
酒生小「午前５時間制」 試行アンケート結果（児童） 

R4.7.8 

試行期間 令和４年６月２０日～７月２０日 

 

問１ 午前中に４０分授業５コマ、午後にスキルタイム（２５分間）を実施することについて、

どう思いますか。 

とてもよい                52% 

どちらかといえばよい      33% 

どちらかといえばよくない   9% 

まったくよくない           1% 

わからない                 5% 

 

 

 

 

【よい】 

・休み時間が増えたから。 

・午後に 1時間だけ勉強するとなったら，楽だから。 

・午前中だと集中できるので頭に入りやすいし、長く感じない。 

・5時間あって、おなかは空くけど、前よりも早く帰れるから。 

・午前中にあることで、授業に集中できる。 

・午後が楽。 

・特にありませんが、5時間が午前中に終わることで、後、1時間授業を受けたら、帰れるので、

楽になりました。 

・スキルタイムがあるから百人一首がてきてとても楽しい。 

・40分授業だし，スキルタイムにできることがたくさんあるから。あと，眠い午後の授業が少な

くなるから。 

・6年生で次、中学一年生になって 50分授業になります。10分も時間が伸びたら眠たくなったり

しないかなーなんて思っています。 

・大休みが短くなるからです。 

・理由は、午前中に、5時間はツライけれど、午後から、スキルタイムの時に、百人一首ができる

から。 

・午後の授業が 1コマしかないから。 

・スキルタイムがない時は授業中にやっていたから時間が減っていたけど、スキルタイムがある

と、授業の時間を使わなくて良いからです！！ 

・いっきに 5個の授業が終わって後は 6限目だけになって楽だから 

・午前中に 5時間目まであった方が集中できるから。 

・漢字スキルなど、今までは国語の授業の時にやっていたけど、スキルタイムができてからその

時間に漢字スキルなどができて、授業の時間があまり減らないからです。 

・今までは、「国語の時間に漢字スキル」「算数の時間に計算スキル」だったけれど、「スキルタイ

ム」という授業ができて、まとめてスキルができるのでいいと思うからです。 



・スキルタイムで、漢字スキルが出来るから。 

・授業が短くなって、集中して、受けれています。 

・良いと思う。スキルタイムという時間で自分で学習できるようになったから。 

・調べ学習ができるのでスキルタイムがいいと思います。 

・じゅぎょうにしゅうちゅうできてる。 

・長いのが好きで短いのが嫌いな人もいるし短いのが好きで長いのが嫌いという人もいるからで

す。 

・スキルタイムで、いろんな勉強ができるから。 

・前の復習が出来るから良い。 

・夢タイムや，自分の調べたいことを調べたりできるのでとてもよいです。 

・授業が短くなったから。でも、スキルが出てきたから。 

・時間が短くなってじゅんびがおくれているからです 

・あたまがよくなるからです。 

・とても集中できるから。 

・疲れているからできたら早く帰りたい。 

・授業時間が短いから。昼休みが長いから。 

・午後に一時間で集中出来るからです。 

・時間が短くなって授業に集中できるようになったから。 

・4０分授業で集中できるから。 

・前よりじょぎょうが、みじかいから。 

・午前五時間制だと、集中してできるのでとてもいいです。 

・40分になったけど、スキルの時間があるので安心した。40分授業になって、勉強に集中できる

ようになった。 

・40分授業の方が集中して授業に取り組めるから。 

・スキルは、復習ができるのでいいと思います。40じゅっぷんじゅぎょうもじかんがかわらない

と思います。 

・スキルタイムがそんな良くないから 

・40分じゅうぎょうになってからとても、しゅうちゅうできるから。 

・僕は、勉強が苦手なのでとてもよいにつけました。 

・短い時間だからとても集中できるから。 

・午前中にいくつもの教科ができていいと思う。 

・算数があまり好きではないから。でもよくわかる。 

・早くたし算とかがすぐ書けれるようになるから 

・40分授業の方が集中して授業に取り組めるから。 

・スキルの時に、足し算や引き算、掛け算をやっているからです。 

・午前中に 5時間あるのは、大変だけどやり気った後は、とてもスッキリした気分になります。 

・午前中に５時間勉強して、午後にスキルと６時間目をやることで、まえよりも授業に集中出来

ると思ったのでいいと思いました。 

・きゅうしょくがおわったらすぐにかえられるから。 

・水曜日にロングひる休みがあるからです。 

・午後からの授業が少ないから良い。 

・何とも無い大丈夫。 

・給食が終わったらすぐ帰れる日があるから。 



・あたまがよくなるから。 

・おそうじがおわったらかえれるから。 

・頭が良くなるから。 

・お腹がすくから。 

・授業が短くなるからうれしいから。  

・4時間で帰ることもあるけど、5時間やったあと楽ちんだからまだいい。 

・早く帰れるから。 

【よくない】 

・おなかが減って、授業に集中できない 

・スキルタイムが嫌だから。 

・給食の時間が遅くなっておなかが減るから。 

・授業が早くなっていそがしくなり、大変だから 

・じゅぎょうがはやくおわってしまうからよくないです。 

・帰るのが早くなる。でもおなかがすく 

・きゅうしょくがながいからいやだ 

・とてもお腹がすくしスキルがきらいだから。 

・お腹が空きすぎて嫌だ。 

・お腹空くから。 

 

問２ 給食の時間が遅くなること（昨年 12:10→今回 12:25）について、どう思いますか。 

大丈夫 お腹が空く 

・お腹空かないから別にいい 

・少し給食の時間が遅くなるので、朝ごはんを

沢山食べないと行けなくなってしまったか

ら大変。でも楽。 

・何も変わらない 

・特になんとも思わない 

・朝ご飯をしっかり食べないとだめ。 

・自分達が朝ご飯など、力が出たりお腹が空か

ないようにすればいい。だから遅くなるの

はいいと思う。 

・丁度いい！ 

・別に大丈夫 

・別に嫌じゃない。 

・自分は、あまり給食を食べないので、午前 5

時間制になって、前より給食が食べられる

ようになっていいと思います。 

・いいと思います。 

・良いと思う 

・いっぱいお腹空くけど、頑張ったなって感じ

やれるからです。 

・ゆっくり食べられて急がずいいと思います。 

・もんだいありません 

・腹が減っては勉強できぬ 

・もとに戻してほしい 

・遅くなるのは嫌です。 

・給食がいつもより遅くなるのは少し嫌だな

と思う。 

・少しお腹が空く。 

・とてもお腹が空く 

・もっとご飯を食べたいです。 

・お腹がすきます。 

・給食の時間が短い 

・朝ご飯を食べた時から元の時よりもお腹が

空くから。 

・少しおなかがへる 

・お腹が空くのであまり良くない。 

・時間が遅くなってしまいお腹が空いてしま

うのでまだ慣れていません。 

・お腹が空くから 

・はやくごはんをたべたい 

・もっと早く食べたい 

・おなかがすくからはやくたべたい 

・いいよ 

・朝ごはんをしっかりと、食べないといけない 



・問題無し 

・私は、だいじょぶです。 

・もんだいがありません 

・問題ありません。 

・べつによい 

・別に気にしていない。 

・それは良いと思う理由は最勉強ができるか

ら。 

・お腹が空くから給食が美味しく感じる。 

・特になし 

・いいと思う 

・お腹は空くけど、午前に 5 時間だからあと

40分授業だから楽でいい。 

・私は 25分で良いと思います。 

・遅くなったけど、特に嫌だとは思わない。 

・特にありません。 

・特にありません。 

・なにもおもわない 

・だいじょうぶです。 

・別に良い 

・別に良い大丈夫 

・別にいい 

・大丈夫 

・べつにいいよ 

・べつにいい 

・べつにいい 

・べつにいい 

・別に大丈夫 

・だいぢょうぶ 

・別にいいよ 

・めっちゃお腹が空く。 

・別にいい 

・別にいい 

・家や、児童館でゆっくり出来るから。 

・おなかがすくのでいや。 

・少しお腹が減ってしまうので少し嫌です。 

・給食が食べれなかったら、お腹が空いてしま

うので嫌です。 

 

 

 



問３ 水曜日にロング昼休み（３０分間）を設けることについて、どう思いますか。 

とてもよい                 86% 

どちらかといえばよい       10% 

どちらかといえばよくない    1% 

まったくよくない            1% 

わからない                  1% 

 

 

 

【よい】 

・たくさん遊べるから 

・長く遊べるから 

・昼休みが長いから。 

・長く遊べるから 

・図書委員会の仕事で 30分全部使えないが、長い方がいい。 

・長く遊べる 

・たくさん遊べて、良いと思う 

・休憩の時間が長いから。 

・自分の学年の番の時は、長いから。 

・長いから。 

・たくさん遊べるから。 

・友達とたくさんお話しできるからです！ 

・いつもと違って、長いから、なんでもできるから。 

・長く遊べるから 

・今までは短かったけど、倍ぐらいの 30分になったのでいいと思います。 

・たくさんの昼休みがもらえて委員会の仕事もできるし，友達とたくさん遊べるから 

・昼休みが長いと友達といっぱい遊べるから。 

・休み時間が、楽しいから。 

・昼休みが長く、遊べる時間が増えるからです。 

・ゆっくり昼休みを過ごせるからです。 

・いっぱい遊べるから。 

・休み時間がすきだから 

・いっぱいあそべるから。 

・休み時間が長い方が、楽しいから 

・長く遊べるから良い 

・自分のやりたいことがたくさんできるから。 

・長い時間遊んだりすることができるから 

・休み時間がのびると遊ぶ時間が長くなるから良いと思う 

・みんなと長い時間遊んでいられるのが良いです。 

・自分がしたいことが長くできていいです 

・たまには、長いのでもいいから。 

・あそぶじかんがふえるから 

・いつもより長く遊べているので良いと思います。 



・前の水曜日の昼休みより，昼休みの時間が長くなってとても嬉しいです。 

・いつもより、特別な気がするから 

・みんなながく楽しくできていいとおもいます 

・みんなでイッパアソベテウレシイ 

・ながくてうれしい 

・時間いっぱい遊びが出来るから 

・長くていいです 

・みんなできてたのしくてうでいい 

・いっぱいあそべるからとてもいいです。 

・ながくあそべるからよい 

・たくさんあそべるからうれしい 

・長くなるからいい 

・べつにあそべるからいいです 

・うれしい 

・長いから。 

・絵がいっぱい描けるからです。 

・長いのでたくさん遊べるから。 

・昼休みがとても長くなって遊ぶ時間が長くなったから。 

・疲れた授業があっても休憩できるから 

・いろいろなことができるから。 

・遊ぶ時間が長くなるから。 

・長く楽しく遊べるからです。 

・大休みのようでたくさん遊べるから。 

・今までのとそんなに変わらないから。 

・昼休み長く遊べると楽しいから。 

・たのしくうんどうできる。 

・たくさん遊べるから。 

・30分だとともだちとあそべるから。 

・いっぱい遊べるからです。 

・たくさん遊べるから。 

・たくさん、きゅうけいができるし、たくさん遊べるから。 

・掃除がないのでいいと思う。 

・いっぱい休めるし楽しから 

・30分間あればいろいろなことがさいごまでできるから。 

・休み時間が増えるからゆっくりとやすめるのでうれしいです。 

・休み時間が長かったら友達と一緒に遊んだりできる。あと、みんなと触れ合えるからです。 

・みんなで一緒に遊んだりする時間が増えるからです。 

・いっぱい遊んでいられるからとてもいい。 

・30分がながいから、いっぱいあそべるからです。 

・長く遊べるから。 

・遊び時間が長くなるから。 

・うれしいから。 

・ロング昼休みは、鬼ごっこする時には丁度いい時間だから。 



・いっぱいあそべるから。 

・いっぱいやすめるから。 

・ゆっくり休めるから。 

・いっぱい遊べるから。 

・昼休みいっぱい遊べるから。 

・いっぱい遊べるから。 

・いっぱい遊べるから。 

・いっぱい遊べるから。           

・たくさん遊べるからいいかなと思います。 

・いっぱい遊べるから。 

・前は、20分だから、今は、30分だから嬉しいいっぱい遊べるから。 

・長くてうれしい。 

【よくない】 

・お腹が空く。 

・早く下校したいから。 

・あたまがよくならないからです。 

 

問４ 下校時刻が昨年より早くなることについて、どう思いますか。 

    ※６校時下校 昨年 15:40→今回 15:15 

 

とてもよい                73% 

どちらかといえばよい      14% 

どちらかといえばよくない   4% 

まったくよくない           2% 

わからない                 7% 

 

 

 

 

【よい】 

・たくさん遊べるから。 

・すぐ帰れるから。 

・早く帰ることができるから。 

・早く帰れるからです。 

・早く帰って遊べるから。 

・お昼に近いので、気温が暑い。 

・早く帰れるから良い。 

・少し早く帰れるから。 

・早く帰れる！！ 

・家でしたいことが出来るから。 

・野球が長引くから。 

・早く帰りたいから。 

・習い事で早く帰らないといけなかったのが、少し余裕ができたのでよかったです。 



・早く帰れるから。 

・速く帰れて放課後友達と遊べるから。 

・早く帰れると、たくさん遊べるから。 

・早く帰れるからです。 

・この前までは、掃除がある日と掃除がない日で、時間が違ったけれど、掃除がない日は、掃除

の時間の分昼休みが長くなって、帰る時間が全部一緒なのでいいと思うからです。 

・早く帰れるから。 

・早めにおわってしく代が早くおわるから。 

・宿題が多い時すぐできるから。 

・家でゆっくりできるから。 

・早く家に帰って遊べるからいい。 

・終わらせたい事を前より、はやく終わらせられるから。 

・宿題などが早くでき、習い事に早く行けるから。 

・早く帰れるようになって宿題を早く終わらせる事が出来てそのあと楽しい事ができるから。 

・去年より速くても楽しかったって思えるから。 

・早く帰れるので良いと思います。 

・帰りがはやくていえでゆっくりやすめていいとおもいます。 

・早く帰れて嬉しい。 

・いいと思います。 

・用事があっても出来るから安心します。 

・早くかえれるからいいです。 

・早く帰れるからよし。 

・すぐにかえれるからうれしい。 

・早く帰ればいろんなことをできるからいい。 

・早く帰って家でお手伝いや，自習がたくさんできるので，とても良いです。 

・早く帰られるから。 

・早く帰れるからです。 

・早く帰って遊べるから。 

・早く帰れて嬉しいから。 

・早く帰れて嬉しいから。 

・早く帰れるから。 

・夏は、暑いからはやくかえれるのはとてもいいです。 

・下校時刻が早くなると早く家に帰れるからいい。 

・早く帰れるのは嬉しいから。 

・早く帰って遊べるから。 

・家に帰るのが早くなるのがとてもうれしいから。 

・用事に間に合わない時などに、間に合うからいいと思う。 

・時間が短縮できてるから。歩いている時に疲れない。 

・帰ってゴロゴロ出来るから。 

・下校時間がはやくなると、宿題がはやくできるから。 

・早く帰って宿題を出来るからです。 

・早く帰ったらいっぱいみんなと遊べたりゲームをしたりできるからです。 

・去年と 15分ぐらいしか変わらないから、どちらかといえば良いと思いました。 



・家で休んでいられるから。 

・家に着くのが早いから。 

・早く帰ってサッカーをしたいから。 

・ゆっくりできるから。 

・早く帰れるから。 

・早く家に帰ったら友達と遊べるから。 

・家でいっぱい遊べるから。 

・家でゆっくり休めるから。 

・ベンキョしたらいっぱい遊べるから。    

・いっぱい遊べるから。 

・宿題する時間が長くなるから。 

・家に速く着くから。  

・早く勉強できてゲームができる。 

・早く帰れるから疲れたから遊べるから。 

・家で、ゆっくり出来るから。 

【よくない】 

・もっと学校で過ごしたいから、げこうが早くなるのは嫌。 

・時間が早くなると下校の気温が上がるから。 

・あついからいやです。 

・6時 55におきれないからいやだ。 

 

問５ 午前５時間制について、工夫や改善した方がいいと思うこと 

・なおさなくていい…多数 

・スキルタイムは,もうちょっと短くした方がいいかと。 

・給食の時間をもとの時間に戻した方がいい。 

・大休みがもうちょっと多くほしい。 

・スキルタイムを無くす。 

・スキルタイムが、長いから、短い時間にしてほしいです。 

・スキルタイムと 6時間目が繋がっているので直したほうがいいと思います。 

・元の 45分制になおしてほしいです。理由は、45分の方が授業をたくさん受けられるからです。 

・長くなってほしいです。 

・4じかんめがおわったらごはんにしたい。 

・じゅぎょうのじかんをかえたほうがいいとおもいます。 

・給食の時間をのばしたほうがよい。 

・45分じぎょうにしてほしい。 

・４時かんめにきゅうしょくをたべたほうがいい。 

・スキルタイムを違うことにした方がいいと思う。 

・とてもいいと思う。 

・掃除を後にして、帰りのかいを先にして欲しいです。 


