
ü 新型コロナ感染状況を毎日確認
ü 出席状況(欠席率)による中止判断基準を設定
ü 基準超えの日はなく、完走できた

ü 講師・夏ドキ委員側での緊急対応もあり
ü 代替講座・当日担当シフト変更など

夏ドキ報告（2022/7/21～8/3）
活動メンバー

委員　　    　　　　
デジタル担当委員　
担当役員

主な改善点/効果

開講数  80 講座 (延べ参加人数1083名)

開校実績

* 今年度新規講座：　　　　　　　　　 24講座
* 講師都合による中止：　　　　　　　　　5講座

申込人数 650 名 /  844 名（全児童数）

　　　　　　　　　(うち当選0児童　69名 10.6%)

　入口・受付での検温・消毒、換気、
終了後の除菌など感染対策に
努め無事に開催できました！ 負担軽減

当選確率改善
(各学年40%前後)

その都度
タイムリーに

ü 人気講座の申込ルールを変更
ü キャンセル分の追加申込

ü 参加証への当日持ち物追記
ü 携帯電話レンタル

ü 当日受付での集金
ü 十中サマーボランティアによるお手伝い

連絡
手段

期間中

受講
機会

連絡
手段

期間中

計18名

11名
  5名　
  2名

講師内訳 外部35/教員15/保護者10　

新型コロナ感染症拡大期(第7波)での開催

0

5

10

15

20

25

30

7/
21

7/
22

7/
23

7/
24

7/
25

7/
26

7/
27

7/
28

7/
29

7/
30

7/
31 8/
1

8/
2

8/
3

キャンセル人数



夏ドキ申込状況
夏ドキ申込率

児童の77%が申込実施

申込倍率

夏ドキ当選率

今後の予定

ü 保護者アンケート結果にもとづく改善検討
ü 当選確率改善、負担軽減を目指した開催体制検討中(役員会主体)

ü 11月新メンバー募集開始 ➡12月現委員任期　➡ 1月新メンバーで始動

残念ながら希望の講座に当選できなかった人も数多くいました

第1希望講座当選特典あり！ご応募おまちしてます！

ü 平均すると約2.3倍/講座

ü 5倍以上の講座が8講座
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平均2講座当選、申込数比約40%



夏ドキ 保護者アンケート結果
　ご協力ありがとうございました！①　のべ回答者数 学年分布/回答率
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• 回答数 304 / のべ児童数378

• 45 ％ 前後の方が回答

• 低学年の回答率高め



②ガイドブック/講座情報 希望媒体

夏ドキ 保護者アンケート結果

紙版も望まれている
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コメント
　　紙ガイドブック・・・簡素化要望 7件、詳細化要望 2件、その他 3件
　　講座情報・・・詳細化要望 3件、その他 2件
　　デジタル版ガイドブック・・・否定的意見 3件、機能要望 2件
　　全般・・・ガイドブックに関する肯定的意見　13件、改善要望 6件



③ 講座の選択の幅・講座のニーズ

夏ドキ 保護者アン
ケート結果
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工作・美術・デザイン　は親子ともに人気

お子様の参加ニーズ お子様に参加してもらいたい講座の分野

講座の幅　75%が満足



夏ドキ 保護者アンケート結果
④ こんな講座があったらうれしい

幅広い分野の講座希望あり
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半数 以上が料理系講座への参加を希望

0 2 4 6 8 10 12 14 16

職業体験系

経済

宿題補助

食育・調理
運動系

異文化・言語

実験

音楽系

作る系
IT系

教養・生活

その他

こんな講座があったらうれしい

⑤ 料理系の講座への参加希望



⑦ キャンセル分追加募集について

夏ドキ 保護者アンケート結果
⑥ 申込ルールの理解

90 %が申込ルールは理解できている
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キャンセル分追加募集の認知度　96%



夏ドキ 保護者アンケート結果
⑧ 集金を忘れなかった理由

ガイドブック、参加証、当日の持ち物
　　に記載があったため忘れ防止につながった
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コメント
　　事前集金希望・・・6件
　　当日集金の希望・・・1件
　　集金方法に関する要望・・・ 8件
　　その他・・・2件

⑨ 夏ドキ改善したほうがよい点

抽選・当選についてのご意見を多くいただいた

0 2 4 6 8 10 12 14 16

その他

講座補助について

受付について

開催期間について

中止講座について

参加ルール

人気講座について

抽選・当選について

改善したほうがよい



夏ドキ 保護者アンケート結果
⑩ 参加してよかったこと
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⑪ 夏ドキイベントの継続

43%は子どもが楽しんでくれてよかったと感じている

71%は継続希望

運営側としての参加について、3日以下なら可能な方が90%
　　1～2日・・・64件(71%)
　　3日まで・・・18件(20%)
　　4日以上・・・10件(11%)



夏ドキ 保護者アンケート結果(その他コメント編)

準備運営過程を含めさらに素晴らしい
夏ドキをめざし検討していきます！

ご理解とご協力よろしくお願いします！
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夏ドキの開催ありがとうございました。楽しく講座に参加することができ子供が喜んで帰
宅しました。できなかった所を他の学年の子に教えてもらったようで、高学年のお子さんと
の交流もできてとても良かったと思います。イベント最終日に花火大会があったらいいな?
と思うのでぜひご検討よろしくお願いします！！
コロナが落ち着いてきたら、定員を増やす、同じ講座を複数回するなど子どもが参加で
きる機会が増えると良いなと思いました。
企画、運営、とてもたいだったかと思います。ありがとうございました。人気のある講座は、
枠、回数を増やし、人気のない講座はなくしてもいいかなと思います。
講座の種類が多く、選ぶのが楽しかったです。子供の希望で今回は親子参加の講座し
か選択できませんでしたが、他にも興味深い講座がたくさんありました。来年も楽しみに
しています！夏ドキ委員の皆様、暑い中本当にありがとうございました！ 
当選していた講座が中止になり、残念でしたが他の講座に振り替えて頂きありがとうござ
いました。娘も喜んでいたので、良かったです。
久原小の誇るべき一大イベント、夏ドキを今年もたくさん開講してくださりありがとうござ
います。他校ではコロナ状況から中止の声も聞きましたが、久原小ではきちんと対策を
講じた上での開催のご判断に感謝します。子どもは、ガイドブックを眺めるところからワク
ワクが始まり、自ら付箋を貼り、メモを書き込み、「この講座を申し込んでほしいんだ！」
とプレゼンばりにアピールしてきて、夏ドキへの期待の高さを感じました。受講後も大満
足の表情で帰ってきましたので、夏の良い思い出になっています。これだけたくさんの講
座の企画、運営、調整は大変骨の折れるお仕事と思いますが、運営を誠にありがとう
ございました。
子供が学校に行くようになってからは、毎年夏休みの楽しみの中に夏ドキという大きなイ
ベントがある事にとても感謝しています。子供達が本人の意思で選ぶ講座も実は毎年
の楽しみでもあります！ただでさえ大変な一大イベントの夏ドキ、コロナ禍での開催本当
にありがとうございました！！皆様のおかげで今年も楽しく夏休みを終えることができまし
た。本当にありがとうございました！！

夏ドキ委員さんについて、立候補制になって人数は減っても、規模はあまり変わらない夏ド
キを運営されていて、お見事でした。役員さんと委員さんが本当に大変そうなので、夏ドキ
自体は継続できたら良いと思いますが、なんとかならないものかなぁと思います。
子供が楽しかったと喜んで帰ってくる。仕事が休めず夏休みと言っても出かけることが少ない
のでありがたく思っている。なかなか手伝うことができずにもうしわけなくおもっていり。
まず講座がたくさんあってびっくりしました。申込み方法は丁寧でわかりやすかったです。1年
生なので全てのことにおいて初体験だったので、親も子も夏ドキって何かしら？っというかなり
不安な気持ちでの申込み&参加でした。２年生のときには前向きな気持ちで参加できると
思います。
皆さんお仕事やご家庭のことでお忙しい中、こんな素敵な企画と運営ありがとうございました。
親子でどの講座に応募しようかワクワクしてガイドブックを見ました。大人でも参加してみたい！
と思う魅力的な講座がたくさんですね。色んな友人に聞いても、夏休みにこんな大きなイベ
ントをやっている小学校は無いようで、本当に感謝の気持ちです。
ガイドブックや集金の工夫がされていてとても利用しやすかったです。お陰様で子供たちも楽
しい思い出となりました。ありがとうございました。
委員の皆さまのご尽力に心から感謝しております。ありがとうございます。
夏ドキ担当の皆様ありがとうございました。久原小、夏のイベントといえば夏ドキ！と子供達
の思い出に残ようこれからも続けてもらいたいと思います。


