」の動画を本日より平日 8:30-17：00 まで昇降口サイネージ

で放映いたします。 保護者の皆様も昇降口までの入校できますので、視聴可能です！ 

 

今回の運動会で「他校が縮小しての実施」をする中、フル（全面）実施できたのは、 臨時休業中の

オンライン授業があったからです。 授業の進度が他校よりも「ゆとり」のあった関係で、感染症対策

を施しながら、じっくり行事に取り組むことができました。今後もできる限り「学校行事」を充実させ

たいと考えています。 
  

 また、保護者の皆様には、オンラインでのアンケートにご協力いただきありがとうございました。先日導入し

た「Home & School アプリ」から配信しました。（アプリの導入ができていない方は、学校までご相談ください。） 

 

アンケートの集計は以下の通りです。 

 

運動会アンケート 「匿名によるご意見・ご感想の自由記述」 

   実施期間 10 月 24 日（運動会当日）16 時から 10 月 26 日（月）17 時まで 

   回 答 数 ４０ （全生徒比２５％） 

 

〇 コロナ対策で制約がある中でも、精一杯楽しんで運動会を開催したいという子供達の思いが伝わっ

てきました。特に 3 年生はその気持ちが強かったのではないでしょうか。家に帰ってきてからもとて

も楽しそうにしていました。 

〇 コロナ禍で他校が運動会短縮の中、いつもとほぼ変わらずの数の種目の運動会を開催してくれて、

親子共々感謝しています。サプライズ？の先生方のリレーも見ていてとっても楽しかったです！子供
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達もとても楽しそうだったのが印象的でした。いつも子供達のことを考えていただき、本当にありがと

うございます！ 

〇 校外委員として、お手伝いさせて頂きました。 

先生方が受付にずっと居て下さったので、自分の子どもの競技は全て見られて良かったです。観覧席

も椅子がない分、見易い位置に動けたので、良かったです。 

保護者へのアナウンスが、なかなか難しかったのではないかと思いますが、人数制限のお陰で受付も

込み合う事なく対応出来ていたと思います。先生方、お疲れ様でした。楽しい運動会でした。ありがと

うございました。  

〇 秋に行われた運動会はとても良いなと思いました。そして保護者用に解放されたスペースが今まで

よりも良かったなと思いました。先生方のリレーがとても盛り上がったので、来年の運動会でもまたや

って欲しいと思いました。  

〇 クラスが一丸となって頑張っている姿がよく見えました。 

〇 開催されないと思っていた運動会。本当に嬉しかったです。3 年生で、最後ということもあり、どう

しても見たかったので感謝しています。本当にありがとうございました。  

〇 ３年生の団結力の素晴らしさを感じました。2 年生、１年生もこれからの伸び代を期待出きる姿が沢

山見られて素敵な運動会でした。大勢の生徒の気持ちを盛り上げ、達成感を感じることが出来たのも

日々の先生方の指導のおかげだと感謝致します。先生方、職員の皆様、お疲れ様でした。ありがとうご

ざいました。今年の運動会はいつもとちがいましたが、保護者もみることができてよかったです。 

〇 生徒の皆さま、教職員の皆さま、役割の皆さま、運動会おつかれさまでした！感染症予防対策をしな

がら制約のあるなかでの開催でしたが、子どもたちとても頑張っていて感動しました。天候にも恵まれ

て素晴らしい運動会だったと思います！ 

〇 1 年生の 100m 走で、名前を呼ばれた選手に拍手をする、とか、３年生の 100m 走でも掛け声が格好

よくて、チーム関係なく応援する様子に清々しい気持ちになりました。来年度以降も応援にも力を入れ

て盛り上げてほしいと思いました。 

〇 ご指導・準備や片付け等、ありがとうございました。 

〇 コロナ禍の中でも、工夫してやって頂き、子供たちも楽しそうで良かったです  

〇 みんな頑張ってました。意見は特にありません。 

〇 コロナ渦でいつもと違う状況での実施、ありがとうございました。しばらく見ない間に、お友だちも

大きくなっていて顔や体つきも高校生のようで、子どもたちが全力で走る様子は感動しました。 

〇 一年生の保護者です。本日は、天候にも恵まれて運動会が行われて良かったです。中々2、3 年生に

会うことがないので活躍している様子も見られたのも良かったです。密を避けて色々工夫された競技

であろうと思いました。生徒達もお互いを励ましあって明るい雰囲気を感じました。また、マスクも付

けたり外したり、少し力を出し切れなかったかもしれませんが、思い出作りが出来ました。 

〇 開催できて良かったです。やっぱり秋のほうが良いです。 

〇 たくさんの制限があるなか、できる限りの対策を施し生徒も意識しつつ開催され、最初はどうなる

ことかと思っていましたが、通常と変化の少ない運動会で保護者としては満足しています。本来は声を

出したいところをグッと堪えながら応援をしました。やはり応援があった方が盛り上がるなと実感し

ました。成績も応援や声を出していた組が勝った印象です。  

〇 開催する事も難しかったのに、天気にも恵まれて本当に良かったです。子供たちに、とっても大切な



思い出を作って頂きありがとうございました  

〇 この状況の中…開催して下さり有難うございました。競技も 考えて下さり…先生方大変だったと思

います。久しぶりに 学校に行く事ができ嬉しかったです…親子共々楽しい１日になりました！ 

有難うございました。先生リレー…盛り上がりました(^-^)v 

〇 勝ち負けに対して、真剣に向き合う子供たちを見れて新鮮且つ感動しました。 

個人的にも、娘が勝敗にこだわっていた事が、成長を感じましたし、嬉しく思いました。 

先生方のリレーもサプライズで盛り上がり、すごく良かったと思います。ありがとうございました。 

〇 コロナ禍なのに、縮小しないで開催して下さり感謝です。子供達も良い思い出ができたのではない

でしょうか。暑くもなく寒くもなく、良い気候で良かったです。５月６月よりも、この時期の方が良い

ですね。ソーランの人文字を写真で見ましたが、素晴らしかったです！色々準備していただきありがと

うございました。楽しかったです。 

〇 今回、コロナウイルス対策を行いつつ、例年通りの競技とはいかなかったものの校長先生はじめ先

生方子供たちと話し合って決めた競技にとてもアイディアを感じ、保護者としても楽しめた運動会で

した。3 年生最後の運動会で 1 日できたことは本当に感謝でしかありません。ありがとうございまし

た。また、うちのクラスは学校に毎日来れない子供が多い中、三年生全員リレーの時間には間に合いク

ラス全員で走れたこと、結果はどうであれ素晴らしい絆を感じました。これはクラスのみんなが受け入

れ、その環境を作ってくれている久保先生のおかげです。 

３年生だけでなく全生徒が一生懸命に参加している姿が印象的でした。素晴らしい運動会をありが

とうございました。  

〇 今年はコロナの関係で、観覧者の制限があった為、観覧しやすく、子供達のビデオ、写真撮影もしや

すかったです。子供達には応援が少なく寂しかったかもしれないですが。演目に関しては、

SOCIALDISTANCE が必要という事で仕方の無いことだと思いますが、棒引きの激しい争奪戦が見ら

れなかったのは、少し残念な気がします。でも、色々な工夫をしながら、運動会を開催して下さった先

生方には感謝致します。先生方のリレーはとても楽しめました。 

〇 コロナ禍でフルの運動会実施というご決断、素晴らしいと思いました。久々に学校行事に参加出来、

子供達の元気で楽しそうな姿を見て、こちらも元気をもらいました。 

〇 コロナ禍の中で出来る競技ということで例年とは違う種目でしたが、みんな変わらず一生懸命で感

動しました。 

〇 小さい弟がいるため、オムツ替えや授乳のたびに帰らなければならないかと思いましたが、授乳室

をご用意いただけてとても助かりました。おかげさまで、娘の出番を見逃さずに全て見ることができま

した。ありがとうございました。 

〇 躍動感あふれる運動会でした。 

〇 今年はどうなるか気になっていたのですが、何とか運動会が出来たので安心しました。 

〇 先生方、運動会関係の保護者の方お疲れ様でした。運動会が無事に開催され感謝致します。ありがと

うございました。 

〇 運動会進行が生徒中心で先生方はサポートという所が良かったと思いました。担当生徒は大変だっ

たと思いますが一生懸命な姿に感動しました。運動会を実施して頂きありがとうございました。コロナ

禍で中止になる学校も多い中、競技のやり方など工夫して例年通りの運動会を見ることが出来て嬉し

かったです。ありがとうございました。 



〇 大変な時期の中ではありますが、子供達の元気な姿が見れてよかったです。 
 

 多くのご感想ありがとうございます。「秋」の実施が良かった。というご感想を多くいただきました。しか

し、「秋実施」は「渋谷区中学校陸上競技大会」「町民大運動会」があるため、次年度以降の実施は厳しい状況

になっております。（本年度、両方が中止となりましたので「秋」の実施が可能となりました。） 

 

〇 今年は、特別限られた中でしたが、開催できて良かったと思います。やはり行事は、思い出になるし、

クラスの皆と仲良くなり団結力を身に付ける大切な事だと思います。先生方のリレーが最高‼️でした。

それから流れていた曲がレトロでしたがもう少しモチベーションが上がる曲の方が良いと思います‼️ 

〇 競技中などには流す曲が古すぎる。先生方のリレーが面白かったです 
 

エキシビション（サプライズ企画）で行われた教職員リレーについて好評をいただいております。（学

校管理者としては、教職員の怪我等のリスクがあり、ドキドキです・・・次年度は・・・。） 

ＢＧＭについては、今年も生徒に希望をとっておりましたが・・・希望が出てこない状況でした。自分

たちで創る運動会という視点から生徒自身に考えさせていきたいと思います。 

 

〇 ソーラン節ですが、体育館側、観客を正面にして踊ると良いのではないかと思いました。コロナ禍で

のスケジュール変更でしたが、10 月の運動会は、準備期間を含めて子どもの体力的に無理のない範囲

でした。来年度以降も秋に開催が良いのではないかと感じました。また企画、運営に生徒が加わり、仲

間意識が高まったようです。（家庭での会話で感じました）来年度以降 笹塚中の運動会の変化がとて

も楽しみです。 

〇 来賓の方がいらっしゃらない中での開催でしたので、ソーラン節は保護者観覧スペースの方を正面

にして踊っても良かったのではないかと思いました。リアルタイムの配信は見ておりませんが、正面か

らの映像配信など工夫をしてくださったことはありがたく嬉しかったです。 
 

ソーラン節の正面を反対側にするという案は、校内でも企画されておりました。しかし、「Drone 空撮」の

ために正面を校舎側としています。（観客等の真上での Drone 飛行ができませんので校舎上空での飛行が

必須となります。）ご理解をいただければと思います。 

 

〇 先生方、学校関係者の皆様、運動会お疲れ様でした。秋の運動会は気候的にはとても良かったです

ね。ソーラン節の生配信は画期的でした。でも前日に Microsoft teams に登録したかったのですが、学

校のアカウントが登録出来ず配信は見ることができませんでした。説明が分かりづらかったので、次回

はスムーズに見る事ができるといいなと思います。 

先生方のリレー盛り上がりましたね。とても楽しかったです。 
 

Microsoft Teams の接続は簡単にできますので、おそらく情報配信アプリの「Home & School」の取扱いで

あったと思います。「Home & School」は、学校からの直接メール配信機能と Web サイトとの連動機能を併せ

持っていて操作性がわかりづらい面があります。わからないときは躊躇せず学校（校長・副校長宛）まで

電話をお願いします。 今後、学校行事等で MicrosoftTeams により配信するときには事前に配信テストを

していきたいと考えています。 

 

〇 短縮版ではない運動会実施ができ、見応えもあり良かったです。やはり、学年が上がるにつれ走り

方、戦略の立て方、そして何より応援の仕方が素晴らしいと感じました。ただ、保護者が密にならない

よう、むしろ観覧席として椅子を設置し、ソーシャルディスタンスを保てるようにしていただいた方が

安心して観れたように思います。 



〇 楽しめました。先生方のリレーに子供達が大喜びする姿が感動しました。座れると助かります。 

〇 立ち見だったせいか？体調を崩してしまい、午後はチームスでソーラン節を拝見しました。人文字

が把握出来ずに残念でした。音は良く聴けました！ 

〇 先生方、お疲れ様でした。このような時勢の中でも運動会が行われた事が本当に有り難く思います。 

内容も楽しかったです！ただ、立ちっぱなしは少し辛かったです。本日は本当に有難うございました。 
 

 「立見」となり申し訳ありません。「椅子」の設置も企画の段階で検討しましたが、椅子の配置数、座席配置

でのソーシャルディスタンス、椅子の消毒のコスト、設置・消毒の人員等々の課題があり、今回は「立見」と

いうことといたしました。ＰＴＡ会議室前に休憩所を設置したのですが、混んでいた状況でした。次年度も

コロナ禍の状況となった場合は「休憩スペース」の増加等を検討をしたいと思います。 

 

〇 今回、入口で体温チェックしてましたが 39 度を超えた方を入場させていました。それではチェック

している意味がないと思います。何故入れたのか…  
 

途中システム不良により、陽なたで測定すると異常値が出てしまう状況となっていましたので、各ご家

庭で測定していただいたカードを基に入場してもらいました。（このような状況でしたので、体温を測定

していない方のために体温計も準備しておりました。）ご心配をおかけして申し訳ありません。 

 

〇 小学校と同じ日だったのでちゃんと観られなくて残念でした。（保護者のみの見学だったので、午前

中に終わった小学生を置いておけず午後もみられなかった）でも中止にならずに良かったです。ありが

とうございました！ 

〇 学区内の小学校と同日開催だったのが残念でしたが、例年通りの内容で実施出来たのは良かったで

す。 
 

臨時休校のあった関係で学校の行事計画について、年度途中に全校が全面的に見直しました。限られた

スケジュールの中での設定で・・・この日しかないという・・・変更の余地のない状況でした。（区内中

学校８校中７校同時開催です。）ご理解いただければと思います。 次年度は、例年通り近隣の小学校とも

スケジュール調整をしていきます。 

 

〇 スタッフではありませんでしたが、いいでしょうか？ 

コロナ禍での秋開催の運動会でしたが、秋もいいなと思いました。シンプルかかつコンパクトで様々

な限定事項ではありましたが、その分個人への声援が新鮮、温かみを感じました。校長はじめ先生方、

PTA スタッフの皆様お疲れ様でした。そして、こどもたち感動をありがとう。 

追伸、ちょっと気になったこと。1.トラックの同じ箇所で何人かが転けていたので、なんとかしてほ

しかった。かわいいそうだった。2.クラスに同姓がいたら名もコールしたほうが親切に感じました。同

じ漢字で読み方が違う姓や同じ読み方で違う漢字の姓があるので。3.今回の teams 配信ですが、中々上

手く繋がりませんでした。もっと簡単に出来たらなと思いました。youtube 限定配信ではダメだったの

でしょうか？また、全部プログラムを固定カメラで良いので、配信というのはどうでしょうか？素人考

えで申し訳ありません。  
 

ご意見のありました以下の３つですが 

①  第３コーナー付近の水はけが悪く、前日の雨で滑りやすくなっていました。（前日、降雨前から、

この地点にプルーシートを敷き対策に努めたのですが・・・）今後もグラウンドの整備を進め

ていきたいと思います。 

② 生徒の紹介（コール）に何回かミスがありました。次年度わかりやすくしていきたいと思います。  



③  ＹｏｕＴｕｂｅでの限定ライブ配信には多くの課題があります。肖像権・著作権・配信のシス

テム・人的（コスト）確保等々があり、現在、学校に導入されている Microsoft Teams での配信と

しました。フルタイムの配信も検討したのですが人員を１人配置する必要があり、今回は試験的

に笹中ソーランのみとしました。 今後もコロナ禍で MicrosoftTeams による学校行事ライブ配信

の可能性がありますので、テスト配信をする等の準備をしていきたいと思います。 

ご理解をいただければと思います。 

 

〇 楽しく拝見いたしました。このような時期に運動会を開催していただき、特に 3 年生は良い思い

出になったと思います。今年は保護者のみの観戦とのことでしたが、未就学児の見学について、不可

でも可でもない表現で、メールではしっかり監視すればよいとのことでしたので連れて行きました

が、入る際には、本当はダメだけど連れて来ちゃったのでしょうがないので〜のような感じだったの

でモヤモヤしてしまいました。 

〇 参観者の「保護者のみ、乳幼児は手を離さずに」という解釈が、置いてこられない乳幼児は参加

OK かと理解しましたが、そうではなかったようで混乱しました。 
 

校長室だより第４８号でお知らせしたとおり「乳幼児は離れずに」ということで「参加 OK」という考えで

いたのですが・・・。上手く全体に伝わらずに不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。どれぐらい

までが乳幼児？ということで混乱を招いてしまったようです。 今後は、「連れてきても良いが保護者から

絶対に離れることのないように」と明確な表現にしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昇降口のサイネージでは、「笹中ソーラン２０２０」と同時に１００ｍ走とリレーの写真をスライドシ

ョーにした「運動会２０２０ 笹中生、走る」も同時に放映します。  

平日 8:30-17：00 まで昇降口サイネージで放映しております。 保護者の皆様も昇降口までの入校でき

ますので、視聴可能です！ 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。 今後も、生徒・教職員で「知恵」を出し合い（保護

者の皆様のご意見も取り入れ）、試行錯誤をしながら、より良い学校生活を創り上げていきたいと思いま

す。 

今後もご理解・ご協力をお願いいたします。 


