
その他意見欄

1
現在クラブチームに在籍して、平日は部活(卓球)土日祝はクラブチームに参加しているので、同じ形で選べたらと
思います。

2
現在硬式野球チームに所属しています。平日練習も週に２日あり、参加していますが、新中学になると通学に時
間がかかり、平日練習の参加ができなくなります。個人競技で全身を使える部活ができるとありがたいです。

3
試合の度に、保護者が送迎するシステムを変えてほしい。(下中１になれば試合も減るのかな？)団体で公共機関
を使うということにしてほしい。習い事で親が送迎するのとは全く違うと思います。

4 バトミントン部があるといいと思います。
5 対外試合、遠征、経費など保護者が支払うものの詳細に事前に教えてほしい。
6 部活でなくクラブ活動にしてほしいな
7 もし剣道部が再開した際には、是非入るように説得してほしい。家庭でも本人がやる気になるように説得します。
8 サーフィン部は海の街としてとてもいいと思います。有名な選手が出たりと、今後に期待します。
9 子どもの選択肢の幅がより広がることを期待します。
10 硬式テニス部を作ってもらいたい。

11

統合時だけでなくその先のことも考えると、外部の指導者を入れないと成り立たない部活動は、存続が難しいと思
います。近隣の学校にある部活動を残した方が、対外試合等を行いやすく、活動が充実すると思います。賀茂地
区12校すべてに現存する部は男子ソフトテニスのみですが、そのような情報も提供しながら希望をとるというのも
良いかと思います。

12
もう少し部活の種類が増えるといいです。運動が苦手な子は選べるものがないと思う。工作や研究等ができる部
活があるといいと本人より。実際、入学後に見学したら、また考えが変わると思いますが…。

13 空手部もあるといいと思います。

14
うちは、女の子ですが、陸上部等あれば、スポーツ系の習い事の基礎となると思うので、あるといいなと思いまし
た。ボールや道具が少ないのも経済的にもいいです。

15 大会や練習試合などの移動の際、父兄の負担がないようにしてほしい。
16 空手部もあるといいと思います。
17 サッカー部がないのなら、クラブチームでの活動をさせてほしい。
18 サッカー部を作ってください。
19 既存する部活の中に、グラウンドを使うものが無い事はさみしいし、もったいないと思います。

20
野球（各地域でのチーム）をしている子供も多く、部として活動してほしい。クラブチームだと学校で他の部活に
入ったり、試合など兼ね合いが大変だと思う。

21
指導者が不足ならば、外部指導者を呼んで欲しいです。今後、子供が少なくなる（少子化）のは分かっているが、
現在、学童野球人口は多いです。クラブチームよりも部活動で野球を求めている子供や親は多いです。

22
高校にも（下田）のある部活を考え、そこにつながる部活の開設を望みます。地元に進学する子供の確保のため
には重要かと思いますので。特に、野球等は予備軍がいないと、外の高校へ出てしまう子も少なくないので。

23
学区が広域になる為、部活動の時間短縮は仕方ないですが、少しでも長く時間を確保して、技術向上につなげて
いけるようにしてほしい。

24 陸上、サッカーのない中学なんてありえません。
25 大会や練習試合などの移動の際、父兄の負担がないようにしたい。

26
１年生で入部した部活から、２年生になって新設した部活へ変える子も出てくると思うので、それを考慮した部活
運営をしていただきたい。

27 サーフィン部は環境も良いし、オリンピック種目にも加わったスポーツなのでいいと思います。
28 伊豆ならではの活動ができる部活があると良いと思います。
29 合併するわりには、パッとしない部活動ばかりでがっかりです。

30
子供達一人一人が自由に自分の興味を追求でき、限りある時間を有効に使えるよう、強制的な部活動への参加
は、本来学校があるべき姿ではない。社会はより複雑化しており、部活動の弊害に対する認識を共有できていな
い。

31 サーフィン部はとても良いと思いました。伊豆から下田からオリンピック選手ができことを！！応援しています。

32
クラブチームに入っている子はレギュラーになり活躍できるが、初心者の子は足を引っ張ってしまい迷惑をかけて
しまいます。今現在の中学でもそうです。個人でも打ち込める部がいくつかあった方が良いと思います。

33 伊豆ならではの部活ができると良いと思います。
34 ほぼ毎日サーフィンしています。中学に入っても好きなサーフィンを続けさせたいです。
35 新しい中学になって考えます。
36 サーフィン部は環境もあり、また、オリンピック種目にも加わったスポーツなのでいいと思います。
37 オリンピック新種目になったスケートボードを競技として大会への参加、日々の練習を積極的にしていきたいです。

38
新中学校の1年目の中体連は、今まで各学校で練習を頑張ってきた子供達全員が活躍できるような大会を検討
してほしい。

39
教員負担を減らすため、学校の部活動というくくりでなく、地域のスポーツクラブなどと連携して活動してほしい（外
部コーチに任せる）。

40 楽しい活動を。
41 パソコンがやりたい。
42 もっと部活の種類を増やして欲しい。
43 茶道、弓道と敷根公園にある施設を利用の部活、文化部、水泳、化学部など。
44 外部コーチを呼べたら、先生の負担が減ると思います。
45 練習試合などで学校外で活動する時は、なるべく公共機関で移動するべきだと思います。バスを借りるなど。

46
仮に水泳部が新設された場合、クラブチームに所属している児童の大会出場方法やクラブチームで活動していて
も中学校の名前で大会に出られるのかなども今後検討していただきたいです。部活とクラブが同じ種目の場合の
運用方法。

- 1 -



その他意見欄

47
運動が苦手な子にとって選択肢が少なすぎる。剣道部が検討されているのに柔道部を断念したのはなぜか。指
導者確保の問題はどちらも同じではないか。

48
地域と部活動がつながっていれば、少子化で部活動の人数が少なくなっても、活動は継続できる。ぜひ、学校だ
けでなく、市として中学校を文化スポーツの中核になるようにするのはどうしたら良いかを考えてください。

49
何のために部活動をするのか、生徒の多様な学びの場だけではなく、豊かなスポーツライフ等、生涯にわたって実
現するためと考えると今までの運動部の枠でなく、もっとユニークな他にない部活動を提案すべき。少ない数の部
活が生徒のニーズに応じていると思えない。

50 部活動を通して楽しい学校生活となるようにして頂きたいです。

51
部員数が増えて、部活動の指導も大変になると思います。中学校の先生に全て任せるのは先生も負担になって
しまうと思うし、経験のない先生が顧問になってしまうとなかなか上達できなくなってしまうので、ぜひベテランの外
部コーチを部活動の担当にしてほしいです。

52
特にありません。少人数での活動より、大人数の中で協調性など、精神面でも成長にとても良いと思います。切磋
琢磨しながら、個々に目標に向かっていくチャンスと考えています。

53 マリンスポーツ部があったら良いと思う（シーカヤック、スタンドアップボードなど）（サーフィン以外に）

54
今まで個人的にパソコンを勉強しているが、部活動としてより深い知識を身につけて、高校のパソコン部で活用した
いので総合文化部が欲しいです。

55 新しくできる中学なのに目新しいものがなくてつまらなかった。
56 自転車競技部

57
サッカーは、クラブチームもありますが、毎月の月謝が高いという理由であきらめてしまうお友達もいます。サッカー
はとても身近なスポーツなので、辺りでも小さいころから楽しめるスポーツです。ぜひ中学校の部活動として開設し
ていただきたいです。

58
子どもがやりたいから入部する、無いからあきらめるではなく、創造していくクリエイティブな学校になるとうれしいで
す。外部講師が許されるなら是非オファーしたいですね。

59
中学生にとって部活は楽しみの一つだと思います。ここが好きな部活に入って充実できるのが一番だと思います。
指導者の確保は難しいのかもしれませんが、どのような形でもいいので、顧問を置いて多くの子が開設してほしいと
いう部活を開設してあげてほしいです。

60
あまり運動が好きでないので、文化部の詳細や運動部以外の部活があるか知りたいです。まだ本人が1年生で、
総合文化部の意味が分からないようでした。

61
下田市はとても環境のよい場所なので、水泳部、サーフィン部など他の県にない部に力を入れてみてはどうでしょ
うか。

62

試合・大会などをはじめ、部活動に対する親の関与についてしっかりとした体制を検討していただきたい(公共交通
利用やマイクロバス利用、自主的な夜間練習等)。
サッカーや野球等、クラブチームが存在しているが、部活動とクラブチームとで求められているものが異なると思
う。中学生レベルになるとクラブチームなどは本格的になり、より経費がかかり、時間等拘束され、保護者の関与も
多くなる。保護者の仕事等の関係によりクラブチームを止めざるを得ない状況もある。ただ単純にクラブチームが
あるから部活動を設置しなくても良いというものではなく、部活動に求められているものについて、そういった視点を
踏まえながら検討をお願いしたい。

63 希望したい部がありません。

64
合併するのだから、個々の協議の部活動だけでなく、大人数での協議をやるべきだと思います。合併の意味がなく
なります。子どもたちが幅広く選択できるようになることを強く願います。

65 部員数が少なくても成り立つから。
66 大人の力によって選ばれる部活なのに、こんなアンケートをとる意味がない。
67 必ずサッカー部を作ってください！見つからないなら指導者は外部にお願いしたい。
68 やったことがない種目に挑戦するよりも得意なことを伸ばしたい。

69
部活はすごく良いことと思うのですが、先生方の負担も心配です。生徒だけでなく先生の負担が大きくなりすぎない
とよいと思います。もちろん全国を狙うというのもすごく良いと思います。

70 人数が増える分少し部活動も増やしてほしいです。

71
土日の活動、大会や練習試合の移動の送迎が困難で運動部は選んでほしくないです。それでも子どもの選ぶ部
活をやらせてあげたい。統合し競い合う学校もなくなります。部活動ではなくクラブ活動にしてもらいたいです

72 身体能力の伸びる時期なので、部活動を熱心にやってほしい。
73 子どもたちの選択肢がより広がることをきたいしています。
74 乗馬があれば第１に希望したい。
75 文化部（科学部）などをふやしてほしい。

76
試合に行くときなど保護者の車に乗り合わせず、マイクロバスを利用してほしい。もめ事、運転の善し悪しなどいろ
いろと聞くので。

77 人数が多くなる分、今コロナ禍で、心配のところもあります。

78
部活動を運営していく中で、担当していく先生方の御負担や許容範囲など競技していくことも多いと思いますが、
一人ひとり違う何百通りも個性がある子どもの好きな物を考えるのは不可能だと思いますが、少しでも選択肢が増
えるよう祈ります。

79
練習試合や大会などは公共の手段でいけるようにしてほしい。（送ってあげたくても仕事などの都合で無理なときが
あるため）

80
運動の苦手な子もいるので、文化部も２～３個あるとありがたいです。F組の生徒も入れる部があるとうれしいで
す。パソコン学習はこれから必須なので、⑬は必要だと思います。

81 折角、市営のプールが併設された環境にあって、水泳部がないとは勿体ないと思います。
82 サーフィン部が魅力的だと、親的には思いました。
83 無理矢理入る必要はないと考えている。自分の好きな事を見つけて、やってもらいたい。強要はしたくない。
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84
柔道部断念について、中体連等正式に認められている競技について、危険性を理由にするのは設置する側の怠
慢、保身である。

85 小学校１年生に部活と話しても、今ひとつ、伝わりませんでした。
86 選択肢が多い方が良いと思います。

87
サーフィン部を開設予定との事ですが、ボードやウエットスーツ等、とても高額だし、安全性もかなり心配だと思う。
それに比べダンスは身ひとつあればどこでもできます。再度検討をお願いします。

88 子供達のために、なるべく多種多様な部活動から好きなものを選択できたらいいと思います。
89 学校を統合するにしては部活の選択肢が少ない（特に文化系部活）。
90 PC部を作って欲しい。

91
現在検討中のサーフィンも海が多い市なので良いと思います。また、サッカー、野球、陸上も中学生のうちから
やっていると上達も早いので素晴らしい案だと思います。

92 正直、今聞かれても分かりません。丸をつけたのは私の思い付きの選択です。
93 子供達がいろいろな部活を選べるとよいと思います。

94
現在クラブチームで練習をしています（バスケット）。中学校でもバスケをやりたいと言っていますが、サッカー・野
球をやっている子はどうなるのかなと思います。クラブチームの練習も土日だったりで、平日のいわゆる部活動の
時はどうなるのか。

95
学校を統合したらこれまでより多くの部活を開設できると言っていましたが、数が少なすぎる。選択肢がなさすぎる
（特に文化系）。

96
検討中の部活動が全部あっても良いと思います。色々な部活動があった方か、選択肢が広がるし、子供達も喜
ぶと思います。

97 朝練が欲しい。

98
開設を断念することも分かりますが、田舎の山、海、広さを活かせて、県外からも来るような魅力ある部活もあると
思います。優れた子、やる事が明確な知人（子）はどんどん中学、高校から伊豆を離れていってしまいます。

99 総合文化部の内容がわからないです。プログラミング部など明確な部が希望です。あれば第１希望。

100
本来希望していたダンス部が断念した部活動に入ってしまっており残念です。人数が増える分、幅広いジャンルの
部活動を設置していただきたいと思いました。

101 外部コーチを入れるなど工夫してほしい。近隣で練習試合ができるような部活で。
102 パソコン部が欲しいです。
103 文化部が美術と吹奏楽しかないのは少ないと思うので、もう少し選択肢があるとよい。
104 サーフィン部は危ないと思う。
105 Q2については、本人が入部してから様々な経験をして、いろいろな思いを巡らせて培っていくものだと思います。

106
成長期の子どもにとって、体力づくり等体を使うスポーツは大切なのは理解できるが、それらが苦手な子供にとっ
ての居場所と輝ける場所を大切にしてほしいと思います。

107 毎日サーフィンしているので、サーフィン部がない場合、部活に入らない予定でいます。
108 プールの使用料金、コーチ代はどの程度かかるのでしょうか。負担する金額が心配です。

109
朝部活がなくなると聞いています。練習時間確保のため、朝部活をできるようにしていただきたい。冬場など放課
後の部活動の時間の少なさは他校との大きなハンデとなります。文武両道では…。

110
今は、１年生の時は既存の部活から選んで部活動に参加し、２年になった時に新中学校で開設する部活に変更
して活動したいと話していますが、実際にその時になると本人の状況や考えが変わると思います。

111

新中学校部活動について、子供達の入りたい部に入ってもらいたい。統合前に希望をとって各々の中学で入って
いた部活を頑張りたい子には継続させてあげたい。一つの部に人数が多くなってしまったとしても、定数を決めない
で指導の先生の人数を増やすなどして、対応していただきたい。統合前に先に人数を把握してから第二希望が必
要かどうか確認してもらいたい。人数に対しての練習時間は、一人一人確保できるように考えていただきたい。子
供達には自分の入りたい部活に入ってもらいたい。

112
新部活について、来年度から新しい部活を取り入れて活動してほしい。現６年生は既存の部活だけでは選択して
もすきな部活を行えないのはかわいそうだと思います。新校舎になってからでは部員にかたよりがでると思います。

113 土曜日は休みにしたい。

114
大会（練習試合も含む）に保護者が送迎するというシステムを変えてほしい。姉妹、別々の部活を選択することが
自然になる。今のままでは無理です。

115 テニスコートは何コートあるのか。

116
小学生でずっとサッカーを続けてきましたが、中学（ユース）は平日夜３日＋週末２日と練習量が増える上、今ま
で以上に遠い通学になることを考え、悩んだ末、続けないことにしました。新中学でサッカー部ができたら…、高校
も続けたいと楽しみにしています。子供達の選択肢が増え、１人１人が輝ける学校となれることを願っています。

117
現６年生は統合初年度ではないので、統合前の学校にて既存の部活を選択しなければなりません。もしできるの
であれば、次年度より新校での部活ができるように準備をはじめてほしいです。（一度入部したら変えることはいろ
んな面で負担になります）部活用のバスも必要だと思います（遠征など）。

118 文化部にもう少し選択肢があるといいなと思いました。
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