
「家族の時間づくり」プロジェクト（島田市） 

アンケート調査結果の概要【保護者票】 
 
 
「家族の時間づくり」プロジェクト実施概要 
 
○静岡県島田市の取り組み 

プロジェクト １０月８日（金）に学校を休みとし（対象：市内小中学校・幼稚園）、 

期 間 １０月８日（金）から１０月１１日（月）まで、連休を拡大した 

・大人と子どもが一緒に休む「家族の時間」づくり 

・大人の休暇取得 内 容 
・充実した家族の時間を過ごすための取り組み、他 

 
 

１．調査の概要 

 

○調査方法 

対象となった小中学校を経由して、各家庭に配布・回収 

 

○調査対象 

島田市内の幼稚園（5園）小学校（8校）、中学校（5校）に通う園児・児童・

生徒の保護者（5,169 世帯） 

 

○調査期間 

2010 年 10 月 22 日（金）～11 月 5 日（金） 
 

○有効回答票数 

※回収率は配布数ベース（配布数※：保護者票 5,169 票） 

 幼稚園（5園） 小学校（8校） 中学校（5校） 合計（13 箇所）

保護者票 780 票 1,986 票 1,483 票 4,249 票 

（回収率） 78.4％ 84.1％ 81.8％ 82.2％ 

 
※配布数は、幼稚園は園児数、小・中学校はＰＴＡ会員数を合計した数。よって、一世帯

に複数の子供がいる場合で、かつ、１校以上の小・中学校、幼稚園に通学（通園）して

いる場合は、一部配布数がダブルカウントされている。 

※子どもが 2 人以上でアンケート調査票が複数票配布された家庭は、年長の子どもから、

１通のみ提出。 

 

 

 1



２．調査結果 

 

【１０月８日から１０月１１日にかけて、ご家族でどのようにお過ごしになられたかお聞きします】 

問 1 今回、学校が１０月８日（金）を休みにしたことは、あなたのご家庭にとって、いかがでしたか。

（1 つだけ○印をおつけください） 

 

学校が１０月８日をお休みにしたことについて、「とてもよかった」（11.6％）、「よかっ

た」（18.9％）との回答が全体の 30.5％を占め、「あまりよくなかった」（11.6％）、「よくな

かった」（9.1％）との回答は全体の 20.7％であった。 

 

【図表１】学校が１０月８日を休みにしたことの印象 

（回答者数 4,249 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 
 

【図表２】学校が１０月８日を休みにしたことの印象 ［再分類］ 

（回答者数 4,249 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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〔幼稚園〕 

幼稚園の保護者は、学校が１０月８日をお休みにしたことについて、「とてもよかった」

（14.7％）、「よかった」（24.5％）との回答が全体の 39.2％を占め、「あまりよくなかった」

（10.9％）、「よくなかった」（6.9％）との回答は全体の 17.8％であった。 

 

【図表３】学校が１０月８日を休みにしたことの印象（幼稚園） 

（回答者数 780 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 

〔小学校〕 

小学校の保護者は、学校が１０月８日をお休みにしたことについて、「とてもよかった」

（14.0％）、「よかった」（20.8％）との回答が全体の 34.8％を占め、「あまりよくなかった」

（11.7％）、「よくなかった」（9.4％）との回答は全体の 21.1％であった。 

 

【図表４】学校が１０月８日を休みにしたことの印象（小学校） 

（回答者数 1,986 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 

〔中学校〕 

中学校の保護者は、学校が１０月８日をお休みにしたことについて、「とてもよかった」

（6.7％）、「よかった」（13.4％）との回答が全体の 20.1％を占め、「あまりよくなかった」

（11.8％）、「よくなかった」（9.8％）との回答は全体の 21.6％であった。 

 

【図表５】学校が１０月８日を休みにしたことの印象（中学校） 

（回答者数 1,483 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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※幼稚園、小学校、中学校別再分類 

 

【図表６】学校が１０月８日を休みにしたことの印象［再分類］（幼稚園） 

（回答者数 780 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 

 

【図表７】学校が１０月８日を休みにしたことの印象［再分類］（小学校） 

（回答者数 1,986 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 

 

【図表８】学校が１０月８日を休みにしたことの印象［再分類］（中学校） 

（回答者数 1,483 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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【問１で「1.とてもよかった」「2.よかった」とお答えいただいた方にお聞きします。】 

問１-２ どのような点がよかったですか。（あてはまる番号すべてに○印をおつけください） 

 

「家族の思い出ができた」（45.7%）、「家族で話す時間や機会が増えた」（37.5％）、「家族

で、普段できない体験を一緒にすることができた」（35.2％）との回答が多く見られた。 

 
【図表９】よかったと答えた理由（回答者数 1,297 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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【ここからはすべての方にお聞きします。】 

問 2 (1) 今年の１０月８日（金）から１０月１１日（月）にかけての期間に、あなたのご家庭では、保

護者の方とお子さんは、どうお過ごしになりましたか。 （１～１２のうち、あてはまる番号すべ

てに○印をおつけください） 

 

「島田大祭に出かけた」（39.3％）が も多く、以下、「島田市内・市外に一緒に買い物

に出かけた」（29.0％）、「家の中で家族だけで過ごした」（23.7％）、「市内の施設や市内で

行われたイベント・催しに出かけた」（15.7％）の順となった。 

 
【図表１０】連休中の活動（回答者数 4,249 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 
問 2 (2) また、そうした過ごし方のうち、学校が１０月８日（金）を休みにしなければ実施できなかっ

たものについて、お教えください。（１～１２のうち、あてはまる番号すべてに○印をおつけくだ

さい） 

 

問２(1)で「行った（過ごした）」との回答のうち「学校が１０月８日を休みにしたこと

で実現できた」とした回答の割合をみると、「宿泊を伴う国内旅行に出かけた」（64.9%）、「日

帰り旅行に出かけた」（42.9%）、「市内の施設や市内で行われたイベント･催しに出かけた」

（31.6%）、「市外の施設やイベント･催しに出かけた」（24.0％）との順になった。 
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【問 2(１)で５～1１のいずれかに○をつけた方にお聞きします。それ以外の方は、問５にお進み下

さい】 

問 3 そうした外出や活動で、どのようなことをお感じになったかを、教えてください。（あてはまる

番号すべてに○印をおつけください） 

 
「行き帰りの交通機関や道路などが思ったよりも混雑していなかった」（20.5％）、「出か

けた先が空いていて、ゆっくりできた」（18.9％）、「休みになったことでなかなか行く機会

のないところへ行くことができた」（16.5％）との回答が多くなっている。なお、「上記の

中には該当するものはない」が 43.8％あった。 

 

【図表１１】活動で感じたこと（回答者数 2,760 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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【問 2(1)で５～1１のいずれにも○をつけなかった方にお聞きします。それ以外の方は、問５にお進

み下さい】 

問 4 一緒にレジャー施設や旅行などへ出かけなかった理由をお教えください。次の 1.～12.の中

で、あてはまるもの 大 3 つまで○印をおつけください。 

 
「保護者のいずれかが、１０月８日（金）は仕事であった」が も多く（47.0％）、次い

で「保護者が、１０月９日（土）、１０日（日）、１１日（月）にも仕事があった」が多い

（28.7％）。 

 

【図表１２】出かけなかった理由（回答者数 1,489 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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【ここからはすべての方にお聞きします。】 

問 5 今回、学校が１０月８日（金）をお休みにして、お困りになったことはありましたか。（あてはま

る番号すべてに○印をおつけください） 

 
「困ったことは特になかった」が(39.0％)で も多く、次いで「保護者が仕事に出かけ

るため、子どもだけが家にいた」（19.6％）、「子どもが家にいるので、保護者も家にいない

といけなくなった」（16.4％）との回答が多くなっている。 

 

【図表１３】困ったこと（回答者数 4,249 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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問 6 今回のように、土日の前に学校の休みをつなげて連続する休日（たとえば土日を含めて連

続３～５日間程度の休日等）を増やした場合、あなたのご家庭にどのような影響が生じると

思いますか。次の 1.～９.の中で、特に影響が生じると思われるもの 大 3 つまで○印をおつ

けください。 

 
「子どもと一緒に過ごす時間が増える」が(36.0％)、「子どもだけで過ごす時間が増える」

が(27.9％)、「普段行く機会のないところへ行くことができる」が(24.2％)との回答であっ

た。 

 
【図表１４】学校が連休を増やした場合の影響（回答者数 4,249 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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【ご家庭の中で、生計を主に支えている方（主たる生計者の方）の状況について、お伺いします】 

問 7 １０月８日（金）の状況についてお聞きします。（１つだけ○印をおつけください） 

 
「通常どおり仕事をした」が 68.1％となっている一方で、「有給休暇を取得した」（12.7％）

との回答があった。 

また、休暇を取得したり就業時間の短縮など、なんらかの休みをとったとの回答は、

(25.7％)であった。 

 

【図表１５】10 月 8日の状況（回答者数 4,249 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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【問７で 1.～6.（１０月８日（金）は仕事がお休みだった、あるいは仕事の時間を短くした）を選ばれ

た方にお聞きします。】 

問 8 １０月８日（金）から１０月１１日（月）までの間で、もっとも長い連続のお休みは何日でした

か。 

 
回答者の平均は 3.3 日であった。 

 

【図表１６】勤務先の企業の取り組み（回答者数 891 票） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 

問 9 今回、市立の小中学校と市内幼稚園で、１０月８日（金）をお休みにするにあたり、「家族の

時間づくり」のために、国及び島田市が市内の企業等に対しても１０月８日（金）に市立の小

中学校と市内幼稚園がお休みになることをお知らせしました。保護者の方がお勤めになって

いる企業等では、１０月８日（金）について、何らかの措置がありましたか。（あてはまる番号

すべてに○印をおつけください） 

 
「特になにもなかった」（61.0％）との回答が も多かった。 

 
【図表１７】保護者が勤めている企業等での 10 月 8 日に対する措置 

（回答者数 1,090 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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問 10 主たる生計者の方のお仕事について、お教えください。 

(1) ご職業（１つだけ○印をおつけください） 

 
「会社員（製造業）」（33.5％）が も多く、次いで「会社員（その他）」（19.7％）、「会

社員（その他のサービス業）」（12.3％）の順である。 

 
【図表１８】職業（回答者数 4,249 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 

(2) 勤務先の所在地（１つだけ○印をおつけください） 

 
「島田市以外の静岡県内の市町」が 49.5％で も多い。 

 
【図表１９】勤務先所在地（回答者数 4,249 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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【休日の振り替え運用についてのご意見をお聞きします】 

問 11 今回のように、学校の休業日、休日を振り替えることにより、長い期間の連続した休日とす

ることについて、どのようにお考えですか。（１つだけ○印をおつけください） 

 
「賛成」（15.9％）と「どちらかといえば賛成／条件付きで賛成」（24.7％）を合わせて、

(40.6％)が４連休となったことについて肯定的な回答であった。一方で、「反対」（11.0％）、

「どちらかといえば反対／条件付きで反対」（11.6％）を合わせ否定的な回答は(22.6％)と

なった。 

 
【図表２０】学校の休業日、休日を振り替えることについて 

（回答者数 4,249 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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【お子さんの年齢についてお聞きします】 

問 12 ご家族の中で、一番年齢の低いお子さんについてお聞きします。 

問 12 (1) 年齢はおいくつですか。 

 
平均年齢は 7.9 歳であった。 

 
【図表２１】一番年齢の低い子どもの年齢（回答者数 4,206 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 
問 12 (2) 通われている学校等は次のうちどれですか。（１つだけ○印をおつけください） 

 
 
【図表２２】家族の中で一番年齢の低い子どもの就学状況（回答者数 4,249 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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【島田市家族と地域の時間づくり推進事業についてお聞きします】 

問 13 今回の４連休にあわせて、島田市では家族と地域の時間づくりを支援するための様々な

事業を実施しましたが、ご存知でしたか。（知っていたものすべてに○印をつけてください） 

 
「ＳＬ列車無料乗車体験」（62.1％）、「公共施設の親子無料利用」（62.1％）が も多く、

次いで「富士山静岡空港を利用した家族旅行に対する助成」（61.4％）、「親子ふれあいイベ

ント“Happy Friday in 川根”」（43.7％）の順となった。 

 
【図表２３】家族と地域の時間づくり支援の事業認知度（回答者数 4,249 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 
問 14 問１３で 1.～４.のいずれかに○をつけた方にお聞きします。どのようなルートで、お知りに

なりましたか。（あてはまる番号すべてに○印をおつけください） 

 
「広報しまだを見て」が 72.6％で も多く、次いで「学校から配布されたチラシを見て」

が 58.0％であった。 

 
【図表２４】認知経路（回答者数 3,552 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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問 15 今回の４連休中に、親子無料利用の対象施設を利用されましたか。（あてはまる番号すべ

てに○印をおつけください） 

 
 
【図表２５】４連休中の親子無料利用の対象施設利用（回答者数 4,249 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 
 
問 16 親子ふれあいイベント“Happy Friday in 川根”に参加されましたか。 

 
 

 
【図表２６】親子ふれあいイベント“Happy Friday in 川根”への参加 

（回答者数 4,249 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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問 17 問１５もしくは問１６で「１．家族で利用・参加した」に○をつけた方にお聞きします。ご家族

で利用・参加されたことで、どのような点がよかったですか。（あてはまる番号すべてに○印

をおつけ下さい） 

 
「家族の中で共有できる思い出ができた」が 49.1％と も多く、次いで、「家族で、普段

できない体験を一緒にすることができた」（38.0％）、「同じ体験をしたことをきっかけに、

その後、家族で話す時間や機会が増えた」（20.2％）、「子どもにとって知識や見聞が広まっ

た」（19.8％）の順となった。 

 
【図表２７】利用・参加してよかった点（回答者数 505 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 
問 18 親子ふれあいイベント“Happy Friday in 川根”など問１３にあげたような事業が開催された

ことで、10 月 8 日（金）の休みの取りやすさにどう影響したかについて、お教えください。（1 つ

だけ○印をおつけ下さい） 

 
「休みの取りやすさへの影響の有無についてはどちらともいえない」（27.5％）が も多

く、次いで「仕事の休みの取りやすさに特に影響はなかった（実際に休みは取れなかった）」

（24.9％）となっている。 

 
【図表２８】事業開催による休みの取りやすさへの影響（回答者数 4,249 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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【 後に、お子さんの声をお聞かせください】 

問 19 今回、学校が１０月８日（金）は休みとなり、４連休となりました。４連休となって、よかったで

すか。（１つだけ○印をおつけください） 

 
「とてもよかった」（33.7％）と「よかった」（31.5％）を合わせ、65.2％が４連休とな

ったことについて肯定的な回答を示した。一方で、「よくなかった」（4.9％）、もしくは「あ

まりよくなかった」（5.4％）といった否定的な回答は 10.3％となった。 

 
【図表２９】４連休となって、よかったか（回答者数 4,249 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 
問 20 今回の４連休で印象に残ったこと、４連休だからこそできたことをお聞かせください。※ぜひ、

お子さんによるコメントのご記入をお願いします。 

 

【図表３０】４連休で印象に残ったこと（自由記述） 

主な意見 具体的な回答例 

‧ 普段、忙しくて、なかなか旅行ができません。（習いごとの大会など）小学

生、 後の思い出に大阪へ行き、楽しい時間をすごせました 

‧ 家族で過ごす時間がたくさんとれて良かったなと思います。日帰りでしたが、

良い思い出が出来ました。また４連休があったら旅行に出掛けたいなと思い

ます。 
保護者 

‧ 島田市のみ平日お休みということで普段混んで行けない場所にゆっくりと旅

行に行くことができました。子供達の楽しそうな姿がたくさん見れてとても

良い休日でした。今回の４連休はかなり前からの情報だったので、予定もた

てやすく、ゆっくりすごせたことに感謝したいです。子供達と良い想い出が

たくさんできました。ぜひまた経験したいです。 

普段行けな

いところへ

家族で過ご
‧ いつも忙しいお父さんが、休みを取って旅行に連れて行ってくれた事がうれ

しかった。ちょうど学校で社会見学で工場見学に行ったあとだったので、工

場見学に連れて行ってもらえてとてもためになりました。 

した 

‧ ９、１０日で旅行に行ったのですが、前日の８日に宿題を全部終わらせるこ

とができたので、宿題のことを気にしないで、旅行に行けたのがよかった。

翌日も１日ゆっくり休めた。 

子ども 

‧ ４連休に合わせて、父のリフレッシュ有休を取りました。（１週間）大阪、

鳥取に３泊４日の旅行ができて、とても楽しくすごすことができました。特

に１０／８は、遊園地がすいていてたのしめました。 

‧ 島田の大祭と重なり、祭りを楽しむことができました。大祭でない年だった

ら、小旅行でも行きたい４連休でした。 

地域の行事

(島田大祭) 保護者 

‧ 島田大祭に参加し、４日間祭り三昧でした。 への参加 
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‧ 今回は島田大祭があったので、家族で親類の家に入りびたり、ゆっくりおま

つりを楽しめた。連休でなければ過ごせなかった時間だと思います。 

‧ 大昔から伝わってきている有名な大祭に参加できて、うれしかったです。今

年、歴史を学校でやっているので、勉強面でもいい経験になった。 

子ども 
‧ 私は島田大祭りの地おどりに出ました。地おどりは初めて出たのでとても楽

しい４連休でした。 

‧ お祭りに参加できたし、楽しむことができた。お祭りにでて、道路でおどっ

てはずかしかったけど、楽しかった。 

‧ 親子ふれあいイベント“ＨａｐｐｙＦｒｉｄａｙ ｉｎ川根”に行ってＳＬ

無料乗車できた事、川根の駅で出向かえしてもらってチャリム２１まで歩い

て行っておいしい物を見て買って食べて飲んで遊んだ事が親子にとってとて

も思い出に残りました。 

‧ １０／８（金）にＨａｐｐｙ ｆｒｉｄａｙ ｉｎ川根に参加でき、ＳＬ乗

車もできて良かった。出先で同じクラスの友達にも会えて、いつも幼稚園で

会っているのと違ってまた良かった。 

地 域 行 事
保護者 

（親子ふれ

あいイベン

‧ ＳＬには子供は初めて乗ったのでとてもよろこんでいました。“Ｈａｐｐｙ

Ｆｒｉｄａｙ ｉｎ 川根”もいろいろと見たり体験したりと、ふだんでき

ないような事がやれて良かったです。良い想い出になりました。 

ト “ Happy 

Friday in 

川根”）へ

‧ 家族とあまりふれあうことはなかったけど、“ＨａｐｐｙＦｒｉｄａｙ ｉ

ｎ川根“で家族と楽しくふれあえていい思い出になりました。 

の参加 

‧ 「Ｈａｐｐｙ Ｆｒｉｄａｙ ｉｎ 川根」で学校のお友達にも会えて楽し

かった 

子ども 

 

‧ ＳＬに乗りましたが、近くにいるのに乗る機会がなかったのですが、無料に

なり、じじ、ばあばも誘って行く事ができました。ただ休みだけではなかな

か仕事を休む気にはなれなかったが、無料等のイベントのおかげでおもいき

って両親で休む事ができました。 

‧ ＳＬは普段、乗る事ができないので、無料ということにすごく良かった。子

供は大よろこび。主人は仕事は休めないので子供と祖母で行きました。ＳＬ

に無料で乗れた事、良い思い出になりました。 

保護者 地域の取組

（ＳＬ列車

‧ 島田市にくらしていても、ＳＬにのるきかいがなかったので、初めて乗るこ

とができ、その良さを知りました。大井川鉄道のみなさんあたたかいですね。

駅の前でむかえてくれた川根のおばあちゃん達の笑顔や、川根の自然にふれ

る事ができ、川根の良い所を体験できました。 

無料乗車体

験）への参

加 

‧ ＳＬに乗れて、とてもうれしかったよ。 

‧ ＳＬに乗ったり、たけトンボを作ったり、いつもできないことが体験できて

うれしかった。楽しかった。 
子ども 

 

‧ 今回の４連休では、公共施設の無料券を使い「お茶の郷」に行きました。家

族が多いので、無料券はとてもたすかりました。 

‧ 公共施設の親子無料利用を頂き、家族で川根温泉に行きました。こういうチ

ケットを頂くことで、でかけるキッカケとなり楽しい思い出を作ることがで

きました。 

地域の取組

（公共施設

の親子無料 保護者 

‧ 親は、（金）に休みはとれなかったけれど（日）と（月）は、休みだったの

で公共施設の親子無料を利用させて頂き、家族全員と親戚の人とゆっくり過

ごせました。 

利用）への

参加 
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子ども 

‧ １０日の日にローズアリーナが無料で使えてよかった。 

‧ イベントで友達に会って、学校以外でみんなで遊ベた事が楽しかったです。

無料券を使って、普段は行かない施設を利用して、思ったより楽しむことが

できました。（ＨａｐｐｙＦｒｉｄａｙ ｉｎ川根とお茶の里よかったです。）

家族のなか

で休日が合

わない 

保護者 

‧ 子供達は、連休をとてもよろこんでいましたが、親は思うように、休めず、

子供だけの時間になったり、実家のお世話になることもあって、こまってし

まった。 

‧ 島田大祭に参加していたので、４連休中は家族全員で食事した事がなかった。

兄弟も島田以外でスポーツをしているのであまり家族全員の時間はなかっ

た。 

‧ ４連休になっても、子供は子供同志の予定（約束）をしたり、習い事（スポ

ーツ）をしていると家族で時間はなかなかつくれません。 

子ども 

‧ パパが大祭の準備などで４連休はほとんど家にいなくて家の中でＴＶゲーム

ばかりしていた。 

‧ いろいろなイベントがあっても、自分ではそこまで行くことが出来なくて留

守番するしかなかった。両親が休めない日に休みがあるんだったら、学校が

あった方が良かった。お母さんもお昼ごはんを作ってから仕事へ行ったので、

大変だったと思う。 

‧ １０月８日金よう日は私たち子供だけですごしましたけど。親は仕事でした。

10/8を休日

に設定した

ことに対す

る意見 

保護者 

・ プロジェクトは良い事だと思うが、他の時期にやってほしかった。大祭と重

なっていては、大祭に関係する地域では「家族の休日」にはならなかっただろ

うし、我が家も他の時だったらイベントにも参加できたのにとうらめしく思っ

た。交通規制の為、車を駐車場から出す事もできないような中心部に住む者に

とって、なぜ大祭時に設定したのか、他の時にした方が中心部の者は「家族の

休日」になったのにと疑問に思った。せっかくの休みに子供はひとりで留守番

でかわいそうだった。 

・ 島田大祭に参加のため外出ができなかった（島田大祭１０／９～１０／１

１）。大祭の疲れで親は休暇の取得、子供は小学校を体調不良で欠席をした。

今年については大祭後の１０／１２（火）を休日としてほしかった。（大祭参

加者は、１０／１２（火）に片付けも実施した。） 

・お祭に参加したので、あっという間だった。お祭り以外の休み（旅行）に使い

たかった。お祭りの日とかぶらない方がうれしい。 

・大祭後の休みにしてほしかった。子供たちはとても大変で、熱を出したり学校

へ行きたくないとごねた。 

 

子ども 

・６年生コメント…大祭に出た為、１０／１２を休みにした方がいい。 

１０／１２は、とても疲れていた。 

・学校が休みが長いので、つまらなかった。 

・連休はうれしかったけど、部活動の試合などがありいつもと変わらなかった。

 


