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 日頃は、本校教育活動にご理解、ご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

 5 月 25 日（土）に実施いたしました校内音楽会および引き渡し訓練には、多数ご参加いただ

き誠にありがとうございました。実施後、お願いしましたアンケート結果をまとめましたのでご

報告いたします。改善点などご指摘いただいたことにつきましては来年度に向けて、学校として

検討してまいります。また、児童が学んだことを、自信をもって発表できる場となるようにさら

に指導の充実を図る所存です。ご意見の中にもありますが、本校に在籍する児童が主役の行事で

あり、授業参観ですので、保護者の皆様や小さなお子様の会場でのマナーについては、みなさん

が気持ちよく参観していただくことができるよう主旨をご理解のうえ今後もご協力を賜りますよ

うお願いいたします。 

【 集 計 結 果 】 
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  令和元年５月実施 回収率 107/家庭数 226   47.3％ 

１：よい、できている   ２：ややよい、どちらかといえばできている 

3:：やわるい、どちらかといえばできていない  ４：わるい、できていない   ５：無記入 

質 問 項 目 1 2 3 4 5 

音
楽
会 

1 日時の設定は、いかがでしたか？ 82.2 14.0 2.8 0.9 0.0 

2 子どもたちの合唱や合奏は、いかがでしたか？ 89.7 10.3 0.0 0.0 0.0 

3 子どもたちの発表態度は、いかがでしたか？ 85.0 15.0 0.0 0.0 0.0 

4 会場の設営は、いかがでしたか？ 77.6 19.6 1.9 0.0 0.9 

5 保護者の鑑賞マナーは、いかがでしたか？ 54.2 35.5 7.5 2.8 0.0 

6 学校の指導体制は、いかがでしたか？ 75.7 22.4 1.9 0.0 0.0 

 

質 問 項 目 1 2 3 4 5 

引
き
渡
し
訓
練 

1 日時の設定は、いかがでしたか？ 76.6 16.8 4.7 0.9 0.9 

2 引き渡しは、スムーズにおこなわれましたか？ 81.3 14.0 1.9 0.9 1.9 

3 お子様は、呼ばれたらすぐに移動できていましたか？ 86.9 11.2 0.0 0.0 1.9 

4 廊下に並ばれている方のマナーは、いかがでしたか？ 71.0 21.5 3.7 0.0 3.7 

5 学校の指導体制は、いかがでしたか？ 78.5 17.8 1.9 0.9 0.9 



【校内音楽会についてのご意見】 

・低学年でもレベルが高いなと感心しました。5 年生は思っていたよりも上手でびっくりしました。 

・6 年生最高でした!! 先生方も盛り上げてくださり楽しい音楽会でした！ありがとうございました。 

・１年生すごくかわいかったです。子どもたちも楽しそうに歌っていて、良かったと思います。 

・合間に先生たちによるギター＆ベース?＆ピアノなどがあきもなく、楽しい気分になりました。 

すごくお上手だと思います！ 

・学年が上がる毎に、合唱、合奏の難易度が上がっていって、成長を感じることができてよかったと思いま

す。また、先生方のエンターテイナーぶりにも、いつも驚かされます。楽しませていただいてありがとう

ございます。 

・コントみたいなのとかダンスもあったり、新しい音楽会な感じで、見ていてもすごく楽しかったです。 

・どの学年も色々と工夫されていて、皆とても頑張っていたと思います。流れもとてもスムーズだったと思

います。 

・小学校生活最後の音楽会でしたが、合唱はとても素晴らしく、心に響いてくるような歌声でした。 

 合奏はリズムが良くて、聞いていてこちらも体がリズムに乗ってしまってました。６年生らしい、とても

楽しくて、素晴らしい音楽会でした。どの学年もとても良かったです！ 

・子どもたちの頑張りが良く伝わってきて、感動しました。(いっしょうけんめいな気持ち) 教頭先生のフォ

ローのお話も良かったです。ありがとうございました。 

・短い練習期間でよくあれだけの演奏ができたと感心しています。５年生の合唱もとてもきれいに歌えてい

て、素晴らしかったです。 

・どのクラスも学年に見合った素敵な合奏、合唱で感動しました。 

・合唱、合奏とてもすばらしかったです！来年も楽しみにしています。 

・学年ごとの良さが出ていた音楽会だったと思います。昨年とはまた違った成長が見られてよかったです。 

・運動会と同じように、カメラ席を設けてくれるとありがたいです。 

 子どもたちも一生懸命やってるのが伝わり、見ているほうも楽しませてもらえました。先生方、短い期間

にも関わらず、子どもたちをまとめて下さりありがとうございます。最近のＪ-ＰＯＰが何曲か入っていた

ため、小さい子も楽しく見れていた様に思えます。古くさい曲ばかりではなく、流行のものを入れると演

者も客もあきずに見れて、とても良いなと思いました。 

・学年によって個性があり、とても楽しめました。5 年生のハーモニーが美しく、途中からビデオを回しま

した。来年も楽しみです。 

・先生方も盛り上げて下さっているのが良かったです。娘が初めて、皆の前で歌い、リコーダーを吹く事が

できてうれしいです。 

・先生方の熱意と、応えようとする子ども達の頑張りが見れて、安心感と嬉しさを感じました。 

・最高学年らしく発表ができていて、すばらしかったです。皆の笑顔が良かったです。 

・今年度より味生小に転入しましたが、とてもアットホームな感じがし、良いコンサートだと感じました。

先生方の演奏も良かったです。次は 6 年なので楽しみです。 

・先生方の演奏で、発表と発表の間も楽しませていただき、ありがとうございました。 

・6 年最後の音楽参観、すばらしかったです。1 年生の時の事を思い出して、成長したんだなぁと思いまし

た。先生方、ご指導ありがとうございました。子どもに、良く頑張ったな！と声をかけると、うれしそう

な笑顔を見れて、本当に良かったです！ 

・子どもたちがいっしょうけんめい練習したことが伝わりました。子どものがんばっている姿に、勇気と元

気をもらいました。先生方の演奏も子どもたちと一緒に楽しんでいらっしゃる姿がすばらしいと思いまし

た。 

・発表と発表の間の先生方の演奏により、コンサート感が出てよかったと思います。楽しかったです。あり

がとうございました。 

・初めてのリコーダー、練習の成果がでていたと思います。皆、頑張っている姿がとても良かったです。 

・とても良かったです。ありがとうございました。 

・子ども達が楽しくしていたので良いと思う。 

・舞台上をメインで行うと、子ども全員を見る事が出来るのではないでしょうか。 



・音楽会以外の時間、子ども達は授業をしていたという事で、それを、参観として見る事が出来たらな…と

思います。あと、先生方の演奏、とても良かったです。子ども達だけではない所が、今年は違っていたと

感じました。 

・先生達自身が楽しそうで、楽しさが伝わってきました。 

初めての事なので、手紙の内容だけでは、どうしてよいのか分からない所があり、近所のお兄さんやお姉

さんの親にききました。 

・とても良い音楽会でした。 

 6 年生の最初のやり取りが、早口で、ちょっと聞き取れなかったのが残念でした。 

・とても感動する発表を聞かせて頂きありがとうございました。先生方の間奏の演奏も素敵で良かったです。

その分、保護者の私語がわりと大きな声で残念でした。 

・毎年、4 年生の学年は声が小さいなぁと思ってしまいます。学年の雰囲気もあると思いますが、もっとも

っと声が出るはずなのに…残念です。5 月の発表、ＧＷの 10 連休もあり、練習時間の少ない中、ご指導

ありがとうございました。 

・未就学児が騒いでいる姿が目立った。保護者は音楽会であることをもう少し意識し、騒ぎ出したら外に出

るなど、周りに迷惑にならない様、配慮してほしい。 

 子どもの成長を感じることもでき、とても楽しい時間でした。 

・子ども達はとても素晴らしい発表でしたが、自分の子どもの学年以外の時には、ずっとおしゃべりをして

いる保護者が残念でした。 

・自分の子どもの演奏が終われば、後ろにさがる等、席のゆずり合いがなかったように思われた。 

 ルールを作り、写真を撮れるようにしてほしい。 

・数名ひざ立ちで撮影されている方がいらっしゃり、すこし見えづらかったぐらいです。 

・当日、直接 9:00 に行くのか、いつも通り登校するのかわからなかった。1 年生は初めてなので、きちん

と案内してほしかった。また、発表後は、教室に戻り授業と書いてあったが、何の科目かわからないので、

持ち物もわからなかった。 

・3 年生の笛星人の発表後、観客席から笑い声がしたのが気になりました。子ども達の間でも「嫌やなぁ…」

と話したそうです。どういう意味の笑いだったのか、誰だったのかは分かりませんが、一生懸命発表した

子ども達に、同じ保護者として申し訳ない気持ちがしました。 

・先生方の演奏は、昨年のように、保護者にではなく、児童にしていただいた方が良いように感じます。 

・先生方の、児童の前での演奏のみで良いのでは…と思いました。 

・小さいお子さんに静かに鑑賞というのは、無理があります。あいさつでそんな事を言われたら、泣き出し

たら、あわてて席を立って外に出ないといけないし、出入りするのにも気を使います。 

・小さいお子さんが走りまわっていた。小さい子がガマンできないのは仕方ないので、保護者の意識を変え

るようにしないといけない。一生懸命練習した子どもたちの為に。 

 前は“しずかに”というプラカードを子どもが持ってまわっていた。そういうのをもっと強化してみては？ 

・保護者の私語が目立ち気になりました。 

・保護者の私語がうるさかったです。 

・声が小さく、何を言っているのかが分からなかった。せっかくの発表がもったいなかったと思う。 

・練習の時間が少ないのか、不安に感じている様子でした。(子が家で) ５月ではなく、もう少し練習してか

らの発表会は出来ないのでしょうか？ 

・毎年、下の子の幼稚園の行事と一緒の日で、時間帯も一緒なので（１）は③にしました。 

・日曜日にやってもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 



【引き渡し訓練についてのご意見】 

・去年やっていたので、早くに教室ろうかへ行ってしまいました。実際には、年長の弟も保育園へのお迎え

もありますので、そちらを先に行ってると思うので、また去年(地震)みたいなことがありましたら、運動場

ならばそこに、屋上ならそこに、学校から近ければ学校にと、本人とも話をするようにしています。1 人

で留守番の時は、お隣の家に行くようにと話をしていますが、また改めて話す機会ができたので、良かっ

たと思います。ありがとうございました。 

・上り、下りで階段を分けて頂いたので、昨年と比べるとスムーズに教室へ行く事ができました。 

 帰りは北校舎からと分けて頂き、階段利用が一方向だったので良かったです。 

(実際の時は、誘導看板があるといいなと思いました。) 

・引き渡し後の導線が、おむかえの導線と別になっていたのが良かったです。よりスムーズに移動できたと

思います。 

・こういった普段の訓練が、実際の災害時に落ち着いて行動できることにつながると思います。 

 体育館で説明があったのに、上がる方の階段で下りていた人たちもいました。保護者も緊張感を持って訓

練に参加すべきだと思いました。（私自身も含め）  

・毎年行っていただけたら嬉しいです。 

・これからもこういった形で、毎年行っていただきたいと思います。 

・スムーズにできていたと思います。 

・去年よりはスムーズにできていました。時間がかかる点は、改善できたように思いました。 

・学年全体の児童数が多くないので、スムーズにできたと思います。 

・大切な子ども達、帰宅するまで安心できません。真剣に取り組んでいただき、感謝致します。 

 先生方、大変だと思いますが宜しくお願いします。 

・昨年よりはスムーズになってました。 

・なぜこのような訓練をするのか、また、なぜ保護者の名前が必要なのかが、とても明確に説明されていて、

わかりやすかったです。子どもの安全のために、いつもありがとうございます。 

・すぐに移動できなかったので、ふだんもたまにあるので、今後の為にも練習します。 

・地震による引き渡しも想定し、運動場での引き渡し訓練も取り入れてほしい。 

・兄弟を１クラスにまとめておいてもらえたら助かります。 

・廊下に並ぶことはありませんでしたが、体育館での説明を聞いていない保護者もいる為、降りる時のルー

トは、引き渡し時にも説明した方が良いのではないでしょうか。 

・引き渡しはスムーズだと思いましたが、階段のルールを聞いてない人が多かったように思います。 

 登る人と降りる人で混み合ってました。 

・引き渡し訓練は、まだ、変えていってほしいと思います。とまどっていたり、話ばかりで、いつ行動する

のだろう…と感じました。 

・子どもたちが席になかなか着席しなくて中断していた。普段から落ち着きがないんだろうなと思った。そ

ういうところは、徹底した方が良いと思います。 

・人がごちゃごちゃしていて、順番待ちしていたのに順番抜かしされそうになりました。 

・音楽会の後だと、音楽会終了まで待たなければならなかったのが、妊娠中の私には辛かったです。 

・先に体育館を出てしまっている方達が聞いていないのか、階段の一方通行が徹底されていませんでした。

音楽会の前にも説明しておいた方が良いのではと思いました。 

・兄弟を迎えに行く時の順番の指定はないのでしょうか。階段ですれ違う人も多く、流れが悪かった気がし

ます。 

・迎えに行く時、帰りの方が階段を下りてきて混雑していた。階段を下りる前に先生が立っていたけど、声

かけせずに立っておられたので、声かけた方が良かったのでは… 

 ◦引き渡し訓練の案内の用紙の配布枚数多すぎ。 

 ◦当日の持ち物等、子どものみしかわからず、メモ一枚でもいれてほしかった。 

 ◦(5)の質問が、ざっくりしすぎで良くわかりません。 

・引き渡しやっていない。 

・早退したのでわかりません。 


