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～夢に向かって自ら学び ともに高め合う「なぎっ子」～  

 

 

学校のプールに関してお伺いした「奈義町教育委員会アンケート」、「学校プールの在り方に関する保護者

調査」の回答について、全ての回答をご紹介します。 いただきましたご意見等は、幼稚園、小・中学校のほか、

海洋センターなどで共有し、今後の運用に役立てます。 ご協力いただき、ありがとうございました。 

 

【教育委員会Ｗｅｂアンケート】 （幼稚園、小中学校に配布、うち９２件の回答） 

５．学校のプールについてお聞きします 

Ｑ．今年度、海洋センタープールを活用した授業を 

行いましたが、これについてどう思われますか？ 

（回答者：９２件） 

□特に意見はない（５０件）、 

□その他（自由記載、４２件） 

▶よかったと思う ▶良いと思う。 ▶設備や授業時間に

ついては賛成。でも屋内なので６月は寒そう。また、見学

者は長時間、蒸せる屋内で暑くないのか心配ではある。 

▶経費、負担軽減によいと思う。回数は減るが、天候不順

や暑さによる回数減とさほど変わらないと思う ▶はじめ

は先生方が大変なのではないかと心配しておりました

が、屋内である事や温かいシャワーがでるから嬉しいとい

う子どもの話を聞き、良かったなと思っています。 ▶プー

ルの水の管理、天候の面から見ればよかったですが、生

徒、先生方の実際に移動して授業をされてきた感想がど

うだったのかな？と私も聞きたいです。 ▶２時間続きの授

業などいいと思います。来年度はもっと時間が増えれば

いい。 ▶水泳の授業ができて良かった。衛生面、金銭

面、先生方の負担などが軽減できていれば、なお良いと

思う。 ▶不便に感じる。 ▶子どもにも好評だったと思い

ます。 ▶とても良いことだと思います。 ▶まとまった時間

でやれるので良いと思います。 ▶とても良いと思う ▶楽

しそうに参加していたし、公共施設を使うことも大切だと

思う ▶２時間続けて出来る事は楽しかったと思います。 

▶２時間続けてするので、スムーズにいっていると言うが、

プールの前の授業が３０分程短縮されるのはどうかと思

う。 ▶寒い日での授業だったので泳ぎたくても体調が悪

く泳げませんでした。 ▶会う子ども達はみんな「Ｂ＆Ｇの

プールに入るんで！」と嬉しそうに言っていて、とっても良

かったと思う。 ▶有効活用出来ていると思う ▶水が冷

たすぎて、唇が紫になっていたので、梅雨が開けて水が

温かくなってからにしてほしい。 ▶プール内に虫やカエ

ルが入っていると聞き衛生的に問題がある ▶Ｂ＆Ｇプー

ルを来年度以降も使わせてもらえたらいいと思います ▶ 

（未記載） ▶中学校はプールの時間が少ないので、来

年度以降もＢ＆Ｇプールを借りて授業をしてもらえたらと

思います。 ▶夏休み等も活用して積極的に実施して欲し

い ▶児童クラブで使用できないのが不便。学校同様、

送迎やクラブ利用者は無料で入らせて欲しい。 ▶屋内

プールの利用は良いと思うが、回数が少な過ぎる。年３回

では泳げるようにならないのでは。 ▶天候に左右されず

できてよかったと思います。 ▶よかった。もう少し回数を

増やしてほしい ▶天候を心配せず水泳授業ができるの

で、先生も児童も予定通りで良いと思う。コロナやその他

感染症が流行っている時は、脱衣所などの消毒、換気が

心配。 ▶月曜日のプールは施設が閉館なので先生や職

員の方に余分な負担が掛かるので月曜を避けたほうが

良いと思う ▶良かったです。子どもも喜んでいました。 

▶回数少なかった ▶天気悪くてもプール学習が実施で

きるので良いと思う ▶効率的で良かったと思う。 ▶移

動が不便 ▶学校のプールでの様子を知りませんが、屋

内と言うこともあり、天候に左右されずプールの授業が受

けれたという点は大変よかったと思う。 ▶良かったです。

子どもも喜んでいました。 ▶子ども時代のプール授業は

とても貴重なので、今年はある事にありがたく思いまし

た。また、公共の場を使わせて頂く事で使い方やマナーな

どいい経験となり学習出来て良かったのではないかとも

思います。 ▶良かったです。子どもも喜んでいました。 

▶回数が少ない ▶もう少し、授業回数を増やしたほうが

良いと思った 

 

Ｑ．授業内容や移動、プールフロアやシャワーのことなど、

子どもたちの感想を聞かれましたか？（回答者：６２件） 

 

▶聞いていない（９件） ▶楽しかったそうです（７件） ▶

特に問題はない・気にならない（４件） ▶シャワーが温か

く喜んでいた（３件） ▶着衣体験なども教えて欲しい（３

件） ▶聞いた（２件） ▶２時間入る学年の子は「疲れ

た」と言っていた。 ▶キレイで泳ぎやすいと言っていまし 



 

た。 ▶シャワーの数が少ないので皆に急かされるかたち

になり綺麗に流せないと言っていました。 ▶たくさんの人

数で泳ぐので待つ時間が長く、その間に寒くなり体調が

悪くなったようです。屋外で暖かい日のいつものプールが

いいと言っていました。 ▶バス移動が嬉しいと言っていま

した。 ▶プールフロアに虫がいる ▶プールを楽しみにし

ているようでしたが具体的な話は聞いていません。 ▶み

んなでバスで校外に出られて楽しかった。シャワーが温水

で良かった。 ▶移動が大変 ▶屋内で屋根があり、寒く

なくちょうど良かった。Ｂ＆Ｇの方が、良かったみたいです。  

▶我が子からは聞いていないが、他の方から聞いた話

で、女子が更衣室を使うから男子はテント倉庫？（プール

の南側）で着替えたと聞きました。体育館で着替えとか、

２階の武道場とかを使えば良かったのでは？と思いまし

た。 ▶回数は少なかったが、移動等は慣れてくると思う  

▶学校からの移動はバスとの事を聞いた。 ▶学校のプ

ールより脱衣場が広く、良かったと言っていました。 ▶学

校より全然いい！とのことです。 ▶環境がよく、泳ぎやす

かった。 ▶昨年、全然できなかったのでとても喜んでい

た。何もかも中止の中、いつも通りに水泳授業ができた

事が、うちの子にとっては励みというか、学校や町の方々

に希望をもったようでした。「先生が今年はできるって！」

「町でやってもらえるんだって！」と嬉しそうに言っていまし 

た。 ▶男子用更衣室を女子が使うので、慣れるまでは少

し抵抗があったようです。 ▶バスで移動できるので助か

るようです。 ▶音楽発表会の時はバスもなく時間もなく

なるので水泳の時はいいと言っていました。 ▶子ども達

は移動することもちょっとワクワクしてるみたいです。シャワ

ーが暖かい事が嬉しいとのことでした！ ▶施設に不満は

ないが担任の先生に習いたいといっていた。 ▶授業が

楽しかったそうです ▶授業の事など聞きますが 特に不

便は無さそうでした。 ▶授業内容が面白かったそうで

す。 ▶人数が多いので、一つのコースに何人も泳いでい

て、ぶつかったと言っていて、あぶないと思った。 ▶水が

冷たかったと言っていた ▶大きいプールで楽しいそうで

す ▶男子は倉庫テントで着替えさせられたと聞きまし

た。仕方ない事だけど可哀想だと思った。本人はそれ以

外は充実していたとのことでした。 ▶男子は着替えがテ

ントなので来年度以降は着替え場所をもう少し考えても

らいたいようです。 ▶男子は着替えが外の倉庫で大きい

学年は恥ずかしかったそうです。 ▶男児は外のテント倉

庫だったようだったが衝立など先生の準備と男児の理解

に感謝したいと思った ▶低学年も大プールが使用でき

て楽しかった様子でした ▶目を真水で洗えないので、後

で痒くなると言っていました。 

 

【学校プールの在り方に関する保護者調査】 （小・中学校３４１世帯、うち２２０世帯から回答） 

何かご意見がございましたらご記入ください。 

 

□海洋センタープールで良い（１４６件のうち４９名から） 

▶ここにチェックをしましたが、各学年での水泳のめあて

が達成できるよう、泳げるようになるための授業回数は確

保してほしいです。また、実際指導して下さる先生方、学

校側の意見も知りたいです。学校側の負担が減るよう考

えていただきながら、実施してほしいと思います。 ▶５月

末から行うには寒いと思う。海洋センタープールが温水に

なってくれれば嬉しい。公共施設を使えるのはとても良

い。屋外プール（学校）には不安がある（盗撮など）。Ｂ＆

Ｇの更衣室などもう少しきれいにしてほしい。ゴキブリが

いたので不衛生だと感じました。 ▶Ｂ＆Ｇでも良いが、他

の（前後）授業時間が削られないようにしてほしい。（２時

間続きなのに意味がない。）学校プールよりはましだが、

Ｂ＆Ｇのプールにも虫が多いらしいので、欲を言えば学校

内に屋内プールがあると良い。あと、回数が少ない。 ▶Ｂ

＆Ｇのプールを楽しみにしているので、Ｂ＆Ｇでいいと思い

ます。もっとプールの授業を増やしてほしいと言っていまし

た‼ ▶温かいシャワーもあり、清掃や水質検査などの手 

間もかからないので先生方の負担軽減にもなると思うの

でＢ＆Ｇのプールで良いと思う。 ▶暑い中でのプールの

ことを考えるとＢ＆Ｇでできて良かった。雨天でもできて良

かった。回数を増やしてほしい。雨の日、大変だったと聞

いた。 ▶雨が降っても授業が行えるし、日焼け、熱中症

防止になるので良いと思います。手入れもしやすいと聞い

たので先生も生徒にとってもいいと思います。一点、女子

が更衣室でケガをした話を聞いたので、慌てて走ったり

などしないように時間に余裕がある授業をしてほしいで

す。 ▶行き帰りや着替えなどに（とくにバスでの行き帰

り）時間がかかり、プールに入る時間が減ってしまうので、

もっとスムーズになるよう改善できたらいいという内容の

ことを子どもは言っていました。天候にかかわらず予定ど

おり授業があるのは良いと思います。更衣室の清潔さ、感

染症対策がもっとできていたらいいと思います。 ▶いつ

も良い状態のプールに入れて良いと思う。 ▶移動は大

変だと思いますが、子どもは楽しみにしています。 ▶衛生

面も直射日光（紫外線など）の心配も少なく安心安全に

水泳授業が楽しめる設備がありありがたく思います。移

動送迎に負担もかかるため、回数が減ってもよいと思い 



 

ます。 ▶衛生面を配慮していただけるのであれば、Ｂ＆Ｇ

で良いと思います。 ▶改修や維持のための経費、管理

のための負担軽減の面でも、海洋センタープールの利用

で良いと思います。もっと授業を増やしてほしいと思いま

す。 ▶海洋センターのプールは７月でも梅雨の時は寒い

ので温水プールがよい。または、梅雨があけて暑くなって

からプール授業をした方がよい。 ▶海洋センタープール

で良いと思うが、中学生は男女別で授業してほしい。 ▶

学校にプールは必要ないと思う。海洋センターを活用で

きて良いと思う。 ▶近隣の小学校ではプールが無かった

が、実施してもらえて良かった。 ▶計画どおり授業ができ

るので、絶対にＢ＆Ｇプールの利用の方が良いと思いま

す。できれば温水プール化して、中高年の健康増進やス

イミング教室のＢ＆Ｇ開催などＢ＆Ｇプールが多世代に多

目的に利用できるよう改修を求めます。 ▶見学の子が

暑いので心配ではあるが、２時間続きで授業ができて、

天候に左右されることなく授業ができることはよい。夏限

定の授業なので、Ｂ＆Ｇで問題ない。 ▶公共の場を利用

することで使い方、マナーを学べて良いと思いました。た

だ、昨年はコロナで水泳の授業なし、今年度も３回…。子

どもの泳げなさに不安を感じました。 ▶子どもが慣れ親

しんでいるＢ＆Ｇの活用は授業だけでは無く利用の促進

につながるので今後も継続を希望します ▶子どもたち

もＢ＆Ｇのプールが良かったと言っていました。色々設備

が整っているＢ＆Ｇのプールでいいと思います。 ▶子ども

たちもＢ＆Ｇのプールが良かったと言っていました。水泳

の授業ができてよかったと思います。 ▶子どもに聞いた

ら、広くてきれいだからＢ＆Ｇの方が良い、室内なので寒く

なくて良い、とのことでした。 ▶今回良い感じに出来たか

らといって満足せず、徐々に改善していけば良いと思いま

す。 ▶今年度はコロナ禍で仕方ないですが、来年度以

降は回数も増えたらいいと思います。 ▶室内で水温が

低く心配していましたが、温かいシャワーがあり良かった

です。天候不良、経費面などを考えると、海洋センターで

のプール授業が良いと思います。 ▶授業の回数が少な

く感じる。温水プールになれば、通年で授業も行え、授業

回数も確保できるし、寒くて唇が紫色という事もなくなり

そう。授業のみではなく、町内の利用者も増えるのでは？

プールを１箇所に集約したならば、有効活用して欲しい。 

▶小・中・Ｂ＆Ｇと３カ所のプールを維持するのは費用的

にも大変だと思うので、Ｂ＆Ｇを使うことで軽減されてよい

と思う。学校のプール管理は職員の負担になり水質管理

に気をつかうので、管理的な面ではよいと思う。指導面で

はどうかわからないので、先生方の意見をきいて改善す

るところがあれば次年度に生かしてほしい。 ▶小学校の 

プールが使用できなくなるのは残念です。コロナがいつ

おさまるかもわからない状況で学校のプールを使用して

いて何かがおきたらと考えるとそっちの方がこわいです。 

▶水温が低い事くらいしか不満は言っていませんでした。 

▶町の財政の予算や用途等の話を子ども達に話をして

もいいとも思います。その中でプール授業が実施されるあ

りがたさや感謝の気持ちが少しでも生まれたら嬉しいと

思います。 ▶天候に関係なくでき、シャワーが温かいの

でＢ＆Ｇのプールの方が良いとのことでした。親としては、

どちらでも良いですが、子ども達の様子を見ながら、先生

方がきちんと判断していただくのがベストだと思います。 

▶天候に左右されないので良いと思う。 ▶天候に左右

されない分、回数の確保のしやすい。また２時間分となっ

て必然的に回数が減るので水温があがる時期になるべ

くあわせて（開始をおそめにして）計画を組んでいければ

より良いのかなと思いますが、管理、経費等ではよい方向

だと思います。 ▶天候や水温（気温）に左右されないの

はいいと思いますが、この際、温水プール等検討していた

だけるならとても利用しやすく子どもたちの寒すぎなくて

いいと思う。あと回数を増やしてほしいです。 ▶どうせ行

うのであれば、もう少し回数できた方がいいと思います。 

▶特にありません。 ▶奈義町にあるＢ＆Ｇのプールを有

効活用し、学校側にも町にもメリットがある選択でよいと

思います。 ▶奈義町にはＢ＆Ｇのプールがあり、そこを利

用することで学校側にも町にもメリットがあると思うので、

活用していけばよいのではないかと思います。 ▶初めて

の海洋センターでの授業でしたが、楽しんでいた様子な

ので、よかったです。 ▶バスに乗り移動も楽しかったよう

です。屋根もあり、熱中症対策もなると思うので、Ｂ＆Ｇで

良いと思います。小学校のプールにお米の芽（？）がおい

て（育てて）あるのも面白い活用法だと思います。 ▶プー

ルに入る回数を増やしてほしい。男子の着替える場所を

考えてほしいです。 ▶プールの回数が増えたらいいと思

います。着替えの場所の確保をしてほしいです。男子は外

の倉庫はかわいそうです。 ▶プールの回数は増やしてほ

しいです。男子の着替え場所を考えてほしい。 ▶プール

の管理は、先生方の負担が大変なのとお金の節約がで

きた分をまた子ども達の教育に充てていただけたらと思

います。 ▶プールの管理も大変だと思うので… ▶プー

ルの授業ですが子ども的には「バスに乗ってプールに行

ける‼」と喜んでいました。例年のプールの時間と同数だ

ったのでしょうか!?少なく感じました。以前は地区の記録

会、郡の大会等がありましたが（今はコロナ禍なので仕

方ありませんが）何も目指すものがなくなり”水泳が上

手くなりたい”と頑張る子どもの姿がほぼない気がしま 



 

す。 ▶本人はＢ＆Ｇのプール楽しかったと言っています。

移動時間がさほど長くなく、先生方の負担が大きくならな

いようなら、今後もＢ＆Ｇでの授業で良いと思いました。も

ちろん、都合が良いのなら、学校内のプールでも全然良

いと思います。 

 

□授業ができるのであればどこのプールでも良い 

（６４件のうち１６名から） 

▶回数が少なかったので増えればいいと思う。見学して

熱中症の様になったので見学者が楽に見学できるとい

い。後は子どもは喜んでいたので良かったと思います。 

▶各学校にからＢ＆Ｇまでの距離も近く、学校に設置する

必要性は高くないと思います。こども園の設立で町の財

政に疑問視する意見もあることから、現状維持と改修・運

用のコスト比較見当すべきと思います。 ▶学校にプール

の設備が無くても、移動時間も子ども達にとっては楽しい

時間だと思うので、現状のままで不満はありません。 ▶

今年やってみてどうだったか、先生や子どもたちから意見

を聞いてもらって決めて行ってもらえたらと思います。 ▶

子ども達の安全を考えてあげてくださいね。コロナや熱中

症と沢山問題はあると思いますが、夏ならではの体育が

普通に行われることを願っています。 ▶子どもの安全・

安心が一番なので、それがきちんとされていたらどこのプ

ールでも良いと思います。 ▶子どもの意見では男女別に

して欲しいとのことでした ▶シャワーがあたたかくて良か

ったようです ▶授業回数がもう少し多くてもよかったで 

す。▶先生方、子ども達に負担がかからなければと思って

います。 ▶太陽光が直接あたらないため水温が低く２時

間入りっぱなしは寒いと聞きました。プールサイドはむしあ

つく見学者にはきついそうです。配慮をお願いします。 ▶

町のさらなるお力添えで、海洋センターのプールが温水

化することを希望します（時期や温度の問題が解決しそ

う） ▶どこであってもプールの授業ができれば子どもた

ちのためになると思います。いつもいろんな工夫をしてい

ただき、ありがとうございます。 ▶プールの授業数をもう

少し増やせると良いと思います。 ▶難しいとは思います

が、もう少し水泳の授業の回数があればと感じました。 

▶我が子に泳ぐ術を教えて下さり、本当にありがたく思っ

ています。水泳の授業は先生方も神経をつかうと思いま

す。先生方の負担にならない授業日数でも良いと思いま

す。いつも子ども達の為に指導して下さりありがとうござ

います。 

 

□各学校にプールが必要（１０件のうち４名から） 

▶今年は水泳の授業が２時間と少なく泳ぎの多くを学べ

なかった ▶小学校か中学校のどちらかにプールはある

方がよいと思います。プールの維持管理が大変でしょうけ

ど、プールの授業をバスに乗って移動すると授業の時間

が限られてしまうので、泳ぎが身につく程、練習できるの

か不安です。 ▶男女で授業時間をずらして別々にしてほ

しい ▶中学校と小学校が被るとプールの授業回数が減

るのではないでしょうか？ 

※誤変換の修正ほか、一部表記を統一しています  

 

【参考】令和３年度 Ｂ＆Ｇプールでの幼小中水泳授業感想（職員の声） 

【時間割について】小：▶運転手の勤務、Ｂ&Ｇの勤

務、大･小プールの使用の割り振り、更衣室の使用

時間、幼稚園・中学校の使用などを考慮し策定した

ため、無理のない計画を組むことができた。中：▶中

学校は水曜日のみだったので、時間割の自由がきき

にくかった。【授業準備について】幼：▶小学校のフ

ープを使用（道具の共同利用）させてもらえたので

良かった。小：▶職員が当番で行っていた朝の解錠、

水質検査、気温・水温の確認、虫などの除去、安全

確認、使用後の施錠等は必要なくなった。▶４年生

以上の児童が、各２時間行っていたプール掃除が必

要なくなった。▶教頭と体育担当が毎日行っていた

濾過機の操作、給水、塩素投入の必要なくなった。▶

職員が空き時間に行っていた監視がなくなった。 

▶教頭が、B&G閉館日（月曜日）には、解錠、ボイラ

ー、換気扇、施錠などの業務を行った。▶体調不良

など、不慮の事態に対応するため、午前中、教頭が

B&Gに詰めていた。中：▶毎日、水泳の時間ごとの

水温・水質チェック、塩素濃度の調整などがなくな

り、格段に負担が減った。▶掲示物などはしにくく感

じた。【移動について】幼：▶問題なし。小：▶時刻よ

り必ず早く来てくださり、Ｂ＆Ｇ玄関と倉庫それぞれに

降ろしてくださるなど、とてもていねいに対応していた

だいた。▶児童も、バスを利用するごとに乗降に慣

れ、時間をかけずに行うことができた。中：▶特に問

題なかった。【授業について】小：▶中学年以上は、２

時間続きで練習時間が確保できるのでありがたい

▶天候に左右されず授業が実施できるのはありが 



 

たい。▶シャワーが温かかったのは、とてもありがた

かった。中：▶幼稚園と同じ時間帯の時は指示が通

りにくく、指導のしづらさを感じた。▶一番端のコース

は使えなかったので、一斉に泳がすのには課題を感

じた。▶２時間続きで、余裕を持って、水泳の指導に

あたれた。【監視体制について】幼：▶安心して行う

ことができた。小：▶Ｂ＆Ｇの監視の方が常について

くださったので、職員の監視の負担がなくなった。▶

来年度も今年度並みにお願いしたい。中：▶良かっ

た。【プールフロアについて】幼：▶２園、２クラスで行

う際、どちらかが小プールを使用するときに、プール

フロアが敷いてあることで待つことなく大プールへ入

れた。▶幼児の足がつくのでいろいろな動物歩きな

どをして遊ぶことができた。幼稚園は、毎回使用し

た。小：▶３年生は、初めての大プールでの指導にと

ても有効だった。▶４年生以上でも、支援が必要な

児童や苦手な児童の指導に有効だった。▶２年生も

大プールを体験することができ、来年度に向けての

よい経験になった。中：特に活用していない。【プール

内の環境について】幼：▶問題なし。小：▶プール内

は、室温・湿度とも高かったが、屋外で行っていたこ

とと比べるとかなり楽。▶水質も、衛生面も老朽化し

ている小学校プールに比べると素晴らしかった。中：

▶良かった。学校プールでは、塗装の問題で濁りが

早く、濁り除去のためオーバーフローさせるなど苦労

していた。水道代も気になっていた。【設備について】

幼：▶更衣室を女子生徒だけが使用するので、幼稚

園も各園に分かれてどちらの更衣室も使用できてよ

かった。▶温水シャワーは、寒い幼児にとっては温か

くて良い。▶更衣室内のシャワー室のカーテンの幅

に余裕がない。小：▶温水シャワーのおかげで、水泳

後の回復が早かった▶ロッカーに番号シールを貼る

ことができたので児童も迷うことなく使用できた▶倉

庫を活用し、かつ、ブルーシートやかごも準備してく

ださったので、プライバシーやソーシャルディスタンス

を守ることができた。▶コロナが落ち着けば、普通に

男女の更衣室を使用したい。▶更衣場所が離れて

いるため、指導が充分にできなかった▶雨や雷の

時、プールから倉庫への移動に困った。中：▶仮設の

更衣室を用意して頂いたので非常に助かった。【異

年齢での使用について】幼：▶大まかな流れをお互 

いに知らせておく方が良いのではないか。▶プール

のマナーや使用方法など、中学生が見本となってい

たように思う。▶更衣やトイレなど、時間帯が重なる

時に互いが気を使い合うことになっていた。（更衣に

ついては、幼稚園は融通がきくのでよいが、トイレの

時が困った。）▶幼稚園の声が響き、授業の邪魔に

なっていないのか心配である。小：▶小学校は園児・

中学生と一緒になる時間がなかった中：▶同じ時間

になるとどうしても騒がしくなるのが難しい。▶指示

を集中して聞こうとする姿勢が見られた。【学校側か

ら保護者への連絡について】幼：▶昨年度は、プー

ル遊びはなかったが今年度は実施できてよかった。

という声が聞かれた。小：▶コロナの影響で水泳授

業が中止になったことを伝えていますが、２時間まと

めて水泳授業をとっていることで、週あたりの水着を

洗う回数などが減り、授業回数が減っているように

感じられている可能性はあります▶実際、一昨年度

までは週に３単位時間計画していたので、それに比

べると減っています。中：▶Ｂ＆Ｇに移動して水泳の授

業を行うことは伝えている。【来年度取り組みたいこ

となど】幼：▶中学生と同じ時間帯だったので、短い

時間で良いので交流ができると良い。(大プールで

泳ぐ様子を見る。背中にのせてもらって、一緒に泳ぐ

など)小：▶今年度、バスでの移送計画などが緻密

にされていたので、大きな混乱なく行うことができ

た。来年度も、今年度をもとに取り組んでいきたい。

▶今年度は、コロナの影響で授業時数が少なく、十

分な指導ができず、安全のための浮く・泳ぐ指導が

主になった。来年度は泳法の指導も十分に指導して

いきたい。中：▶着衣泳なども経験させたい。【その

他（園児・児童・生徒や保護者の方からの意見等）】

幼：▶年少児は１回だけだったが、楽しめ、それがきっ

かけでプール利用につながった。▶楽しかったことを

家庭でも話していたようだ。▶女子トイレには除菌ス

プレーが置いてあったが、男子トイレにもほしい。小：

▶水も床もとてもきれいでうれしい▶バスで行き来

できるから楽だし、楽しい▶温かいシャワーが気持ち

いい▶屋根があるから、雨が降っても大丈夫。日焼

けもしない、そんなに暑くない。▶今年度はプールが

できてよかった 

 


