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調査の概要                                             

 

◆調査の目的 

新型コロナウイルスの感染拡大によって、沖縄県民の生活にも大きな影響が出ています。しかし休校や

休園が続き、外出自粛が求められる中、子どもや保護者はどのように過ごし、何に困っているのか見えづ

らい状況です。 

そのため、アンケートを通して実態や子育て世帯の困りごと等を把握し、生活を支える施策の提言等に

活用したいと考え、調査を実施しました。 

 

 

◆アンケートの対象    

   子ども：沖縄県に住んでいる小学生～高校生  

 保護者：沖縄県にお住まいの子どもの保護者 

 

 

◆アンケートの期間    ５月１日（金）～５月８日（金） 

 

 

◆調査方法         インターネット調査 

 

 

◆回答数 

 回収数 有効回答数 

子ども票 1583 1440 

保護者票 6133 5943 

 

 

 

◆実施主体     

 沖縄タイムス、沖縄大学地域研究所、NPO 法人沖縄県学童・保育支援センター 
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【子ども票】クロス集計（小・中・高別）                             
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生

（n=555）

中学生

（n=345）

高校生

（n=512）

全体

（n=1412）

ほとんどひとりですごしている きょうだいや友だちなど、子どもだけですごしている

おかあさんやおとうさんなど、おとなもいっしょにすごしている 学童クラブに行っている

その他 無回答

図１ 【子ども】あなたは、学校が休みになってから、平日（月～金）の昼間は、だれといっしょにすごして

いますか

問３．あなたは、学校が休みになってから、平日（月～金）の昼間（ひるま）は、だれとい

っしょにすごしていますか。１番よくあてはまるものをひとつえらんでください。 
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【小・中・高別】 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

おてつだいをしている

勉強をしている

本やマンガをよんでいる

塾（じゅく）や習いごとに行っている

テレビやDVDなどをみている

ゲームをしている

SNS（LINEやインスタグラムなど）を

している

とくになにもしていない

その他

無回答

１番目

２番目

３番目

平日の睡眠時間図２ 【小学生】平日の過ごし方（n=555）

問４．あなたは、学校が休みになってから、平日（月～金）の昼間（ひるま）は、どのよう

にすごしていますか。次の７つから、時間の長いものの順に３つえらんでください。 
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塾（じゅく）や習いごとに行っている

テレビやDVDなどをみている

ゲームをしている

SNS（LINEやインスタグラムなど）を

している

とくになにもしていない

その他

無回答

１番目

２番目

３番目

平日の睡眠時間平日の睡眠時間図３ 【中学生】平日の過ごし方（n=345）
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SNS（LINEやインスタグラムなど）
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とくになにもしていない

その他

無回答

１番目

２番目

３番目

平日の睡眠時間平日の睡眠時間図４ 【高校生】平日の過ごし方（n=512）
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

友だちとあえないこと

外に出かけたり

あそんだりできないこと

勉強がおくれていること

運動ができないこと

イライラすることが

おおくなったこと

家族の人がイライラする

ことがおおくなったこと

ねむる時間や起きる

時間がおそくなったこと

おかあさんやおとうさんが

仕事を休めないこと

おかあさんやおとうさんの

仕事がすくなくなったこと

じぶんや家族が

新型コロナウイルスに

感染すること

アルバイトができないこと

卒業後の進路のこと

こまっていることや

心配なことはない

その他

全体（n=1412）

高校生（n=512）

中学生（n=345）

小学生（n=555）

図５ 【子ども】新型コロナウイルスで、学校が休みになったり、外であそんだりすることがむずかしくなって

います。そのことで、こまっていることや心配なことはありますか（複数選択）

問５．新型コロナウイルスで、学校が休みになったり、外であそんだりすることがむずかし

くなっています。そのことで、こまっていることや心配なことはありますか。あては

まるものをすべてえらんでください。  
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その他
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全体（n=1412）

高校生（n=512）

中学生（n=345）

小学生（n=555）

図６ 【子ども】問５でえらんだもののうち、１番こまっていることや心配なことはなんですか

問５－１．問５でえらんだもののうち、１番こまっていることや心配なことはなんですか。

ひとつえらんでください。 
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24.9%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

おうちで勉強ができない

おうち以外で勉強できるところ

（塾や図書館など）が閉まっている

学校からの宿題がむずかしい

学校からの宿題を

おしえてくれる人がいない

おうちにインターネットや

パソコンなどがないため、

WEB教材がつかえない

勉強するきもちになれない

こまっていることはない

その他

全体（n=1412）

高校生（n=512）

中学生（n=345）

小学生（n=555）

平日の睡眠時間平日の睡眠時間図2-●-● 【生徒】いつごろから、授業がわからなくなりましたか平日の睡眠時間平日の睡眠時間図７ 【子ども】新型コロナウイルスで学校が休みのあいだ、勉強でこまっていることはありますか（複数回答）

問６．新型コロナウイルスで学校が休みのあいだ、勉強でこまっていることはありますか。

あてはまるものをすべてえらんでください。 
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図８【子ども】あなたは、学校が休みになってから、つぎの食品や朝ごはんについてどのくらい食べていますか

問７．あなたは、学校が休みになってから、つぎの食品や朝ごはんについてどのくらい食べ

ていますか。もっともよくあてはまるものをえらんでください。 
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問９ 【子ども】新型コロナウイルスにかんして、大人にしてほしいことはありますか（複数回答）

問８．新型コロナウイルスにかんして、大人にしてほしいことはありますか。 

あてはまるものをすべてえらんでください。 
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【子ども票】単純集計                                         

 

問１．あなたは、沖縄県（おきなわけん）にすんでいますか。 

  ｎ ％ 

はい 1426 96.5 

いいえ 37 2.5 

無回答 14 0.9 

合計 1477 100.0 

 

 

※以下、問１で「いいえ」と回答した方を除いて集計  

問２．あなたは、何年生ですか。 あてはまらない場合（ばあい）は、「13．その他」をえらんでください。 

  n ％ 

小学１年生 60 4.2 

小学２年生 83 5.8 

小学３年生 89 6.2 

小学４年生 99 6.9 

小学５年生 98 6.8 

小学６年生 126 8.8 

中学１年生 103 7.2 

中学２年生 118 8.2 

中学３年生 124 8.6 

高校１年生 148 10.3 

高校２年生 163 11.3 

高校３年生 201 14.0 

その他 22 1.5 

無回答 6 0.4 

合計 1440 100.0 

 

 

問３．あなたは、学校が休みになってから、平日（月～金）の昼間（ひるま）は、だれといっしょにすごしてい 

ますか。１番よくあてはまるものをひとつえらんでください。 

  n ％ 

ほとんどひとりですごしている 236 16.4 

きょうだいや友だちなど、子どもだけですごしている 371 25.8 

おかあさんやおとうさんなど、おとなもいっしょにすごしている 754 52.4 

学校に行っている 0 0 

学童クラブに行っている 22 1.5 

児童館や子ども食堂など、子どもの居場所に行っている  0 0 

その他 45 3.1 

無回答 12 0.8 

合計 1440 100.0 
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問４．あなたは、学校が休みになってから、平日（月～金）の昼間（ひるま）は、どのようにすごしていますか。

次の７つから、時間の長いものの順に３つえらんでください。 

 

１番長いもの 

  n % 

おてつだいをしている 46 3.2 

勉強をしている 263 18.3 

本やマンガをよんでいる 53 3.7 

塾（じゅく）や習いごとに行っている 11 0.8 

テレビや DVD などをみている 337 23.4 

ゲームをしている 318 22.1 

SNS（LINE やインスタグラムなど）をしている 277 19.2 

とくになにもしていない 30 2.1 

その他 98 6.8 

無回答 7 0.5 

合計 1440 100.0 

 

２番目に長いもの 

  n % 

おてつだいをしている 135 9.4 

勉強をしている 289 20.1 

本やマンガをよんでいる 105 7.3 

塾（じゅく）や習いごとに行っている 19 1.3 

テレビや DVD などをみている 340 23.6 

ゲームをしている 220 15.3 

SNS（LINE やインスタグラムなど）をしている 190 13.2 

とくになにもしていない 46 3.2 

その他 84 5.8 

無回答 12 0.8 

合計 1440 100.0 

 

３番目に長いもの 

  n % 

おてつだいをしている 178 12.4 

勉強をしている 404 28.1 

本やマンガをよんでいる 130 9.0 

塾（じゅく）や習いごとに行っている 17 1.2 

テレビや DVD などをみている 202 14.0 

ゲームをしている 121 8.4 

SNS（LINE やインスタグラムなど）をしている 106 7.4 

とくになにもしていない 136 9.4 

その他 120 8.3 

無回答 26 1.8 

合計 1440 100.0 
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問５．新型コロナウイルスで、学校が休みになったり、外であそんだりすることがむずかしくなっています。 

そのことで、こまっていることや心配なことはありますか。あてはまるものをすべてえらんでください。 

  n ％ 

友だちとあえないこと 911 63.3 

外に出かけたりあそんだりできないこと 880 61.1 

勉強がおくれていること 672 46.7 

運動ができないこと 617 42.8 

イライラすることがおおくなったこと 391 27.2 

家族の人がイライラすることがおおくなったこと  249 17.3 

ねむる時間や起きる時間がおそくなったこと 794 55.1 

おかあさんやおとうさんが仕事を休めないこと  161 11.2 

おかあさんやおとうさんの仕事がすくなくなったこと 169 11.7 

じぶんや家族が新型コロナウイルスに感染（かんせん）すること 490 34.0 

アルバイトができないこと 124 8.6 

卒業後の進路のこと 272 18.9 

こまっていることや心配なことはない 90 6.3 

その他  62 4.3 

 

 

 

問５－１．問５でえらんだもののうち、１番こまっていることや心配なことはなんですか。 

ひとつえらんでください。 

  n ％ 

友だちとあえないこと 307 21.3 

外に出かけたりあそんだりできないこと 193 13.4 

勉強がおくれていること 230 16.0 

運動ができないこと 95 6.6 

イライラすることがおおくなったこと 42 2.9 

家族の人がイライラすることがおおくなったこと 26 1.8 

ねむる時間や起きる時間がおそくなったこと 77 5.3 

おかあさんやおとうさんが仕事を休めないこと 24 1.7 

おかあさんやおとうさんの仕事がすくなくなったこと 17 1.2 

じぶんや家族が新型コロナウイルスに感染（かんせん）すること 148 10.3 

アルバイトができないこと 25 1.7 

卒業後の進路のこと 98 6.8 

こまっていることや心配なことはない 48 3.3 

その他 36 2.5 

無回答 74 5.1 

合計 1440 100.0 
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問６．新型コロナウイルスで学校が休みのあいだ、勉強でこまっていることはありますか。 

あてはまるものをすべてえらんでください。 

  n % 

おうちで勉強ができない 215 14.9 

おうち以外で勉強できるところ（塾や図書館など）が閉まっている 264 18.3 

学校からの宿題がむずかしい 437 30.3 

学校からの宿題をおしえてくれる人がいない 293 20.3 

おうちにインターネットやパソコンなどがないため、WEB 教材がつかえない 81 5.6 

勉強するきもちになれない 789 54.8 

こまっていることはない 310 21.5 

その他 50 3.5 

 

 

 

問７．あなたは、学校が休みになってから、つぎの食品や朝ごはんについてどのくらい食べていますか。 

もっともよくあてはまるものをえらんでください。 

①肉、魚 

  n % 

週に１回以下 79 5.5 

週に２～４回 445 30.9 

週に５～６回 300 20.8 

毎日１回以上 600 41.7 

無回答 16 1.1 

合計 1440 100.0 

 

 

②野菜 

  n % 

週に１回以下 71 4.9 

週に２～４回 328 22.8 

週に５～６回 303 21.0 

毎日１回以上 718 49.9 

無回答 20 1.4 

合計 1440 100.0 

 

③くだもの 

  n % 

週に１回以下 566 39.3 

週に２～４回 547 38.0 

週に５～６回 142 9.9 

毎日１回以上 167 11.6 

無回答 18 1.3 

合計 1440 100.0 
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④おかし 

  n % 

週に１回以下 145 10.1 

週に２～４回 433 30.1 

週に５～６回 318 22.1 

毎日１回以上 526 36.5 

無回答 18 1.3 

合計 1440 100.0 

 

 

⑤インスタントラーメンやカップめん 

  n % 

週に１回以下 1003 69.7 

週に２～４回 329 22.8 

週に５～６回 49 3.4 

毎日１回以上 33 2.3 

無回答 26 1.8 

合計 1440 100.0 

 

⑥朝ごはん 

  n % 

週に１回以下 179 12.4 

週に２～４回 214 14.9 

週に５～６回 139 9.7 

毎日 890 61.8 

無回答 18 1.3 

合計 1440 100.0 

 

 

問８．新型コロナウイルスにかんして、大人にしてほしいことはありますか。 

あてはまるものをすべてえらんでください。 

  n ％ 

マスクや消毒液などの衛生用品がほしい 518 36.0 

新型コロナウイルスについて、わかりやすくおしえてほしい 205 14.2 

はやく学校をはじめてほしい 699 48.5 

インターネットを使った授業をしてほしい 501 34.8 

学校が休みのあいだ、宿題をサポートしてほしい 393 27.3 

学校が休みのあいだの勉強をどうするか、はやくおしえてほしい 421 29.2 

インターネットやパソコンが使えるようにサポートしてほしい 197 13.7 

給食のかわりになるような、お昼ごはんがほしい 204 14.2 

学校にかかるお金がすくなくなるようにしてほしい 412 28.6 

奨学金（しょうがくきん）についておしえてほしい 140 9.7 

おかあさんやおとうさんの仕事を休みにしてほしい 229 15.9 

その他 87 6.0 
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新型コロナウイルスの影響についてなど                         

●新型コロナウィルスという社会的な災厄を乗り越えた

後の世界がどう変化してくかたのしみです。（高３） 

●これまでの当たり前の生活に戻りたい。（中１） 

●今は連続で感染者がいないのでこのまま自粛を続け

ていて欲しい。早くいつもの日常に戻って学校に行った

り友達に会ったりしたい。お願いだから大丈夫と思って

いないで自分の行動に責任をもって 1 人 1 人過ごし

て欲しい。（高２） 

●沖縄県の新規感染者 0 が続いているので、これで気

が緩むひとがいないか、それにより明らかに不要不急

な外出をしないか心配です。沖縄へ移動する人なども

含めてです。今現在飲食店で削られた日数や時間の

なかバイトをしてますが、時間帯によってすごく忙しくな

ります。普段はありがたいことですが、いまは「なんで

来るの？」としか思えません。感染者の急増が落ち着い

た今だからこそより周囲への呼びかけや感染予防を徹

底したいですね。（その他） 

●友達がコロナにかかっていないか気になっている。 

（小２） 

●もっと PCR検査数を増やしたら良いと思います。（高３） 

●観光客を見かけると心配になる。（高１） 

●コロナの菌が見えるメガネがほしい。（小３） 

●コロナ、コロナで騒いでるけどアルコール、マスクがな

い！外に出るのが怖い！今は少し落ち着いてるけど、ま

たぶり返しが怖い、安全の保証がない！みんな集まると 

またこわい！（小３） 

●親がこのままだとワクチンができるまで外に出させてく

れない。（高２） 

●コロナに感染するのが怖くてずっと家にこもっている。

絶対に外歩きしたくない！ 死にたくないから！ 入学式

があるのかないのか？ あっても密になるなら親の参

加は望まない。体育館に集まることもやめて欲しい。ど

うせなら入学式開催もなくてもいい！この際 行事にこ

だわらないで欲しいくらいです。与那原町も大阪都知

事みたいに子どもに図書券贈呈や水道料負担軽減？

みたく分かりやすくサポートしてほしい。学校再開後給

食費も３ヶ月分免除して家計を助けて！正直まだ届かな

いが安倍のマスクなんていらない！ 図書券にして欲し

かった！ 世の中は手作りマスクが流行っててその方が

しっかり口鼻を覆ってて見た目も良い！ 書きたいこと

が止まりません！（中１） 

 

 

 

国などの対応について                        

●安倍総理の対応がおそい。（中３） 

●アビガンやその他の薬はコロナ感染者に少しでも効い

たりしたのにどうして他の人にもっと使わないのか。ど

うして日本は色々な措置をとるのに時間がかかるのか。

安倍さんは日本人のことより日本の経済についてしか

考えていないのか。未だに担任の先生がわかっていな

いけど、学校はどのような事をしているのか。（無回答） 

●日本がダメダメなことがわかった。具合悪い人を医者

が検査しようとしても保健所が断り、死んだ人もいると

きいて殺されると思った。病院にいまだにマスクもない

のに、汚い布マスクを何百億円もかけて送って、台湾は

7 億円で工場作ってたくさんのマスクを製造している。

政府はバカなのではないか？（中２） 

●政府が役立たず。（高２） 

●毎回毎回、コロナ患者が増えるたびに、安倍総理に向

けて文句を言う人がいる。でも、私はそうは思わないし、

100歩譲ったとして、あなたが言えることではないと思

う。総理も患者の減少を願ってできる限りのことをやっ

ていると思うし、国を背負っていない人が結果論次第

でつべこべ言う資格は無いと思う。叩く相手を間違えて

いる。（高１） 

●名護市長は何故水道代やら少し安くしないか。（中２） 

●政府の動きが遅い。補助金などもっと早く出して欲しか

った。蕎麦屋さんの経営者に自殺行為みたいなことを

やらせないで欲しい。（高１） 

●総理大臣が色々決められないからダメだと思います。

みんな迷惑していると思います。（小６） 

●どこにも行かないでほしい。10 万円を困ってる人に使

ってほしい。（小４） 

●国からの、マスクは、いつ届くのか。（小５） 

●萩生田は自治体に責任を丸投げしているので頼りな

い。文科省杯とかどうでもいいから、オンライン授業の

支援をしてほしい。（中３） 

●国が緊急事態を解除する基準を数字で表して欲しい。

（小６） 

●国の対策が見えない。（中２） 

●内閣政府が使い物にならなすぎて驚いている。改めて

選挙について真剣に考えなければならないと思った。

今のリーダーは最悪だ。麻生を辞めさせたい。邪魔で

しかない。（高３） 

●ネット上で、政府を叩いてる人をよく見かけるが、各知

【子ども票】自由記述（抜粋）                                            
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事や、総理大臣は、コロナウイルス感染拡大の防止を

頑張っていると思う。（中３） 

●なぜ麻生さんは 10 万シブシブオッケーにしているの

かが気なりました（小５） 

●政府のコロナについての対策がおかしい。首相の会見

で対策や PCR検査について難しい言葉連発していた

けど、簡単に言えば決定的な対策はあまりしていない。

経済優先にしているようにしか思えないです。何故、具

体的な対策を各都道府県や市町村に投げやりなのか

…疑問です。（中３） 

●コロナ後の世の中の仕組みががらっと変わると聞くけ

ど、政治家の動きをみていると、任せて大丈夫なのか、

ちゃんと考えて対策しているのか不安になる。きょうだ

いの保育園も書類を出さないと預ってくれないので、

親が在宅勤務の時は自分がみている。10 歳以下の子

はひとりで留守番も難しいと思うので、早く休園休校が

終わってほしい。大学は奨学金があるけど、高校生にも

バイトしないでも大丈夫な給付型奨学金が増えてほし

い。将来が心配になる世の中を変えられるよう、子ども

達が安心して学べる環境を作ってほしい。（高１） 

 

 

 

親の仕事、家族の状況などについて            

●なんでお母さんはずっと仕事休めないの。他の子はお

母さんといるのに。（小４） 

●親がお金の事でよく話をしている。（小５） 

●9 月始業式の考えは絶対に反対。９月までなにをした

らいいの？おばあちゃんが病気なのでみてもらえない

から、お母さんが仕事を休んでいるけど、首にならない

か心配です。（小４） 

●コロナのせいで、4 月末にお母さんが会社から仕事を

辞めさせられて、お父さんの給料だけで生活するのが

難しいとお母さんが言ってるのが心配です。兄弟 4 人

いて、高校生のお兄ちゃんはお金がかかる学校だから、

お母さんが悩んでいる感じで心配です。（小５） 

●お父さんのしごとが少なくなって、収入が少ないので、

大好きな本などが買えない。（小４） 

●お母さんの仕事場では、家族連れで来る人や、買いだ

めをする人が多く来るため、帰ってくるととても疲れた

顔をしています。先日、ニュースを見てかかる時はかか

るし、死ぬ時は死ぬから。とふとした時に漏らしていまし

た。他にも気持ちが落ち込んでいることを言葉の節々

から感じて、その度悲しくなります。お母さんは几帳面

な方ではないので、手を洗う時も、除菌シートでサッと

拭いて終わらせます。私はせめて爪の中や指の間まで

拭いてほしい、と心配になります。でも、疲れているお母

さんにそこまで言う権利は私にはないのでは？ もし言

ったところでお母さんに冷たい態度を取られてしまった

ら…と悩む日々が続いています。（中３） 

●お母さんが仕事でいないから寂しい。（小２） 

 

 

 

運動面・精神面・生活面について               

●学校もなく外にも出れず、精神的にきそう。（高１） 

●毎日ゲームばかりしていて、大丈夫かなと思いながら、

一日中家にいて何もすることがないから夜遅くまでゲ

ームをしてしまう。（中２） 

●お兄ちゃんとケンカしてしまう。（小２） 

●外に出れない･お兄ちゃんがうるさい。（小２） 

●昼の運動不足やコロナウィルスが怖くて夜寝れないこ

とがある。（小２） 

●運動をしないことが健康に良くないと分かってはいる

が、なかなか機会がないです。（高２） 

●ゲームのやりすぎはだめですか。やることにこまってま

す。（小４） 

●遊べる所が無いから、からだをうごかすことができな

いこと。（小５） 

●ずっとお家にいてイライラしている。（高２） 

●家族で運動をしたり、ストレッチをしたり、ＢＢＱをしたり、

できるのが楽しい。たまにけんかするけど、お兄ちゃん、

お姉ちゃんがやさしくなった。一緒に何かできるのが、

うれしい。（小３） 

●ずっとお家にいるので、何かイライラするときがある。 

 （小１） 

●太ります。（小６） 

●死ぬことについてよく考える。（中２） 

●１ヶ月以上まともに体を動かしていないから、体が重く

てだるい。（中２） 

●イライラすることが多くなり兄弟や物に当たってしまっ

たりゲーム時間が増えた遅ね遅起きになった。（中１） 

●学校が休みになってあまり良くないように最初は感じま

した。でも今はうちでバイオリンや尺八、漢検一級漢字

などおうちでやりたいこともできたので良かったです。

それに一番良かったことは愛犬とたくさん遊んだり、躾

したりできたので嬉しかったです。愛犬とも仲良くなり

ました。これはこれで良かったと思います。それに一番

体が大事だと僕は思いました。みんなで助け合ってい

きましょう！（小４） 
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●公園くらいは使わせて欲しい。（小１） 

●弟の面倒ばかりでストレスがたまる（高１） 

●家にいるのが当たり前のように感じてきた。（小４） 

●ずっとお家にいてストレスが溜まります。早く緊急事態

宣言解除して欲しいです。（高２） 

●気持ちが落ち着かない。（中２） 

●お家にずっといると精神的におかしくなりそう。（高３） 

●必要な物を買いにいく以外外に出てないから精神的

にかなりストレス。早く外にでたい。（高３） 

●コロナのせいでいろんなことがなくなってることがスト

レス。（中２） 

●毎日つまらない。あきた。（小２） 

●どんどん休みが、増えてやることが、ない。（小６） 

●ずーっと家にいて退屈。（小６） 

●暇〜〜〜〜〜〜〜です。（中１） 

●家でひとりぼっちで寂しいです。（中２） 

●学校が休みになって、ダラダラしすぎだと思う。（小３） 

●ひまだから、何して良いかわからない。（小３） 

●毎日暇です（中２） 

●ひまで困ってます。                           （小４） 

●家から出れないから、ストレスです。外で遊びたいです。

ドライブとか気分転換に行きたいです。（中１） 

●友達とはしゃいだり沢山おしゃべりしたりする普通の

日々が早く戻ってきて欲しいです。（高２） 

●友達とおしゃべりできないからストレスがたまる。（小６） 

●おともだちとあそびたい。がくどうにいきたい。こうえん

にいきたい。（小１） 

●友達が今元気かどうか心配。この休みがいつまで続く

か、それだけでも知りたい。（小６） 

●はやく学校に行ってみんなとおしゃべりとか遊んだりと

かしたい。新学期が始まったばっかりだから新しい友

達とかともしゃべってみたい。（中２） 

●学校が休みなのはうれしいけど、友達と遊んだり外に

でられないのでイヤ。あと、毎日テレビでコロナの話し

ばかりなのでイヤです。（小３） 

●友達と会えなくて寂しい！ でも電話などで喋れること

が今 1 番私たちにとって友達から元気を貰える。いつ

も当たり前のように一日で半分以上友達と一緒に過ご

していたことがとっても恋しい。（中１） 

●友達と遊びたい。買い物を自由にしたい。（中１） 

●早くコロナがおさまって友達と遊んだりバイトしたいと

思っている。（高１） 

●毎日同じ生活を送りすぎてだるくなってきました。（高１） 

●食べても食べてもお腹が空くこと。（小６） 

 

 

部活・大会・学校行事について                  

●これ以上休校にすると、夏の高校野球が延期になり、も

し甲子園が決まったとしてもその費用を準備する期間

が短すぎるので、早く学校を再開してほしい！（高３） 

●修学旅行もなくなり、学校行事がほぼ全てなくなりそう

で、絶望している（高３） 

●最近、全然体を動かしていないから、部活についてい

けるか心配です     （中２） 

●お家で過ごすのがきついです。お父さんお母さんがど

うしてもお休み出来ない時は少しだけど弟達の面倒み

るのがつかれます。部活も早くしたいです。部長になっ

たのに、何もできてなくて、今年は大会もあるのか、これ

まで連続で全国大会も行ってきたけど、今年はどうな

るのかなと思う。コロナが嫌です。（小６） 

●9月始業、入学にして、中体連とか大会や遠足、学校祭

を復活させてほしい。中学校最後の思い出をちゃんと

作りたい。（中３） 

●県の高校総体はどうしても開催して欲しい。（高２） 

●いつものように部活ができないから運動不足になって

しまっている事が心配です。中体連が開催されることは

有難いけど早く部活をしたいと思っています。また、延

期の判断も遅くてしっかり勉強に集中できなかったで

す。今まで積み重ねて頑張ってきた事が崩れてしまう事

が嫌です。そして普通の生活の有難さを感じました。

（中３） 

●私たち高校3年生はこのコロナのせいで色んなものを

犠牲にしてきました。とても、悔しいです。とくに、高校総

体やインターハイが無くなったことはきっとこれからの

人生で悔やみきれない出来事になるでしょう。どうにか、

時間をかけて失ったものを取り返せませんか？（高３） 

●部活ができるようになり、大会を中止にしないでほしい。

どうにか開催してほしい。屋外スポーツなので。（中３） 

●受験が心配。部活そのまま引退なのが嫌だ。（中３） 

●県高校総体について(開催するかどうか)。自分は高校

3 年生で、今年が高校総体が最後の大会になります。

集大成として出たいのですが、新型コロナウイルスの

第二波の恐れや大学受験、進路のことなどもあり、大

会を中止にしてもいいと思っています。（高３） 

●高校最後の年なのに学校が始まったとしても行事も何

もなかったら本当に嫌だ。（高３） 
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休校・学校再開について                     

●学校が始まってから感染が爆発し、再度休校になった

場合持病を持つ家族にどれほど影響が及ぶか怖い。

これでは未来のことを考えて学業を優先した末に家庭

の崩壊を招くことになり、本末転倒なように感じる。学

生としては無理やり多く登校させて人が接触する機会

を増やすくらいだったら入学時期をずらしてもいいと思

う。受験生で授業数が 20%も減ってしまったのはかな

り痛い。（高３） 

●学校が始まってからのコロナウイルスの第二波が怖い。 

みんなバスで登校してくるし、予防をしようにもできな

い。（高２） 

●まだ新学期が始まってから、一度も登校がないので、

担任の先生の顔や名前がわからない。クラスメイトとの

交流もない。（小４） 

●学校が始まっても、コロナ感染が気になって勉強に集

中できるか不安。（小６） 

●この日にちまで休みですと学校から言われワクワクし

ながら待ってもその日にちよりあとになったりしてそれ

がどんどん続いていてとてもストレスを感じています。

（小６） 

●授業数が足りないのはわかるけど、無理やり学校を始

めない方がいいと思う。狭い教室に40人いて、完全に

蜜です。危ないと思います。学校に行かないと行けない

けど正直かかりたくないので行きたくないです。（高３） 

●せっかく楽しみにしていた新クラスが丸々1 年一緒に

いれないのかと寂しいです。お父さんお母さん、僕たち

もみんな我慢しています。いつコロナが終わるのか不

安だし、自由に行動できるようになりたいです。（中１） 

●こんな長期間休みだからもう、学校に行く気しない。

（高１） 

●６年生は小学生最後で、委員会や行事を引っ張って頑

張りたいとずっと思っているから、行事をなくして勉強

時間にするのはやめてほしい。実験とか道徳などは学

校でしかできないけど、勉強は教科書見ながらある程

度は家でも出来る。それが難しい人のためにはオンラ

イン環境を早く整えてあげてほしい。大事な学校生活

が削られていっている今、勉強は一斉授業でなくても

いいと思う。学校では、学校でしかできないこと、集団

でしかできないことをやって欲しい。なくさないで欲し

いです。（小６） 

●コロナで授業が追いつけない中で、体育や芸術系の

授業をカットしてまでしないと間に合わないと思う。ま

た、昼休みの時間 5分程度にしてすぐ授業して学校か

らすぐ帰すようにする。（高３） 

 

●学校では今月いっぱい遠隔授業をすることが決まった

が、その後はどうなるのかが心配。（高１） 

●学校を始めるより、インターネットでの授業をして欲し

い。インターネットがない家庭には、支援をするなど… 

また、それだけで足りないのであれば奇数クラス、偶数

クラスなどに分けて三密にならないように工夫して登

校させてほしい。家には祖母がおり病気のため家にコ

ロナを持ち込むわけにはいかないです。私の学校の隣

の人との距離は 50cm もないぐらいです。大変だとは

思いますがよろしくお願いします。（高３） 

●私の高校は週に一回、一学年ごとに一日ずらしで 1時

間程度の登校があります。新型コロナウイルスの感染

者が今は出ていないのは分かりますが、今学校を再開

するのはどうかと思います。確かに、コロナの影響で授

業が進んでいないということは痛いほど分かります。で

すが、なかには免疫力が低い人もいるかもしれません。

それなのに、三密になる環境に登校させるのはどうか

と思います。コロナは潜伏期間が長かったり、無症状で

感染していることもあるので、知らないうちに感染拡大

してしまうかもしれません。コロナはまだ無くなった訳で

は無いので、授業を進めたいのであれば、登校という

形をとるのではなく、他の三密にならないような方法を

取るべきではないかと私は思います。（高１） 

●コロナウイルスがしばらく続くようだったら 5 月いっぱ

い休校延長してもいいんじゃないんか。沖縄はおじいち

ゃんおばあちゃんが多い県なんだし、国の緊急事態宣

言が出されている 5 月の半ばから開始しない方がい

いと個人的に思う。（高３） 

●もっと休校した方が安全だと思った。今の状態でまた

感染が広がったら今までの努力が水の泡になってしま

う。せめて 5月いっぱい休みである方が良いと思った。

決められるのも今のうち、沖縄の大人の皆さん、判断は

これできちんと合っていますか？今一度確認お願いし

ます。もうこれ以上感染を拡大させないよう対策お願い

します。おばあさんやおじいさんを今以上に死なせたく

ありません。（高１） 

●なんでみんな学校に行きたいのかが全く分からない。

学校も塾も十分クラスターの原因になるかもしれない

のに今再開するということは、「コロナで死ぬかもしれ

ないけど死なないかもしれないからやってみよう」と言

うのと同じだと思う。学校はトイレや更衣室などにも人

が沢山集まるので、少なくともそこで人が密集してしま

う。みんなが自粛していても医療従事者が全身をまも

っていても感染するウイルスに生徒や先生が 1人もか

かってないというのは可能性が低いと思う。勉強や宿
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題などが難しくて分からないなら、YouTubeの授業動

画や教科書を活用すればいいし、本人のやる気次第で

とうにでもなるので、本当に学校を統一して休みにして

欲しい。（中３） 

●学校に行けないと心配。イライラする。（小５） 

●このまま学校がはじまらないでほしい。学校にかよいた

くない。学校は自由がないからいや。もうちょっと難しい

問題出してほしい。暗算できるからひっさんさせないで

ほしい。（小３） 

●学校いくのはいいけどコロナの感染がこわい。家族に

うつしてしまうと親が仕事にいけなくなるのがこわい。

（中３） 

●最初は休みが続いて嬉しくも感じたけど、あまりにも長

すぎて何をして良いかわからない。友達とも会えないし、

新学年の学習もわからないので困る。（中３） 

●5月から授業が始まったら、授業のペースが早くなって、

ついていけなくなるのではないかと心配である。（中１） 

●学校は 5 月 21 日から始まって、どのように授業を進

めるのか。受験生はどうしたらいいのか。部活は最後

の大会、中体連はないのか。不安がいっぱいで、友達と

も会えないし、受験生はこれからの学校での授業が早

く進めるためにいつも以上に早く、簡単にまとめられる

と少し、心配だし不安です。やっと学校行けると思ったら

また、延長また延長ストレスが溜まります。（中３） 

●モノレール乗るのが怖い。（高１） 

●外で、自由に遊べなかったり、友達と会えなかったり、

生活のリズムや、曜日感覚が失われているから、とにか

く早く早く早く早く早くいち早くこの学校            の、ないつま

らない日から、友達とたくさん会える学校生活に戻りた

い‼️                       毎日つまらない‼️‼️‼️早く学校を始めて

       （小５） 

●感染者が減っているのはいい事だけど、見えないウイ

ルスがまだ沖縄県にある事は確実なので学校などが

始まってクラスター発生してからでは遅いと思うのでオ

ンライン授業を早く実施したほうがいいと思います。

（高１） 

●早くクラスメートと給食食べたい。早くお父さんが、在宅

勤務を終わって仕事に行ってほしい。兄妹とお母さんと

過ごしたい。（小４） 

●がっこうのいくひがみじかくなるのでしんぱい。おねえ

ちゃんはろくねんせいでさいごなのでかわいそうです。

がっこうにだれがいるのかみたいです。うんどうかいと

はっぴょうかいができなくなるときいてかなしいです。

（小１） 

●学校に行けなくても先生や友だちのかおを見られたら

いいな。元気なかおを見られたらうれしくなる。はなせ

たらもっと楽しい。（小２） 

●まだ、入学式もしてないので、早く入学式をしてほしい。

制服が着たい。思いっきりバスケがしたい。学校に行き

たい。友達に会いたい。（中１） 

●学校が始まったらマスクが必要だけど、マスクは売って

るけど高いし、毎日使う分は用意できない。手作りなら

白い物が指定されているけど難しいからどうしようかと

思ってます。（中１） 

●今は、PC 関係の技術が発達し、家にいながら、顔を出

さずに開いての顔をみながら話す(詳しくは VRChat

を調べてください)ことが出来るようになっているため、

そういうツールがもっと発達してほしい。入学式を迎え

ていないため、新しいクラスメイトが分からないため、オ

ンラインで入学式的なものをして、勉強やコミュニケー

ションを出来るようにしてほしい。課題だけだと、先生の

雑学とかを知ったりすることができないため、オンライ

ン授業(一方的なものではなく、相互的なもの)をして

ほしい。勉強が出来ないわけではないが、先生方や、ク

ラスメイトとの「勉強」、「学習」をしてみたい。（高１） 

●新学期を1からやり直したい。卒業が遅くなってもいい

から。思い出は作りたいし勉強や資格をとりたい。（高２） 

●早く学校がはじまってほしい。みんなと先生と早くべん

きょうがしたい。みんなとあそべない。みんなと遊びた

い。たのしくすごしたい。（小２） 

●5月21日に学校を再開したとして、バス通学をする人

などが感染しないかが心配です。（高２） 

●早く授業再開して欲しいのですが、教室が狭く密接に

なってるのが心配です。マスク消毒液が簡単に買えな

い事！ 毎日家にいる分出費が多いので学費免除考え

て欲しいです。早くコロナ終息してほしいです。ありがと

うございました。（高２） 

●新一年生になったけど、入学式もまだなので、早く学校

が始まって友達を作りたい。外で遊んだり、今までみた

いにおでかけとかしたい。（小１） 

●コロナに絶対にかからなくなってから学校を始めてほ

しい。夏休みをなくすことはやめてほしい。（中１） 

●このままだと、夏休みが無くなる気がするのですが、暑

い時期に休み無しで学校に通うのはとてもきついと思

うので、土曜日は 4時間、日曜日は休みにして欲しい。

そして、学費を少しだけ安くして欲しい。（高２） 

●新型コロナウイルスは、インフルエンザと同じで休まな

ければならないことであって、休みたくて休んだわけじ

ゃないからこそ、休みが減るようなことをしないでほし

い。そんなことされたら余計に苦しくてストレスが溜まる

と思う。（高２） 
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宿題・今後の勉強について                     

●学校から出された宿題が予習とかあるけど解き方が

分からないから進まない。（高１） 

●オンライン授業を取り入れて欲しいです。Wi-Fi 関係と

か家にパソコンがない家庭もあると思いますが、申請

すれば学校が再開するまで県から借りれる制度を作る

のもいいと思います。（高３） 

●ずっと家に居てイライラしてるのに課題も追加されてや

る気が起きない。（高２） 

●学校が始まらないから課題が増えるのは分かりますが、

課題が多すぎる上に予習部分が多く、かなり難航しま

す。弟が二人いるのですがそちらの方は高校生の私よ

りも大変そうです。もうすこし簡単にするか量を減らす

のは難しいのでしょうか。（高２） 

●緊急事態なのはわかるが、ただ宿題を渡すだけでなく、

何か他の方法も考えて欲しい。（小６） 

●学校がはじまっても休んでいた期間をうめるためにた

くさん勉強をしないといけなくなると勉強が嫌いになり

そうです。（小３） 

●インターネット環境があった方が良い。宿題を減らして

ほしい。給食はおいしい大好き。（小４） 

●ネット環境がないので、学校からの課題が長く出来な

い。（中１） 

●インターネット環境がまだ整っていない中で、オンライ

ン授業はしないでほしい。まずはみんなが同じようにで

きる環境を整えてからやってほしい。学校や家庭の事

情で差ができるのはおかしいと思う。（高２） 

●宿題が分からない所があるので意味がわからない。

（小５） 

●宿題が難しすぎて大変。（高２） 

●県立高校の間でインターネット授業を実施するところと

実施しないところが出てくるのは何故なのだろうかと思

います。家庭ごとに環境が異なっていて、実施が難しい

のだろうということはわからないでもないですが、同じ

ように県立高校に通っているのに授業を受けられない

のは、どうしても不平等さを感じてしまいます。（高３） 

●家にタブレットや、パソコンなど画面の大きいインター

ネットが無いので、もし、オンライン授業になった場合、

スマホで授業するのは小さすぎて、授業に集中できな

い。（高２） 

●学校が休みになって、テレビばかり見てしまって、あん

まり勉強ができなくなった。（小２） 

●学校に行けない間はせめてオンライン授業したり、イン

ターネットの環境が十分でない家庭は教育のために支

援するべき。金銭面において大変な思いをしている人、

一人暮らし、学生などの支援をより手厚くするべき。 

（高２） 

●この機会を活かして 1 年間オンライン授業というのを

試してみてもいいのではないかと思う。世界中が一斉

に閉鎖という状況は何十年、何百年に 1度あるかない

かなので、この時代に生まれこうゆう体験ができたの

はすばらしいことだ、とポジティブに考えて見るのもい

いと思う。（無回答） 

●中学生からは勉強が難しくなるって聞いているのに、自

分はどうやって学習を進めたらいいのかもわからない。

とても怖い。友達と連絡も取り合っていないから、自分

の知らないところで悪く言われていたりしたらどうしよ

うっておもっています。（中１） 

●休みなのに勉強させられて面倒くさい。（小６） 

●課題は増えるし、外に出れないし、する事が無さすぎて

気疲れします。趣味をみつけようと思っても家で出来る

のでは限界があります。（高１） 

●中学校に上がったのはいいけど、勉強が全然分からな

い。（中１） 

●宿題のモチベーションが上がらない。やる気が出ない。 

やらないと怒られると考えてストレス。周りと比べて頭

悪くなってると考えると嫌になる。動きたい。何もしたく

なくなる。うつ病になりそう。（中３） 

●宿題が難しいからやりたくない。けど一杯出される。

（小３） 

●授業もちゃんと受けてないのに、休校明けに各教科の

課題からテストするのはやめてほしい！ 課題が分から

なくてできていない人もいるから！ 学力に差がつくと

思う。（高２） 

●勉強に身が入らないせいで、家族としなくてもいい喧

嘩を毎日するようになり、家族同士の喧嘩が絶えなくな

った。正直、図書館なども閉まっていて勉強に集中でき

る環境すら整わなくてイライラすることが多くなった。ゲ

ームをしても、漫画を見ても、気晴らしにならなくなって

きた。早く学校に行きたい。早くみんなと友達になりた

い。学校がちゃんと始まらないせいで勉強仲間すら作

れない。辛い。（その他） 

●毎日お母さんに宿題をやりなさいと言われるけど、やる

気がでない。やらないといけないのはわかるけど集中

できないので、宿題がすすまない。毎日お家にいるの

で、夜もお母さんが寝たら起きて夜中まで動画見たり

してねれなくなったしよるおそくねむるのであさもお昼

前までねむってしまって、学校が始まったら朝起きれる

かしんぱいです。勉強もぜんぜんやっていないので学

校がはじまったら授業においつけるかしんぱいです。

はやくコロナがおわってふつうに学校に行って友達と
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遊びたいです。（小６） 

●通信教育の小学校があればいいと思う（小３） 

●勉強が分からない時にどうして良いか分からない。う

ちは、アパートなので、運動が出来なくて困ってる。 

（小６） 

 

 

 

進路や受験について                         

●現高校3年生です。9月入学になり、共通テストの実施

が長くなることは、とても精神的に疲れます。9 月入学

を進める前に、ネット授業の導入、共通テストの範囲を

狭くする、推薦試験に置いては例外の措置をとるなど、

そこらへんを変更してほしいです。大人や高2以下（中

3 除く）は受験しないのでただ学校生活が伸びるって

だけで簡単に9月入学が良いといいますが、受験生に

とってはあと半年受験対策が伸びることはとても痛い

です。精神的にきついです。グローバル化など言ってい

ますが、あと一年は収束しないと言われている今、9 月

にしても意味ないと思います。もうこの一年はそれぞれ

が考えて行動する、コロナと共に生活しなければならな

いと思います。なので9月入学とかより三密をさけた授

業体制をいち早くとり、勉強を進めていく方がいいと思

います。それか高3、中3のみ授業をし、高2以下は9

月入学にして歩調を合わせるとかにしてほしいです。

（高３） 

●受験生なのに学校や塾に行けないため、勉強に対する

モチベーションが上がらず、ダラダラと勉強している。

正直、私たちの年代は共通テストとか英語の 4技能に

よる検定の導入について、振り回され続け、更にこの時

期には 9月入学などの話があることについては憤りを

感じる。確かに、未知のウイルスとの戦いがいつまで続

くかは政府も見通すことはできないと思うが、私たち受

験生にとってはこの時期の勉強がこれからの人生にお

いて重要であり、そして新入生だけでなく、受験生にも

耳を傾けて欲しいと思う。（高３） 

●受験生なのに、ちゃんと勉強できる環境・意識じゃない

ので高校受験が不安です。部活もないので、運動する

機会が減って、体力などが落ちていると思います。検定

などの、高校受験に使いたい実績がとれないかもしれ

ないので本当に不安です。（中３） 

●受験が心配なので学習環境を整えたい。9 月入学案

なども出ていますが、少しでもいいので、早めに方向性

を示してほしい。見通しが立たないことが困る。（高２） 

●部活が出来なくて、推薦等などで卒業後の進路がとっ

ても心配です。（高３） 

●受験生なのでコロナのせいで今まで順調に進んでき

た勉強ができなくなることで受験に影響が及ぶとこが

心配です。そして学校に行けないことで大好きな友達

にも会えないし自分の得意科目の宿題ははかどります

が苦手科目の宿題についてはまったくわからないため

とても困ります。そして学校が大好きなので休校が伸

びるたびにとてもイライラしたりかなしくなります！ そし

て最後の中体連も無くなったら今までの努力が全て無

駄になります。どうかはやく学校だけでも再開させてく

ださいお願いします！（中３） 

●受験が伸びるかどうか、どうなるのかが不安です。姉

が大学生で、学費でけっこう大変してて家族にも欲し

いものとかをうまく言えません。（中３） 

●高校3年生です。現在高校3年生は、この自粛期間中

今が夏休みだと思いみんな必死に勉強しています。私

も含め、周りの同級生達もだんだんと基礎が固まってき

ています。そんな中、9月入学案が採用されると、あとの

3 ヶ月間で皆の学力が上がり、大学入試が点取り勝負

になってしまうのではないかと不安に思っています。こ

の1ヶ月間、睡眠時間を削り、かなり追い込んで勉強し

ているのでこの状況があと3ヶ月も続くと思うと精神的

に不安定になりそうで心配です。全国の受験生の為に

も、クラスの半分ずつ登校等どんな形でもいいので学

校に行かせてください。登校という形で生徒の時間を

拘束して欲しいです。今のところは精神面での心配が

一番大きいです。（高３） 

●日本の政策はかなり遅れていて、かつ全然改善されて

いない。受験生や就活生にとっては不安な毎日なのに

何一つ変わらない。特に私たち高3は今年から受験制

度が変わり、ただでさえ受験改革も失敗に終わって対

策しようがないのにこの状況で受験ができるはずがな

い。普通に学校を始めていたり、オンラインでの授業が

ある県もあれば、学校の休校が延長になったり、オンラ

インでの対応ができない県もある。格差が大きい中で

どうしたらいいのかわからない。このまま受験をするの

であれば、大きく差が開くだろう。（高３） 

●進路が心配。あと、ずっと家にいるせいで人と喋るのが

苦手になってきている。今まで悩みを話していた友人に

会えないので溜め込む形になってしまっている。など複

数の要素が原因で毎日憂鬱。オンラインで授業をする

などの対策をして欲しい。（高３） 

●暮らしなどで困っていることはありません。ただ、今年

高校受験があるため勉強が遅れていることがとても不

安でなりません。無理な願いだと承知してはいるので

すが、『今年 1 年を完全休学して、来年 4 月に改めて
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1 年義務教育を受けさせる』ということは出来ないの

でしょうか？もし、このまま受験をむかえた場合、本来の

力を発揮出来ぬまま終わってしまうということもありえ

ます。全員平等な教育を受けさせた状態での、受験を

望みます。さらに、進学できたとしても、中学3年生の範

囲をまともに勉強していないため、高校の授業につい

ていけないということにしたくありません。1･2 年で習

ったことの復習はできる限りしていますが、習うべき範

囲の勉強をしていないのにこれを『義務教育』と言え

るのでしょうか？一日でも早く新型コロナウイルスが終

息し、いつもの日常に戻ることを願っています。 

（中３） 

 

 

 

９月入学について                            

●休校をちまちま延期するより、9 月から入学という形で

進めた方が良い。私たちはやっとあと一週間で学校に

行ける。と期待してたのしみにしていたのにそれをまた

伸ばしますはいまた伸ばしますってやってたらこころが

もたない。状況を見て判断することは大切だが、こちら

側からするととても精神的にきつい。あと、来県自粛じ

ゃなく空港を閉鎖して欲しい。せっかく新感染者が減っ

ているのに増えたらもともこうもない。（高３） 

●新学期を 9月からにしたり受験の時期をずらすなどを

しないなら、県高校総体を延期でも開催すべきではな

いと思う。受験生にとって大事な時期だし、全国の人と

不平等になってはいけないと思う。（高３） 

●全国ではほとんどが休校になっている中、休校になっ

ていない県や地域などもあります。ですが、今現在では

「9 月入学」や「9 月再開」が提案されています。学校

が始まっているところと始まっていないところの学習の

差はどのようにしていくのかが気になります。（高２） 

●コロナ休み、入試制度改革、現高校三年生は振り回さ

れてばかり。こんなに振り回されるのはおかしい。9 月

スタートにし、統一して混乱を収めるべき。（高３） 

●土曜日授業、7時間目反対。教師が過労死します。不登

校が倍増します。海外とそろえて 9月始業がちょうどい

いです。あと、とにかく窓を開けろ換気しろ。（中１） 

●とにかく学校のこと。受験もあるし卒業制作もあるし部

活もあるし今後どのように動くとか早く教えてほしい。9

月入学でも構わないと思ってる。遅れてでもちゃんとし

た学校生活を送りたい。（高３） 

●全国一律 9月入学にして欲しい。また、そうでないにし

ても 9月入学になるのかならないのか、今年の受験は

どうなるのか、今後の学校のスケジュールなど早く決

めて発表してほしい。（高２） 

●9 月入学の話が出ているが、コロナが全国で０人にな

るまで学校は無しですか? それとも上限どれくらいと

いう基準をクリアしないと学校は始められないんでしょ

うか？ （高２） 

●今年度の受験生です。世間では９月入学説が勝手に

論議されていますが、私から言わせていただくと、とん

でもない話です。反対！ 4 ヶ月後には選抜入試が予定

されていて、1 年以上前から準備をして来ました。高校

では今月からウェブ授業が開始されます。授業の遅れ

は取り返せます。夏休みの短縮や土曜日登校での対応

もありです。先ずは、９月入学の論議より新型コロナウ

ィルスを終息させることです。（高３） 

●9月入学にしてほしい。高校三年生で学生生活最後の

年なのにインハイがなくなったり最後の学校行事が無

くなったり楽しい高校生活が送れない。ちゃんと、学生

生活最後の人達の気持ちを考えて欲しい。人生に一度

しかない高校生活を楽しく過ごすために 9月入学にす

るべき。（高３） 

●学校は、九月入学にしたほうが安心です。モノレールな

ど使うのでそこら辺が怖いからです。（高１） 

●学校の再開は本当はいつなのか、教えてほしい。休み

に授業をしていないのに授業料が無くならないのが気

になる。この状態で、新しい大学受験制度が正当に作

用し、使えるのか。9月から再開にして、時期をずらした

方が、学力のムラがなく制度がいかされるのではない

か。（高３） 

●9月入学とかじゃなくて、もうこのまま 1年休みにして、

コロナウイルスがもう完全に完璧に終息なった来年こ

ろに今のこの学年を2回やって、いったほうが良いと思

います。9 月入学とかだとせっかくの四季がもったいな

いですし、嫌です悲しいです。受験とかもあるし、わざ

わざ世界基準に合わせなくても良いと思います。皆が

あーしてるから、私もあーしないと！ って言うことで独

立しないと！っ て道徳の授業で習いました。なのにそ

れを教えた大人たちは子供たちに教えたこととは違う

ことをやっていておかしいなと思います。だから、もう 7

歳=小学1年生っていうのは、もう終わりにして、1年休

みにしてこの学年を2回やりたいです。こんな声が届く

かわからないけど、私の今の思いを書きました。（中２） 
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その他                                      

●学校の休校延長がのびるなか、バイトにも行けず検定

などの中止･延期になっていって進路活動もまともにで

きずとても不安が大きい。（高３） 

●普段は学童で過ごしている。早く学童に行きたい‼️ 

（小２） 

●休みの間先生達は何をしてるんだろう。（小３） 

●毎月給付金は貰えないのか。（高２） 

●不登校の子の気持ちがわかった。家は楽しい。コロナ

がはやっているときに学校には、行きたくない。家族が

死ぬのが一番こわい。（小４） 

●お母さんとお父さんが、ハムスター買わないことがい

や。（小１） 

●よく YouTube で＂一緒勉強しよう"などの動画が出て

るけど、スマホだったらつい他の動画を見てしまうから

TV でも"一緒に勉強しよう"をやって欲しいです。あと、

運動不足もあるから一緒にストレッチやダンスなどで

きる番組をもっと作って欲しいです。(高１) 

●沖縄県で一番偉い人にお願いします。学童の先生たち

を助けてください。（小４） 

●日常が大事なものだとわかりました( ́ ∀  ` )（中１） 

●普通の毎日はそれだけでラッキーなんだなということ

が解りました。（中１） 

●おきなわはもとに戻りますか？（小４） 

●アルバイト生にも、支援がほしい！（高３） 

●学校が嫌いだったりいじめられている人は結構こうい

う生活が楽なので、これを機会にリモート授業を発展し

てほしいです。(高２) 

●休校中で普段できないことにチャレンジできてる。デメ

リットもある中でメリットもあると思う。（高２） 

●引っ越しにより小学校の友たちと違う中学校に行くこと

になったけど、中学校の入学式がなくなり、学校もまだ

始まっていないので、これから友達ができるのか、学校

になじめるのかとても不安です。小学校に戻りたいで

す。（中１） 

●これを機に皆が工夫して生活したりいろいろ考えるき

っかけになったと思う。（高１） 

●新型コロナウイルスの影響で、妹(小１)が、ストレスみ

たい。学校に早く行きたい。友達に会いたい。早くコロ

ナウイルスが終わってほしい。（小５） 

●バス代免除などにして欲しい。（高３） 

●アパートを借りたのに学校が始まらないので家賃支払

いが無駄になっている。両親に申し訳ない。（高３） 


