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○健康なからだをつくる

○美しい生活を求める

六中生の「協力・信頼・団結」で、大きな「友情の華」が咲いた運動会
今年度の運動会は、当初の計画では５月２２日（土）に開催する予定でしたが、感染症の影響で延期となっていま
した。１学期末に学習発表会との関連から１０月１日（土）に開催することを決定しましたが、夏季休業日中も感染
症拡大の勢いは衰えず、学年別での開催も視野に入れながら準備を進めてまいりました。緊急事態宣言の発令下で
は、学年を越えた練習に取り組むことができず、全体練習を１回も行わずに当日を迎えることになりました。
緊急事態宣言が９月３０日（金）に解除されることが決定し、学校全体で開催できるようになり、念願の「集団の
学び」の場を構築することができるようになりましたが、今度は台風１６号の接近による影響に気をもむ日々が続
き、実際に１日順延となって１０月２日（土）にようやく運動会当日を迎えることができました。
台風の影響により、当日朝に準備を行いましたが、前日にアリーナの方で天幕を付けて準備しておいた合計２７
張のテントを設置する際も、実行委員の皆さんが積極的に作業に取り組んでくれて、予想以上に早く終えることが
できました。台風一過の好天で１０月とは思えないほど気温が上がりましたが、テントのおかげで日陰をつくるこ
とができました。また、学校で用意した水を１０時頃に配りましたが、これに加えてＰＴＡのご配慮により、昼休み
にもお茶を配っていただきました。テントと十分な水分補給の効果があいまって、心配された熱中症様の症状を訴
える生徒もいませんでした。朝から設営、保護者の方の招集・誘導に当たってくれた立正大学の学生の方々にも深
く御礼を申し上げます。
緊急事態宣言が解除されたとは言え、様々な制限、制約のある中での行事で、生徒の皆さんも大変だったと思い
ますが、それぞれ各クラスが協力・信頼・団結の精神を存分に発揮し、とても素晴らしい行事とすることができまし
た。競技中には学年を越えた温かな応援の姿勢が数多く見受けられ、六中生の優しさと思いやり、そしてまとまり
のある高い仲間意識を感じることができました。中でも、最高学年である３年生が立派にその役割を果たし、六中
の伝統に新たな１ページを刻んでくれました。１・２年生の皆さんもその姿を目の当たりにして、明確な目標がで
きたことでしょう。この成果を日頃の学校生活に生かすとともに、ぜひ脈々と継承していくことを願っています。
保護者の皆様方をはじめ、多くの方々に支えられたからこその充実した行事が行えたということを胸に刻み、今後
も前向きに頑張っていくことを期待します。
今回も、大変多くの保護者の方々にアンケートにご協力いただきました。とても温かく、励ましの言葉を多くい
ただいたことに加え、貴重なご意見もお寄せいただきましたので、すべてご紹介させていただきたいと存じます。
子どもたちの頑張りを受け止め、価値付けていただいたことを心から感謝申し上げます。加えて、教職員にも過分
なお言葉をいただいたことをとてもうれしく思います。
今回の運動会で、初めて YouTube ライブの配信に取り組みました。専従の係を配置することができませんでした
ので、２階テラスからの固定映像となり、満足のいくものとすることができなかったことをお詫び申し上げます。
動きの多い運動会では、教職員は競技運営と生徒対応の方に注力する必要がございますので、来年度に向けて、映
像関係が得意な保護者の方や大学生等にお手伝いいただくことを検討してまいります。また、機材の方も十分にそ
ろっているわけではありませんので、計画的に充実に努めてまいります。

運動会から学習発表会へ
生徒全員の力で、さらに
認め合い、支え合い、
高め合っていきましょう！
今週末に学習発表会を控え、生徒の皆さんは、さらに大きな「友情の華」を咲かせようと取り組んでいます。今後
とも、今回の成果と課題を踏まえ、より一層子どもたちのことを第一に考えて学校生活の更なる充実、発展に向け
て努力してまいりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
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～ ご協力いただき、ありがとうございました ～

＜記号の説明＞
◎ 「来校して参観」
「YouTube のライブ配信を視聴」の両方の方
○ 「来校して参観」の方
● 「YouTube のライブ配信を視聴」の方
◇ 「その他」の方

【１年生の保護者の方より】
◎ 子どもたちの頑張っている姿を久しぶりに見る機会をつくっていただき、ありがとうございました。リレー
以外は、ライプ配信で視聴しました。カメラの位置が悪く、ゴールの手前からしか見られませんでした。スタ
ートから見られるように、カメラ位置の工夫を検討してほしいです。
○ 制限の多い中、練習もままならずに臨んだ運動会でしたが、
「運動会ができる」という喜びにあふれた一日だ
ったと思います。広報委員の写真係でしたので、全てのプログラムを拝見しました。例年に比べて少ない演目
数でしたが、時間もゆったりとしていて、十分に楽しめました。大繩跳び、BOX リレー、魔法の絨毯は、とて
も良く練られており、先生方が工夫してくださったのだなと感心いたしました。密集を避けたり、熱中症対策
もきちんとなされていて、細やかな配慮に感謝しています。ライブ配信も家族が家で見ていました。良いアイ
デアなので、今後も続けていただきたいと思いました。
◇ 仕事のため、参観も視聴もできませんでした。コロナで大変な中、ありがとうございました。
○ 初めての運動会で、とても楽しみにしておりました。コロナ禍の中、開催できたことをとても感謝しており
ます。今回は、学年入れ替え制だったので、ゆったりと見ることができましたが、通常だとどうなるのだろう
…と思いました。なるべく自分の子どもが出る競技をしっかり見られるように今後もしていただければと思い
ます。ありがとうございました。
◎ コロナ禍で最大限できることをやっていただいたと思います。ありがたいことです。競技のボリュームもち
ょうど良く、大変スムースに進行できていた印象でした。当日、水分補給が心配でしたが、水を配っていただ
いたと後から聞いて、ほっとしました。残念だったのは、保護者の観点から「学年ごとの開催でなかったので、
限られた競技しか見られなかったこと」
「校庭でもオンラインでも生徒の顔、表情がよく見えなかったこと」で
した。子どもの視点に立ってみると、
「校庭では整列して座っている方向のまま前を見ていたので、応援が盛り
上がっていなかった」気がします。限られた範囲内であれば、列を崩して移動したり、方向を変えても良いよ
うにしたりすると、もっと盛り上がって楽しめるのではないかと思いました。競技は、トータルで数分なのに、
一日中「待っている姿勢」がつらそうに見えました。子ども本人としては、何の不満もないということでした。
大変良くやっていただき、ありがとうございました。素晴らしいと思います。
● 準備期間や練習時間が限られていたと思いますが、先生方や生徒の皆さんが一生懸命な姿を見ることができ
て良かったです。縦割りのチーム分けで、学年を越えて応援する姿がとても素晴らしかったです。全員リレー
は、見ていてとても力が入りましたが、個人的に一番面白かったのは、３年生の魔法の絨毯でした。赤組のキ
ャッチ係のスーパープレーを何度も見て、盛り上がりました。
◎ 大変な状況の中、行事を開催することは、先生方、生徒の皆さん、とてもご苦労されたことと思います。当
日、先生の指示でスムースに動ける六中生の姿、とても頼もしかったです。全員リレーの後、控え席に戻ると
先輩方から自然とねぎらいの拍手がわき起こり、とても温かい気持ちになりました。先輩方の競技も、その後
に一生懸命に応援したそうです。練習で勝っていたのに負けてしまって残念そうでしたし、
「合唱で勝つ！」と
話していましたが、
「あ～楽しかった」という言葉が一番の感想だったとおもいます。ありがとうございました。
◎ イベントがいろいろと延期、中止される日々に運動会を開催でき、参観できたことは、大変良い思い出とな
りました。子どもたちの一生懸命な姿に、思わず大声援を送りました。1 年生の全員リレーは、練習不足なのか
なと思うバトン渡しでしたが、皆、真剣な表情を間近で見ることができて、来校参観の機会を与えてくれたこ
とに感謝いたします。YouTube は、全体の流れも楽しめましたが、音が聞き取れずちょっと残念でした。
○ 種目数は少なかったですが、十分に楽しめました。欲を言えば、全員リレーは、もう少し長い距離を走らせ
てあげたいなーと感じました。他学年を応援する３年生（特に男子）の姿が、ほほえましかったです。団体種
目（大縄跳び以外）は、機会があればやってみたいねーと話しながら観戦しました。
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○ PTA でお手伝いさせていただきました。特に大きな混乱もなく、保護者の皆様も協力的に行動してください
ました。子どもたちも大きな制約がある中、きちんと行動している様子が見えました。個人的には、時間の問
題があるかもしれませんが、全員がトラック 1 周を走る競技を見たいと思いました。先生方のご準備も大変だ
ったかと思います。ありがとうございました。
● コロナ禍の大変な中、運動会を実施してくださり、ありがとうございました。動画でしたが、我が子がどこ
にいるのかを目を凝らして探し、画面をくまなく見られたのも、こんな時期ならでは、なのかな…と思いなが
ら拝見させていただきました。全種目を実際に見られず、残念という思いもありますが、何よりも子どもたち
が精一杯取り組むことができたということが、思い出にも残り、これからの学校生活にも生かされていくこと
が一番だと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
○ 限られた時間ではありましたが、間近で子どもたちの様子を見ることができ、皆とても良い表情をしていま
した。観客が少なくても活気がみなぎっていて、子どもたちのパワーに圧倒されました。なかなか行事が行え
ない中、いろいろな対策を考え運動会を開催していただき、感謝しています。本当にありがとうございました。
○ YouTube でのライブは、声も聞こえたので思ったより良いと思いました。
○ コロナ禍の中で、運動会ができて素晴らしいと思います。
○ いつもお世話になっております。このような大変な時期に、いろいろとご苦労いただき、運動会を開催して
いただけたことに大変感謝しております。１種目でしたが、子どもの頑張っている姿を見ることができ、この
時期だからこその思い出になりました。気になった点ですが、①フェアキャストのライブ配信の URL が聞き取
りづらく、大変でした。②学年別観覧の場合は、その学年の種目を多くしていただけたらと思いました。他学
年で観覧される方が少なくなり、少し寂しい気持ちになりました。しかしながら、関係者の皆様には感謝して
おります。本当にありがとうございました。
● YouTube のライブ配信で観戦しました。カメラの位置、実況などに工夫をしていただけば、より良く楽しめ
たと思います。小学校６年生の時代を含め、ほとんど行事がなかった本人にとっては、とても楽しい思い出に
なったようです。ライブ配信のストリーミングについては、もう少し長い期間見ることができれば大変ありが
たいです。
◎ 金曜日、土曜日と続けてお休みが取れず、土曜日は祖母に観戦をお願いしました。教師をしていた祖母が、
いろいろな学校の生徒さんを見てきて感じていたのは、年々覇気がなくなってきているということでした。六
中の生徒さんは、準備体操も手を抜くことなく、素直だと感心しておりました。母である私は、ライブ配信に
て視聴させていただきましたが、通常であれば見られないところ、今回このような形で見させていただき、と
ても感謝しております。ありがとうございました。先生方、お疲れ様でした。
○ コロナ禍の中、運動会を開催していただきありがとうございました。演目ごとの入れ替えなどの感染症対策
をはじめとして、安心して見ていることができました。来年は、全演目を見学できることを願っております。
先生方には、お忙しい毎日かと思いますが、お体にご自愛いただき、これからもご指導くださいますようお願
いいたします。
◎ 小５以来の運動会でした。生徒の皆さんのはつらつとした運動会を見ることができて、大変楽しかったです。
例年と異なる上、緊急事態宣言解除がわかったのが直前であり、先生方、職員の皆様にはご負担も大きかった
と思いますが、感染症対策も十分に講じてくださった上に YouTube のライブ配信もしていただき、安心して楽
しめました。ありがとうございました。２年間、孫に会っていない祖母も、どの子が孫かは判別できませんで
したが、YouTube で楽しめたとのことでした。
◎ この状況の中で、運動会を開催していただいたこと、そして見学の機会をつくっていただいたことに大変感
謝申し上げます。本当にありがとうございます。自分の子どものはちまきの色やリレーの出走順を聞いていな
かったので、見つけるのに少し時間が掛かりました。中学生になると、なかなか自分からは話してくれないの
で、保護者から聞いておくべきだったと勉強になりました。子どもたちが、生き生きと楽しそうにしているの
が何よりでした。
◎ コロナ禍の状況で、運動会を鑑賞できただけでもありがたいと思いました。リレー競技は、来校して観覧し、
その他の競技は YouTube で鑑賞できました。運動会の開催に関わってくださった関係者、スタッフの方には本
当に感謝いたします。ありがとうございます。また来年もよろしくお願いいたします。
○ 素晴らしい運動会でした。初めての中学校運動会を見学させていただきましたが、
「生徒たちが自分たちで創
っている運動会」という感じがしました。子どもたちの真剣に取り組む姿に感動しました。とても良かったで
す。来年の活躍を楽しみにしています。ありがとうございました。
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● 設置された固定カメラでしたので、個人を特定してみることが難しかったです。もし、来年も同じスタイル
を取るなら、数人のカメラマンがいて、ズームするなどの変化のあるアングルがあるとより良いなと感じまし
た。
◎ コロナ禍の中、中学生の迫力ある運動会を見ることができて良かったです。YouTube は、雰囲気が分かるだ
けでしたが、遠方の祖父母も見ることができました。
○ コロナ禍で世の中が二転三転する中、全校で運動会を開催できたこと、そして保護者も観覧できたこと、本
当にありがたく感謝しています。入学して、初めて我が子が生き生きと学校生活を送ることができていること
をこの目で見ることができました。観覧できる時間が非常に限られていたのが残念でしたが、逆にしっかりと
コロナ対策をとってくださっていると受け止め、安心して観覧できました。同じ条件で１家族のうち観覧可能
な人数が増えるとうれしいです。引き続き、どうぞよろしくお願いします。
◎ 感染症対策（生徒、保護者共に）万全の中、安心して参観することができました。また、ライブ配信はどこか
らでも気軽に見ることができ、臨場感も楽しめました。コロナ禍でご苦労も多いと思いますが、臨機応変にご
対応くださり、ありがとうございました。
○ コロナで行事が中止になる中で、無事に運動会ができて本当に良かったと思います。生徒の皆さん、先生方、
運動会の運営ありがとうございました。子どもの姿を見ることができ、成長していることも確認できました。
◎ 見学場所に日よけが一切なく、立ち位置が決まっていたので動けず、厳しかったです…。しかし、学年ごと
の見学だったので、今までよりも見やすかったです。YouTube ライブは、全体の雰囲気がよく分かりました。
しかし、撮影場所の都合だと思いますが、クラスによってはちょっと遠くて見えなかったです。練習時間が短
かったのに、とても頑張っていてすてきでした。ありがとうございました。
◎ コロナ禍の中、様々な工夫をして運動会を行っていただき、感謝しております。保護者が実際に見ることが
できる部分が少ない、映像がやや見づらいなどありましたが、まず、子どもたちが運動会に力一杯取り組んで、
達成感を得られることが一番だと思いますので、保護者はその一端を見ることができてうれしかったです。子
どもは、満足した様子で帰宅しました。ありがとうございました。

【２年生の保護者の方より】
● YouTube のライブ配信で観戦しました。カメラが定点であり、グラウンドが半分ほどしか映っていなかった
ため、正直に言うとほとんど状況をつかむことができませんでした。実況やカメラの位置などを工夫していた
だけると楽しむことができたと思います。コロナ禍、開催に至るまでの先生方のご苦労、本当に感謝しており
ます。帰宅して感想を話す子どもの楽しそうな顔がイベントの大切さを物語っていました。ありがとうござい
ました。
○ 現在の状況下で最大限可能な運動会だったと思います。準備なさった六中の先生方、PTA などスタッフの皆
様に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。YouTube だと我が子をアップで見られないのではと
思い、臨場感を味わいたいことから六中に伺いました。種目は少なかったですが、それはやむなしですし、十
分満喫いたしました。
● ライブ配信が、スマホでしか見られず不便だった。同一角度からの映像でつまらなかった。
○ コロナ禍、さらに台風接近と厳しい環境の中、先生方も生徒たちも準備が大変だったと思います。その中で
も学校全体で開催でき、子どもたちの成長を感じることができてとても良かったです。それぞれの学年の種目
もとても面白かったです。私は、PTA として参加したので全体を見ることができて感動しました。ありがとう
ございました。家族は、配信を見たそうですが、あまりよく見えなかったそうです。
○ コロナが収まらない難しい状況の中、工夫をこらして運動会を開催してくださり、ありがたく思っています。
それぞれの学年が、この状況の中でできる種目を選んでくださったと思いますが、制約のある中でも楽しそう
に、また真剣に取り組んでいる姿が印象的でした。コロナが来年以降も続くようであれば、学年ごとに時間を
区切って、その学年の複数の種目を時間内に行うという形でも良いのかと思いました。
● 大変な状況下、運動会を開催していただき、ありがとうございました。来校する
予定でしたが、100m 走を見たかったので YouTube で見させていただきました。
どの子が我が子か分かりませんでした（マスクと歩き方で予想し、結果当たってい
ました）が、雰囲気は十分に伝わり、楽しんで視聴できました。また、離れたとこ
ろにいる祖父母にもサイトを伝え、視聴することができたのでとても喜んでいまし
た（名前の放送が聞きづらかったです）
。全体練習をしていないと思えない運動会
でした。六中ソーラン楽しみです。
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◎ ＜YouTube のカメラ位置について＞校庭の競技エリア全体が見えるようにしてほしい。リレー、100m 走で
走っている姿が見えなかった。＜全員リレーの走行距離について＞１周の半分では、中学生としては短いので
はないか。時間の兼ね合いもあると思うが、小学生より距離が短いのは体力向上にならないと思う。
○ 暑い中での開催、お疲れ様でした。短い時間でしたが、生徒の皆さんが精一杯頑張っている姿を見ることが
できて良かったです。マスクをしているので、正直申し上げて誰が誰だかは分からなかったのですが、大きく
成長している姿も頼もしく感じられました。教職員の皆様、役員・委員の皆様、いろいろとありがとうござい
ました。
◎ 当日の分散での保護者の参観、YouTube ライブ配信と、事前の準備から当日の運営までとても大変だったと
思います。先生方、ＰＴＡ役員の皆様に感謝申し上げます。
● YouTube 配信はありがたかったが、出走者全員がスタート位置に付いたときに映るように工夫してもらえる
と我が子の出番が分かるようになるので、ご検討をお願いします。
○ 昨年は、参観のチャンスがなかったので、今年は生徒たちのパフォーマンスを見られて良かったです。ご指
導いただき、ありがとうございました。
◎ コロナ禍の中、いろいろと考えて対策を講じ、開催していただきありがとうございました。子どもたちがい
ろいろとあきらめなくてはいけない状況で、とてもかわいそうだと思っていたので、当日の楽しそうな姿を見
て、こちらもうれしく思いました。YouTube 配信は、固定で音も聞き取りにくく、改善の余地があると思いま
すが、
（自分の子どもは、どんなにちいさくても分かるので）中に入れない時間帯は十分楽しめ、とてもありが
たかったです。今後のイベントもぜひよろしくお願いします。
○ 練習がしにくい、声援を送れないなどの環境の中、創意工夫のある演目を企画、ご指導くださり、ありがと
うございました。BOX リレーの様子を話す子どもの様子が、運動会が近づくにつれて楽しそうになり、当日は
予想以上に盛り上がり、私までワクワクしました。
● コロナ禍に運動会を開催していただき、大変感謝しております。保護者の参観は二の次として、まずは子ど
もたちの記憶に残ったことと思います。各学年、各組において縄の張り方や向き、BOX の組み方や運び方、ボ
ールを飛ばすシートの前後の高さやタイミングなど、工夫がなされていました。個人・クラスでの勝負ありと
運動会の良さを再認識しました。２年生は、スローガンである「学び・考え・Step Up する学年」を体現でき
たのではないでしょうか。引き続きご指導いただきますようよろしくお願いいたします。なお、ライブ配信に
おいては、校庭全体が見渡せると良かったなと思います。
○ 運動会を開催してくださり、まことにありがとうございました。自宅では YouTube のライブ配信を視聴し、
２年生の時間に参観いたしました。やはり、会場での臨場感は、配信では味わえないものでした。参観させて
いただき、ありがとうございました。配信映像では、全体を見ることができなかったため、リレーや徒競走は
実際にこの目で見たかったなぁと思いました。子どもの学校での様子を知る貴重な機会をありがとうございま
した。
◎ 制限や制約を感じさせない子どもたちの一生懸命な姿に、心打たれました。また、ライブ配信の企画自体は、
とても良い企画なのですが、残念だったのが、映像アングルが良くなかったことです。朝礼台方向とは逆の映
像が映っていないことや、奥の映像が遠すぎて小さいなどの点がとても残念でした。カメラの設置位置や台数
の工夫でもっと改善されるのではないでしょうか。
◎ ２年保護者の参観可能時間には直接学校で参観させていただき、その他の時間は YouTube のライブ配信を視
聴しました。昨年は、３年生の保護者のみの参観だったので、今回初めて六中の運動会を参観させていただき、
子どもたちの成長を感じることができました。いろいろな制約の中、子どもたちが協力し、努力していたこと
が見て取れました。３年生のダンスは、全員が心を一つにして一生懸命練習した様子が目に浮かび、感動しま
した。来年の運動会のダンスが、今から楽しみです。
● コロナ禍の下、関係者の皆様方の努力で素晴らしい運動会になったと思います。全体練習を一度もやらずに
本番に臨んだとのことで、団結力の強さに驚きました。YouTube で配信していただいたことで、外部でも見る
ことができ、大変良かったと思います。
● YouTube のライブ配信を視聴しました。安全・安心に見ることができて
良かったです。中学生になってしまうと保護者が学校に行く機会もそんな
にないので、配信していただけると学校での様子を見ることができ、仕事
で行けなくてもプログラムを見ながら順番が来ると見ることができるので
良かったです。
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○ 競技している学年を盛り上げる他学年の声援がとても温かく、雰囲気の良さを感じた運動会でした。２年生
の BOX リレー、Ｃ組は最下位でしたが、アンカーがゴールしたときに空に放たれた BOX に学校の自由さや楽
しさを感じましたし、散らばった BOX を素早く集める生徒の姿も、見ていて気持ち良かったです。今回、ハイ
ブリット形式での観覧で、家庭からの人数制限の部分はカバーされていましたし、子どもの参加競技を学校で
待機することなく見ることができましたので、体力的な意味も含めて保護者の負担はとても軽減されたと思い
ます。多くの制約がある中で、生徒のことを考え運営してくださっていることを感じています。本当にありが
とうございます。
○ 天候にも恵まれ、子どもたちの元気に取り組む姿を見ることができ、とても良かったです。全体練習が一度
もなかったと知り、驚いています。限られた時間の中で仕上げることができるのは、さすが中学生だなと思い
ました。２年生の BOX リレーも３年生の魔法の絨毯も、見ていてとても楽しい競技でした。子どもも練習より
うまくできたと言っていたので、達成感があったと思います。いろいろな制約の中で準備をしてくださった先
生方に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
○ 運動会から戻った子どもが、
「青春って何かわからないけど、こういうことかな」と言いました。団体行動が
制限される今ですが、仲間と一緒に一つのことを成し遂げる大切さを感じたように思えます。先生方、PTA の
方々、ありがとうございました。
● コロナ下で制約の多い中、いろいろなパターンを想定して対応してくださり、運動会が開催でき、本当に良
かったです。YouTube での視聴参加でしたが、定点撮影とは言え、雰囲気を味わうことができました。どうも
ありがとうございました。
◎ 中学校に入学してから、まだきちんとした運動会を見られたことがないですが、その中でも先生方がいろい
ろと工夫し、少しでも子どもたちが頑張っている姿を見せていただけたことに感謝しております。来年は、も
っとたくさん見ることができればいいなと思いますが、今年も来校しての参観とライブ配信で、最初から最後
までを見ることができ、とても良かったです。早くコロナが落ち着いて、子どもたちがいろいろな活動に取り
組めることを願うばかりです。
● 最初から最後まで YouTube 配信にて視聴いたしました。初回ということで、カメラが一方向のみでしたが、
十分に全体の雰囲気がつかめ、子どもの様子もたどることができました。全体の流れが分かったことで、同じ
場を共有した気持ちになれたことは、とても良かったと思います。今後も、このようなオプションがあるとう
れしいです。

【３年生の保護者の方より】
● コロナの中での運動会を中止する学校が多い中、開催してくださって子どもも大変喜んでいました。少しで
も運動会としての雰囲気ができるようにと工夫してくださっているのを感じました。ありがとうございました。
◎ 暑い中、マスクをしたままの競技は、ちょっと心配になりました。特にダンスは、表情もよく分からず、残念
な感じでした。練習時間も少ない中、子どもたちは頑張ったと思います。YouTube も若干見にくいところもあ
りましたが、思っていたより良かったです。
● 職場で見ることができたので、とても良かったです。スマホの画面では、自分の子どもを見つけるのは困難
ですが、全体の雰囲気を感じることができ、楽しめました。コロナ禍で大変な中、運動会ができたこと、ライブ
配信をしていただいたことに感謝申し上げます。
◎ 学校に行き、子どもたちの様子を見ること自体が久しぶり。短い練習期間でも頑張っている姿は感動です。
最後の運動会となりましたが、学校に行ってみることができたことに感謝いたします。
◎ まずは、この状況下の中、運動会が開催されたことに感謝申し上げます。先生方、PTA の方々、子どもたち
のために準備をしてくださり、ありがとうございました。個人的に行事の中で運動会が一番大好きですので、
他学年の競技も YouTube で視聴しました。マスクをした姿で運動するのは大変だと思いますが、子どもたちの
声もよく聞こえ、頑張っている姿に感動しました。３年生は、最後の運動会。全員のダンスは、泣きそうでし
た。とてもよく頑張ったと思います。“友情の華”が咲いたと思います!!
● 帰ってきて、うまくできたこと、できなかったことなど、子どもが報告してくれましたが、とても充実して
いて楽しそうに話してくれました。行事は、子どもたちにとって重要なものなんだと改めて感じました。たく
さんの工夫をしてくださった先生たちに感謝しております。
◎ 先生方、大変お疲れ様でした。学年別ではなく全体で運動会ができたことは、子どもたちにとってとても良
かったと思います。
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○ このような状況下で、工夫をこらして運動会を開催してくださり、本当に感謝しております。感染症拡大に
より、様々な行事が中止に追い込まれております。この状況下ではいたし方ないことですが、ここ数か月ずっ
とむっつり押し黙り、親子の会話もろくになかった我が子が、運動会の後に生気を取り戻した様子で、うれし
そうに運動会の様子を語るのを見て、学校行事の重要性を改めて感じました。跳んだり走ったり、応援したり
する子どもたちを見ることができて、親の私も心から晴れやかな気持ちになりました。先生方のご指導に、重
ねて心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
◎ 工夫を重ね。ハイブリットで参観できるスタイルで開催をしてくださり、ありがとうございました。練習期
間が短かったことで、より団結して取り組めたのではと思いました。３年生のダンスを羨望のまなざしで見つ
める１・２年生の姿が、とてもステキでした。思い出深い運動会になりました。ありがとうございました。
○ YouTube の URL にアクセスしてもつながらず、視聴できませんでした。保護者の観戦が可能であれば、プロ
グラムは学年別実施の方が、我が子の学年種目をたくさん生で見ることができるので、その方が良かったと思
います。また、学校に着いてから初めて全校実施時のプログラムであることを知り、１年 100m 走から見るこ
とになりました。暑さもあり、３年の出番が終わる頃にはバテバテでした。中学生最後の運動会が実施できて
良かったです。様々なご指導等をありがとうございました。
○ コロナ禍で行事実施、準備等の活動が制限される中、運動会を実施していただきありがとうございます。受
験に向け、日々努力している中、運動会の準備、ダンスの振り付けを覚えるなど、楽しく運動会を終えること
ができました。競技中にも大きな声で声援を送ることができないところ、友達同士で声を掛け励まし、応援し
ている姿にほっとしました。とても楽しく思い出に残る運動会だったと思います。
○ 天気に恵まれ、一部ではありましたが実際に参観することができて、ありがたかったです。コロナの中でも
工夫して開催していただき、当人たちにとって良い機会になりました。ライブ配信、時間どおりの進行等、学
校側の運営努力に感謝します。
◎ 様々な制限がある中、工夫して運動会が開催されたことに感謝いたします。ライブ配信も、雰囲気を感じる
ことができて良かったです。もし、来年以降も配信を行うのであれば、専用のビデオカメラで固定ではなくど
なたかカメラマン担当の先生（または PTA など）が撮影したら、より分かりやすい映像になるのではないかと
思いました。
◎ 土曜日は天候にも恵まれ数少ないイベントを開催できて、生徒たちも一つ思い出をつくることができ、良か
ったと思います。急ピッチで運動会練習をすることとなり、前日までの疲れが残ってしまったようでした。珍
しく晴天で暑く、陽射しが強い中での待機（フィールド）も大変そうでした。個人的な意見ではありますが、
自分の子を見つけるのが遠目からは難しく、特に YouTube ライブでは分かりませんでしたが、頑張っている皆
の姿を見守ることができましたので、感謝したいと思います。
○ プリントとフェアキャストのご連絡が丁寧な説明で分かりやすかったです。YouTube のライブ配信があり、
保護者の入場を学年別にしたことで校庭に余裕があり、観覧しやすかったです。また、地面に保護者の立ち位
置の印があったのが、とても良かったです。保護者入場前の門の外で待っているときから校庭内での移動まで、
先生方や PTA の方が説明して引率してくださったので、とても安心できました。
◎ 台風一過、暑すぎるほどのお天気に恵まれて運動会が開催され、本当に良かったと思います。従来よりも多
少は縮小されたプログラムでしたが、生徒の皆が生き生きと躍動する須賀田に感動しました。分散しての来校
でしたが、それ以外の種目や来校できない家族も YouTube で見ることができて本当に良かったです。先生方の
ご配慮に感謝いたします。ありがとうございました。何よりも、コロナ禍の閉塞感から解放されて楽しんでい
た生徒たちの姿を見てホッとしました。願わくば、次回の合唱コンクールも YouTube 配信をしていただけると
ありがたいです。
○ 中学校最後の運動会は、無事に終わりました。本当に全体での練習を 1 回も行わずに開催された運動会とは
思えないほど上手でした。コロナ禍の中で運動会を予定どおりに開催できたことが感激でした。昨年は、会場
の中に入ることもできなかったので、今年は最後の運動会を見ることができてうれしかったです！
○ 本当に無事に運動会ができて良かったと思います。一番気になったのは、100ｍ走を見て、子どもたちの脚の
筋力が衰えているところです。2 年前の運動会と比較すると顕著に表れています。それから、やはり中学校生活
最後の六中ソーランが見たかったです。良かったことは、大変暑かったのですが、校庭 1 周分の子どもたちの
テントが用意されていたことです。熱中症が気になっていましたが、救急車で運ばれるような事態がなくて良
かったです。来年は、もう少し制限がなくなって子どもたちの伸び伸びとした運動会になってもらえたらうれ
しいです。
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○ 中学校最後の運動会を参観することができてうれしかったです。自分の子どもももちろんですが、皆、身長
も伸び、成長した様子を見ることができ感慨深い思いでした。暑い中、生徒たちも先生方もマスクをしての活
動は、とても大変だったと思います。お疲れ様でした。マスク姿の中で、自分の子どもたちを見つけるのに苦
労してしまいましたが、徒競走に、ダンスにと、思い切り取り組んでいる姿を見ることができ、感動しました。
● コロナ禍でも、何とかして無事に運動会を実施したいとの学校側の取組に感謝いたします。ただ、緊急事態
宣言も解除済みであったこともあり、もう少し通常モードでも良かったのではないでしょうか。YouTube につ
いては、情報管理上やむを得ないのかもしれませんが、少し画が引き過ぎており、子どもの顔が判別できなか
ったのは残念でした。
○ 日頃よりご指導ありがとうございます。台風一過で暑い中での運動会に加えて、マスクを付けての運動会が、
さらに暑そうに見えました。ダンスは、振り付けをよく覚えていたと思います。全体練習を１回も行わずの実
施とは思えないほど、スムースに進行していたのではないかと思いました。係を担当した生徒に対して、先生
が「ありがとう」と声を掛けてくださっている姿に、とてもうれしく思い、生徒もうれしいだろうなと思いま
した。密になることなく観戦できましたが、観戦場所に日陰が少なく、少し密をつくり出してしまいそうでは
ありました。中３のよい思い出をありがとうございました。
● 悪条件の中、子どもたちのためにぎりぎりまで調整いただき、運動会を迎えられたこと、心より感謝申し上
げます。大変なご苦労があったと思います。YouTube ライブでは、音も聞き取りやすく画像も鮮明で、楽しく
自宅で応援することができました。下の兄弟が小さいため、こういったシステムは大変ありがたく感じます。
全体の雰囲気に触れることができ、帰宅した子どもから詳しい話も聞くことができて二度楽しめました。すて
きな思い出をありがとうございました。ただただ感謝です。
◎ 無事に運動会を開催していただき、ありがとうございました。快晴の中、気持ちよく体を動かし、クラスで
競ったことは、よい思い出になることでしょう。オンラインでの配信もありがたかったです。先生方、運営を
お手伝いしてくださいました皆様、本当にありがとうございました。
◎ 運動会を開催してくださり、ありがとうございました。コロナ禍で様々な制約がある中、開催できたことを
うれしく思います。先生方の努力に頭が下がります。観戦できないところはネット配信で見ることができ、運
動会の雰囲気を感じることができました。親からすると学年別で行った方が、子どもが出る競技を全て観戦す
ることができるので良いと思ったのですが、子どもに聞くと、全学年が一斉に集まってお互いに応援し合うの
が楽しいんだと言っていました。子どもの目線で考えてくださり、良い運動会になりました。感謝申し上げま
す。
● 大変な状況の中、開催してくださり感謝申し上げます。都合により配信の視聴でしたが、様子が分かりあり
がたかったです。進行具合を確認することができるので、今後も配信していただけると助かると思います。行
事の中止や延期が続き、気も滅入る中、青空の下（台風はありましたが…）
、元気に走ったり競技に取り組んだ
りする生徒さんたちを拝見することができて、本当に良かったです。ご苦労いかほどかと存じます。ありがと
うございました。
◎ 久しぶりに子どもたちが、学校で生き生きと真剣に取り組む姿を見ることができて、うれしく思いました。
しかし、１年生のときに見られたたくさんの競技や応援が見られなかったのは、やはり残念でありますね。毎
年、どんどん大きくなっていく子どもたちのそのときどきの姿を心に刻むことができなかったことを思うと、
失ったものは大きかったと感じます。先生方には、制約がある中で本当にいろいろと力を尽くしてくださり、
感謝しております。業務量も大きく増えていることと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。あと半
年、子どもが慣れ親しんだ六中で伸び伸び過ごしてほしいと願っています（養護の先生には、ワクチン後の体
調をお気遣いいただきました。一人一人を見てくださり、ありがとうございます。他の先生方も気さくにお声
掛けいただき、ありがとうございました）
。
● 画質が悪く、顔が分からなかった。固定のみでなく、ズームもあると良かった。
○ 昨年は、
（２年生の）保護者が見学不可で残念でしたが、今年は見学できて良かったです。土曜授業公開がし
ばらくなかったので、久しぶりに見る（子どもの）級友がずいぶんと成長していて、びっくりしました。3 年生
の演目全てを見られなかったのは、少し心残りですが、運動会を開催できたこと、それがありがたいと思いま
した。開催のためにご尽力くださった先生方、PTA 役員の方、本当にありがとうございました。
○ 延期を経て、開催していただきありがとうございました。配信は、大変ありがたく、競技の進行具合を見て
校庭に向かうことができるので、校庭の混雑緩和につながると思うので、今後も有効的に配信を続けてほしい
方が多いのではないかと思います。例年と学年競技も異なり、３年の競技は見ていて大変面白かったです。準
備など本当にありがとうございました。
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○ コロナ禍の中、例年と違った形でしたが、無事に運動会ができて本当に良かったと思います。YouTube でも
見ることができたので、家にいながらも雰囲気を感じることができました。先生方や PTA のお手伝いの方々に
感謝しております。ありがとうございました。
◎ 運動会を参観させていただき、ありがとうございました。コロナ禍で、準備が大変でしたでしょうが、子ど
もたちの一生懸命な姿に感動しました。YouTube ライブの視聴もしましたが、自宅にいながら運動会の様子が
分かり、大変良かったです。
● 開催延期に伴い、仕事の予定と重なってしまったため、YouTube で視聴いたしました。このような形式でも
見られることは、大変ありがたいです。カメラが遠方からの固定の画角で、子どもたちの判別が難しかったので、
撮影方法を工夫していただけるとさらに良かったと思います。本人も最終学年の良き思い出になったと思われ、
ご準備いただいた先生方皆様に感謝申し上げます。

運動会 各クラスの「思い出アルバム」を紹介します
運動会の事後指導として、
「自分や仲間の活躍を良き思い出として形に残す」
「来校
した保護者や地域の方に運動会の様子を知ってもらう」ことをねらいとして、各クラ
スで「思い出アルバム」を作成しました。感染症対策の関係で、なかなかご来校いた
だける機会がありませんので、一覧にしてご紹介させていただきます。紙面の関係上、
小さいもので大変恐縮ですが、雰囲気だけでも感じていただければありがたいです。
なお、実物は１階昇降口の掲示板に飾ってありますので、ご来校の機会がございま
したら、ぜひご覧ください。
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「令和３年度 都立工業高校ＰＲワークショップ」のご案内
東京都教育委員会より「令和３年度 都立工業高校ＰＲワークショップ」に関する案内がありました。この取組
は、東京都立工業高等学校が、先端技術や最新の特殊な技術を用いた精巧な作品の展示やものづくり、実験等のワ
ークショップを実施することを通して、新しい時代に対応した知識や技術を学べる学校であることを広く都民の方
に周知することを目的として開催されるものです。進路選択を控えた３年生だけでなく、ものづくりや実験に興味
がある１・２年生にも参考になるところがあると考えられますので、興味のある方はぜひご覧ください。

