
学習用具を置いて帰ることで登下校の荷物を減らすことについて 
 
「普段から、家庭学習を含め、家庭で使わない学習用具は学校に置いて、荷物を少なく 

した方がいい」意見の理由 

・カバンが重たいから 
・重い荷物を持たせるのはかわいそう 
・普段から中身が重たいのが気になっていました。家庭学習で使わない物を明確にして置い
て帰ってよいと話してもらえると助かります。置く習慣が身に付いてないためか、置いて
帰ることに抵抗があるようでした。 

・短期間だと慣れないからか、置いて帰っていい物が何かわからないのか、いつもと同じぐ
らい持って帰ってきていたので、普段から少なくした方がいいと思う。 

・月曜など荷物が多い日の特に雨の時、ランドセルに体操服、エプロンが入ると濡れずに安
全だと思う。 

・月曜日は特に持って行くものが多く子どもがかわいそうだから。 
・雨の日など荷物が多いと傘がさせなくて朝からずぶ濡れになるから。 
・教科書など紛失する子供がいるので学校に置いておくと良い。 
・忘れ物もなくなりそうだから。 
・学校に置いているものを把握し管理できるのであれば学習用具を学校保管すると子供達
も楽かと思います。 

・教科書以外にも荷物があり日によっては重なる時もあります。学校までの距離が長いと荷
物が重たいことは負担になってる様子です。 

・ランドセルの中身がパンパンになって入らなかったら手で持ったら危険だから家庭で使
わないものは学校に置いて帰っていいと思います。 

・宿題に必要な物だけ持ち帰れば、十分だと思うので。 
・忘れ物もなくなりそうだから。 
・夏は水筒も大きいので、少しでも荷物は、少ない方が安全だから。 
・自宅で絵具や習字道具等を使う機会はほぼないので、忘れ物防止の観点からも置いてて問
題ないと思う。 

・忘れ物が減ると思うし、翌日の準備が楽になると思うから。 
・忘れ物もなくなりそうだから。 
・家庭学習するにも毎日全部はできないので、持って帰るとしても週末だけなどでいいと思
います。 

・家庭では使わない教科書を持って帰るのは荷物にもなるし、忘れ物やなくし物の原因にも
なり得る為、家庭での学習で必要なもののみ持って帰るでいいと思う。 

・忘れ物がなくなるし、通学に時間かかる児童の負担を減らしてあげたい。 



・今までのランドセルは大人が持っても重いと感じたので、子供には重すぎると思います。 
・忘れ物減少に繋がりまた、身軽になるため 
 ・効率も良く、登下校がより安全。教室のロッカーを 有効に活用すべき。ランドセルの必
要性も 考える岐路に 立っているのかも。 子供が ６年間で成長する幅にあわせて買い
換えられるよう、デイバッグやリュックサックで良しとする考えも 持つべき。 (既に取
り組んでいる 地域もある)  

・宿題などで必要なものだけあれば身軽になってよいと思う。忘れ物もなくなると思う 
・教科書やノート類でランドセルが重く、歩く距離もあるので、家で学習をしない教科(音
楽や図工など)は学校に置いてるほうが良いと思います。 

・月曜日など荷物が多く、遠くから来る子には負担になる。 
・忘れ物も減らせる！ 
・低学年の頃から毎日の荷物が多く、重いランドセルも背負いとても大変だったから。家が
遠い為。 

・重さからくる体の負担軽減だけでなく、自分が学習する上で何が必要かを考えて選択でき
る力を養う面でも意味がある取り組みだと思います。 

・子どもの負担が少ないようです。 
・教科書等が重すぎるので、子供たちの身体には負担になっていると思う。それと、宿題を
するだけで、１時間位かかる。 

・遊ぶことも大事だと思うし、習いごともしていたら、宿題以外のことをする時間はないし、
する必要もないと思う。(宿題が、予習＆復習なのでは⁉) 

・持ち帰る、持ち帰らないは、生徒各々が決めるようにできればいいと思う。 
・家庭で使わない物を持ち帰る必要性を感じないから。そしてただでさえランドセルは季節
を問わず重いから。 

・登下校が遠いので肩や、足など体の不調を訴える事が増えました。 
・忘れ物が減るのではないでしょうか 
・ただ単に重い。オンライン等を活用すれば、教科書が家になくても問題ないと思う。 
・以前、算国社理ある時は親が持っても重たく感じる程でした。特に高学年になってから、
両肩にランドセルの重みがかかり、肩が痛いと言っていたこともあります。なるべく行き
帰りの負担は減らしてあげたいです。 

・全部持って帰っていると明らかに重い。ある程度の荷物は仕方がないが、重過ぎるのは負
担にしかならない。臨機応変に対応していいと思う。 

・家で使わないのに持ち運ぶ意味がわからないから 
・持ち帰っても使うことが無く、通学距離も長いため軽いほうが良いと思う。 
・月曜日や金曜日は特に荷物が多いから、置いていてもいいものは置いておいたほうが、少
しでも軽くなるから。でも、宿題などで必要なものを忘れてしまうこともあるので対策は



必要かと。 
・筆記用具は家にあるし、自学する物は持って帰って身軽にした方が子供への負担が少ない
と思う 

・この取り組みを始めてから特に問題がないと思ったので、それなら登下校時の負担が減る
今の取組の方が良いと思いました。 

・身軽で帰り帰りやすい 
・家庭では使わない教科書を持って帰るのは荷物にもなるし、忘れ物やなくし物の原因にも
なり得る為、家庭での学習で必要なもののみ持って帰るでいいと思う。 

・ランドセルが重すぎて、よろけて危ないので。以前、低学年の頃に坂で転んだ時に、手を
ついたけれど、ランドセルが重すぎて手で身体を支えきれずに、顔を道路で怪我して大変
だった。 

・普段から荷物が多いと感じています。家庭学習に必要でない教科については普段から学校
に置いても支障はないと思います。 

・忘れ物の減少や家での準備の効率がよくなるから。 
・忘れ物を減らすため 
・自宅でしない教材はただ重たい荷物になり、身体の負担にになっているので。 
・近年の教科書の厚みと重さのせいで、小学生の肩や腰に負担がかかっているとニュースに
なっていた 

・荷物を軽くする為。 
・家で使わないのに持ち運ぶ意味がわからないから 
・行き帰り重いし、忘れ物がなくなる 
・持ち帰っても使わないのであれば、学校から家まで結構歩くので、出来るだけ荷物を減ら
して軽くしてあげたいと思います。 

・忘れ物も減るし荷物も重くなくて子供の負担を減らせる。 
・家に帰っても宿題に必要のない本やノートはランドセルから出した事がないので。 
・体への負担を減らすため 
・重たいため 
・荷物が重いため 
・月曜日や金曜日は特に荷物が多いから、置いていてもいいものは置いておいたほうが、少
しでも軽くなるから。でも、宿題などで必要なものを忘れてしまうこともあるので対策は
必要かと。 

・普段から忘れ物が多いので学習用具は学校に置いておいて、復習等家庭で必要な場合以外
は学校に置いておいた方が良いと思います。 

・昔に比べて教科書が増えたり厚くなったりで小学生の荷物が重くなってて肩腰への負担
が掛かっているとテレビでも取り上げられていたし、実際に大きめの水筒を持って行っ



たりすると大人の私からしても重いなと感じる為。 
・ランドセルが重いし、宿題で必要なモノさえ家にあったら良いと思うから。 
・荷物が重たく猫背がひどくなるし 身長も伸びて ランドセルが小さい 
・無駄、無理、ムラの低減 
・元々の意図はわかりませんが、効率的な考え方が今後必要になると思います。 
・変化なくしては、生き残れない時代になりますから。 
・6時間分の荷物。なかなかの重さです。家庭で使わないのなら忘れ物対策にもなるし良い
と思います。 

・登下校の荷物が減って、身軽になるから。 
・まだ体が小さいので、あまり重いと成長していく上で体への負担や影響が心配。 
・教科書やノートや水筒、絵の具や書道バッグ、月曜金曜の上履きや体操服や給食袋がかな
り重たいです。登校するのに片道 50 分かかるので毎日筋トレをさせているようでした。 

・家での学習で使わない物は、学校に置いておいても、不都合がないと思う為。 
・登校距離が長いので、重たい物を持つのが辛そうです 
・ランドセルの重さを含め、教材全てを持つと重過ぎる。 
・軽い方がいいから。 
・月、金曜などは、荷物が多くなるし、子供の負担を減らしてあげたい 
・低学年でもランドセルが結構な重さだと感じているので、なるべく荷物は減らしてあげた
いと思います。 

・効率が良いから。 
・ランドセルが重過ぎて、登下校の負担が大きかったから良かったと思う反面、宿題に必要
なものを持って帰ってこなかったり、自分で時間割を見て準備する習慣が付かないと、中
学生なって困らないかとの心配もある。 

・持って帰っても使わないから 
・大人でも 2 キロの道をあの重さの荷物を背負って歩くのはしんどいし、何より肩に負担
がかかりそう。 

・距離がある家庭には少しでも身軽の方が有難いから。 
・通学路が長いし、変質者なとが出た時にすぐ逃げれるようにする為。身軽な方が身を守る
為にはいいと思います。続けてほしい 

・宿題等で使わないのであれば、置いていても問題ないと思います。すごく重いのは、子供
の小さな肩には大変な負担になるだろうから。 

・家で開く事なく翌日持って行くから。 
・只でさえ、家から学校までの距離がある分、重い荷物を持って登校するだけで疲れるよう
だ。荷物の重さは、その後の学校生活に影響すると思うから。 

・家に持ち帰っても使わないから。 



・ランドセルがかなり重いため。また、何が必要で何が不要かを自ら考え選ぶ力を養うこと
にも繋がる 

・重たすぎてランドセルを背負いたがらなかった。 
・家で勉強しない教科は持ち帰らなくていいと思うから 
・今、一年生でランドセルのみでも重たいみたいです。家で使わない教材は学校に置く事で
荷物も軽くなるし忘れる事もなくなるし今後も続けてもらいたいです。 

・家庭で見ない教科書を持ち帰るとかなり重いから 
・国語・算数以外は、まず使わないので、国語・算数以外は置いていてよいと思います。 
・学校でしか使わんから。家に置いてても意味なし 
・通学距離が長い子が多くランドセルだけでも重いため、子供、特に低学年の児童には辛い
のではないか。 

・家での学習で使わない物は、学校に置いておいても、不都合がないと思う為。 
・大人でも重く、身長差もありますので 
・使っても、国語・算数のみ。 
・持って行って、持ち帰るのが無駄ではないかと思います。 
・ランドセルが結構重たくなる時がある為。 
・重たいから 
・家庭学習で使わない教科書や学習用具を置いて帰る事によって、子供の負担も軽減されて
るなっと感じました。 

・教科書を家庭で開けないから。 
・ランドセルに入りきらないときに手荷物になり、危ないから 
・無駄に重たい荷物を持ち帰る必要がないと思うから。重くてバランスを崩して危ないから。 
・一年生なので身体が小さい為重たい荷物は可哀想に感じました 
・毎日持ち帰るにはあまりにも重く成長期の子供の体に負担がかかりすぎます。また危険な
人物や動物に遭遇した場合逃げるときにも重い荷物が邪魔になります。 

・総重量が体への負担が大きく、成長に支障が出る、また家庭で使用しない用具を翌日また
持参するのは無意味。 

・荷物を軽くしてもらえた方がいいから。 
・小学生の身体に合わない荷重による姿勢の悪化､関節､骨への悪影響等々考えられる為｡ 
・学校までの距離が長いから 
・自宅から学校までの道のりが低学年で約１時間、高学年で約 40分、時間割りによっては
荷物も多く両手もふさがりランドセルは重たすぎて１年生の頃は特に道中危険な事が多
かったです。 

・夏は水筒も大きく、子供が持つ荷物を持ってみると、大人でも肩が痛い。なので低学年の
頃は少しの雨でも傘が必要な場合は途中まで送迎が必要でした。 



・逆に家で使わない教科書等を毎日持って帰る理由がわかりません。 
・わざわざ毎日重たい教科書やノートを持ち帰る必要はないと思います。 
・筆記用具と宿題、自分で判断して自学で使う用具のみ持ち帰れば、忘れ物も減り、授業の
妨げになることも減ります。 

・もう少し経てば、教科書類も全てタブレットひとつになるといいな、と思っています。 
・大人が持っても重たく、月曜日など特に荷物が多いいから 
・登下校に 1時間かかるので、必要ない物は置いて帰って、子供を身軽にしてあげたい。ラ
ンドセル自体も重たいので！ 

・荷物が軽くて済むから 
・荷物を軽くすれば健康のため歩いて登下校しやすく、万が一、動物や危険なことに遭遇し
た場合も逃げやすいから。 

・期間中、登下校中に身体の負担が少ない方が、授業や家庭生活に集中出来ると思う 
・距離がある家庭には少しでも身軽の方が有難いから。 
・ランドセルが重い為 
・やはり、ランドセルが重いので。 
・登校距離が長いと疲れるから 
・学年が上がるにつれて 
・教科が増えていきランドセルがパンパンになります。あと 
・月曜日は特に荷物が多いので。 
・宿題以外の荷物を持ち運びしなければならない理由がない。大人は車があるけど、子ども
はどんな天気でも歩いて登下校しているから大変。 

・水筒だけでも重いし夏は特に熱射病になりやすいから 
・毎回、本当に重たい量を背負っての往復で、学校から距離があるため、疲労感や肩凝りが
強かったのですが、今回の取り組みで随分と体が楽になっているようです。 

・持って帰ってきても宿題には使わない事が多いので、それなら普段から学校に置いて帰っ
てもいいと思う。 

・宿題に使う教科だけでいいと思う。 
・持ち帰っても自宅で使わないのであれば、学校に置いてきた方が、荷物も軽くなり良い、
自宅が遠い為 

・家に持ち帰っても勉強しないので(理科や社会、生活など)、重いですし、あまり持って帰
る意味はないように思います。  

・無駄はやっぱりはぶいた方が効率がよいと思う。 
・忘れ物が減る、通学中、手が空いて危険が減る 
・１日に必要な教科書等に加え、上靴、体操服や図書バッグなどを含めた時にかなりの重さ
になり大人でも重たいと感じました。学校まで距離がある子供にとってはかなり大変か



と感じます。 
・自宅での学習に必要がない物に関しては教室での保管が出来れば負担が軽減されるので
はと思います。 

・普段が重すぎたから 
・ランドセルはそこまで多くの荷物が入らないので、持ち物は出来るだけ減らしてあげたい。 
・学校が遠いので少しでも負担が減ると良いなと思います 
・登校距離が長いと疲れるから 
・6時間分の学習用具はかなりの重量がある為 
・教科書、ノート、その他の荷物もあり重いすぎる。 
・遠くから歩いて登下校しているので体への負担を考えるととても助かりました。 
・暑い暑く無い関係なく、ランドセル自体も重たいので腰痛などの体への負担が気になる 
・荷物が軽くなることも大切ですが、忘れ物も少なくなるので、助かってます。 
・疲れ軽減になるから 
・荷物を少しでも軽くした方がいいと思うから 
・歩く距離が長いのと夏場は特に暑さで大変だから。 
・歩く距離などもあるから 
・登校距離が長いと疲れるから 
・荷物が重すぎて姿勢が悪い 
・荷物が軽くなることも大切ですが、忘れ物も少なくなるので、助かってます。 
・毎回、本当に重たい量を背負っての往復で、学校から距離があるため、疲労感や肩凝りが
強かったのですが、今回の取り組みで随分と体が楽になっているようです。 

・重くて、負担になってるから 
・少しでも身軽に動けた方が良いと思う。 
・忘れ物も減っているように思えるため 
・あまりにもランドセルが重たすぎる 
・毎日、全部持って帰る必要性がない。 
・学校まで遠いので、荷物は少しでも軽い方が良い。 
・何が必要で持ち帰る必要があるのか自分で考えられるのが良い。 
・家で使わないのに持って帰って、また次の日持っていく。無駄に思える。 
・週終わりや週始めは荷物が多く子供たちが大変そうだから 
・使わない用具を重い思いして持ち帰る意味が無い 
・毎日、全部持って帰る必要性がない。 
・よく肩が痛いと言っていた。通学時間も長い為。 
・いつもとても重たいランドセルを背負っての登下校なので。 
・あまりにもランドセルが重いのと、月曜日の荷物がランドセルに入らず手持ちが増えて傘



をさすときなどに危ないので。 
・家で使わないから 
・子どもたちの通学の負担を軽減するため。 
・あまり教科書を使って勉強しないので。 
・低学年の為、体力的に厳しいと感じる 
・クラスによっては習字道具や絵の具などまで毎回持って帰らせるが、家が遠い場合は結構
な負担です。 

・宿題などで使うものは持って帰らないといけないと思います。持って帰ってきて、次の日
も同じ時間割りだと結局持って帰る意味はないのかと思います。 

・家で使わないなら持って帰る意味がないので、荷物を軽く出来るなら私たちの頃には出来
なかったので羨ましいと思います。 

・普段からランドセルが重すぎると感じていました。教科によっては家庭ではほとんど使わ
ないものもあり、毎回持って帰る必要性を感じません。忘れ物を減らすことにもつながる
のではないかと思います。 

・子供の負担が減る 
・荷物は軽い方がいいと思う 
・忘れ物を少なくする為 
・無駄をなくすことと、自己管理能力の向上 
・荷物は軽い方がいいと思う 
・荷物が軽い方が身体への負担が減るから 
・よく肩が痛いと言っていた。通学時間も長い為。 
・家で使わないのに持って帰って、また次の日持っていく。無駄に思える。 
・すべての学習道具が入ったランドセルは重すぎる。 
・荷物が多くて重たいと歩くのが大変だから。 
・家で使わない物は学校に置いていて良いと思うから。 
・子供の負担が減る 
・無駄をなくすことと、自己管理能力の向上 
・忘れやすいし、重くなるので学校に置いてがいい‼ 
・荷物が重たいと行くのがつらくなるから 
・荷物は軽いほうがよい。 
・家で使わないのに持って帰って、また次の日持っていく。無駄に思える。 
・家で教科書を使う事が、ほぼないので。 
・忘れ物も減るし鞄の中が重たくて可哀想だったので。 
・使わない学習用具を持ち帰る必要はないと思うので。 
・子供の体に負担をかけたくないから。 



・今回の取り組みは、暑さ対策の立場からではなく、体の負担という意味でよかったと思い
ます。 

・家庭で使わないものを持ち帰る必要がないから 
・空のランドセルだけでも重いのに、大きな水筒に使いもしない教科書や習字道具など、重
すぎて成長期の体に負担しかない上、月曜や金曜などは更に荷物が増え、入り切らない荷
物を手に持たなくてはならず、例えば躓いても手が塞がっていると危険度が増すので。 

・1年生の保護者です。1年生はまだ荷物が軽いですが、3年生の鞄を持った時、かなり重
くて、体の小さい児童には特に、つらいと思います。 

・家で使わないので 
・学習用具の重みで帰りは疲れているので。家が遠い児童は本当に大変だと思う。 
・荷物が重すぎて、登下校がきつい為 
・家で使うのなら持って帰るのはいいと思うが、成長期にわざわざ重たいのを持たせるのも
と思う。また、置いて帰ってるほうが忘れ物も減ると思うから。 

・低学年の頃は特にランドセルだけでも重たいので少しでも荷物を減らした方が色々な面
で良いと思う 

・自宅で使わないものは持って帰る意味がなく、登下校の負担が大きいだけのため 
・遠い子は、毎日重い荷物を背負って登下校するのは大変だと思う。 
・荷物が多いから 
・家庭学習で使用しない教材は学校に置いておいても支障ないため。 
・家庭学習では使用しないものは置いていても問題ないと思います。 
・ランドセルだけでも、重いので、宿題が出て必要な物だけ持ち帰るほうが、忘れ物もなく
なると思います。 

・月曜日や金曜日など、荷物の多い日は良かったと思います。しかしドリルを持ち帰り忘れ
るなど、宿題に必要な教材を置いて帰ってしまうこともありました。 

・以前、ランドセルが重たくて転倒したことがあったので。低学年の時は荷物が少ない方が
いいと感じた。 

・登校距離が長いのであまり荷物が多いと大変だろうと思う 
・平日はほとんど使わないから。休日前は持って帰ってもいいかも。 
・荷物も軽くなるし教科書等の忘れ物も減るので 
・全て持ち帰るとかなりの重さになり、体への影響が心配だから。 
・全て持ち帰ると重すぎだと思います 
・荷物が軽くなるのはとても動きやすくてよかったと言ってました。しかし、漢字のテスト
前に必要な漢ドを小学校に忘れたことがあり、とても困ったので子供には全部持って帰
りなさいと言いました。 

・登下校に時間がかかる為要らない荷物は置いて帰った方がいい。 



・ランドセルの中身が、少しでも少なくなれば負担も減ると思うから。 
・教科書が厚くなり、ランドセルいっぱいになり、大人が持っても重く感じるので。 
・使わないものを持って帰る必要はないから 
・平日はほとんど使わないから。休日前は持って帰ってもいいかも。 
・重いものを毎日持つと身体に負担がかかるから。 
・子供の荷物が減るため 
・重い、暑い思いまでして持って帰るのは非効率過ぎると思うから。 
・使わないものを持ち帰るのは、効率が悪いため 
・ランドセルに教科書入れたら重いと言っています 
・持って帰ってきても自宅で使わない 
・重たい物を持って帰る必要性がない 
・通学時もしなにかあったときに身軽でいたほうがいいので普段からが助かります 
・ランドセルが重たそうだと思っていたから。特に月曜や金曜は教科書以外の物もあるので
ランドセルの中がいっぱいだった。 

・重い、暑い思いまでして持って帰るのは非効率過ぎると思うから。 
・高学年になると教科書が重くなるので、毎日の登下校で歩く距離が長いと肩が痛くなりま
す？ 

・曜日によっては他の道具類も含めると重くなるから 
・自宅が学校から遠い場所にあり通学に 30分近くかかるため荷物が多い日はキツイと子供
が嘆くため。 

・荷物が減るので 
・登校距離が長いのであまり荷物が多いと大変だろうと思う 
・月曜日だと荷物がかなり多く、通学距離が長いので子供にかなり負担がかかり疲れて授業
などに支障がかからないのか心配 

・登校距離が長いのであまり荷物が多いと大変だろうと思う 
・登下校の負担の軽減になるので。 
・かばんを持つとものすごく重くて成長期にこんなに重たいものを背負って大丈夫なのか
と心配になる。逆に使わない教科書を持って帰りまた持っていくメリットはなんなのか
を知りたい。 

・必要なものだけでいいと思うから 
・月曜日だと荷物がかなり多く、通学距離が長いので子供にかなり負担がかかり疲れて授業
などに支障がかからないのか心配 

・使わないものを持ち帰るのは、効率が悪いため 
・家で使わないのに持ち帰る必要性を感じない 
・必要なものだけでいいと思うから 



・特に持って帰るものが減った感がしない。ランドセルてなくていいとのことだが手提げを
持たせて片手が塞がるのはどうかと思うし、あえてリュックサックにするメリットもな
い。であればランドセルを選択するしかなく身軽になってないと思う。 

・荷物が減り身軽な登校ができるし、忘れ物も減ると思う 
・忘れ物をすることが無くなる為 
 
「普段は、学習用具は学校に置かずに持ち帰る方がいい」意見の理由 

・子供が学校に何を置いているのか把握していないなので、毎回家で探し回っている 
・宿題の分からない問題があった場合、教科書やノートを見ながら復習したり説明したいの
に、教科書もノートもないと教えられないし子供も確認ができない。 

・暑さもあるかもしれませんが、荷物が多いといつも顔を真っ赤にしてきつそうに帰ってき
てたので、今回荷物が身軽になった事できつくなかったようです。 

・宿題に必要な学習道具を持ち帰り忘れたという話を聞いたので、そのような管理が自分で
は難しい子には負担が大きいのではないかと思うからです。 

・自分のいる物を調べて用事する事も大事な気がする 
・持ち帰らなければいけない物も置いて帰ってきて、困ったから。 
・家庭学習で教科書で確認したいときがありました 
・復習したい事や、見直したい時に、すぐ出来ない。 
・宿題を学校に忘れてくることがあったため 
・学校に置くことでなにが家にあり、何が学校にあると分からなくなり、結果的に忘れ物に
なったりすることがあったため。置くのなら普段使わない図工や道徳に限る。 

・普段から自身で準備はさせてますが、置き勉することで準備が疎かになったこともある。 
・どの教科書を学校に置いてるのかがわからず忘れ物が増えた。算数のプリントの宿題で教
科書をみて教えたいのにないので困った。 

・熱中症対策が目的なら暑い期間、普段より楽になる事で効果がありそうな気がするので 
・教科書については必要な時に持って行って持って帰るのが基本だと思っています。また、
ただでさえ家で教科書を開く場面が少ないので、学校に置いたままになると、授業中以外
は全く教科書を見なくなると思います。 

・学習用具については学習用具袋などで置いておいても良いのではないかと思います。 
・体力作りに必要だから。 
・教科書の持ち帰りを自身で判断できるほど成長しておらず、自主学習の折、理解不足を教
科書にて確認できず、宿題の指導などに不安が残った。 

 
 



「どちらでもいい」意見の理由 

・どちらもメリットデメリットはあると思うので、どちらでもよい 
・自宅学習に必要のないものは置いて帰っても問題ないですが、子供達だけの管理での実施
だと、自宅学習に必要なものまで置いて帰ってきてるので、（忘れるそうです）自宅学習
ができなかったりするので、どちらがよいとは答えづらいです。きちんと自宅学習で必要
なものは持って帰ることができるのであれば全て持ち帰ってまた持っていくというのは
重たいですし、必要のないものは置いて帰る事はとてもいいことだとは思います… 

・置いていく事で教科書等の忘れ物は減るとは思うけど宿題とかで調べさせたい時に少し
困る事があったからどちらがいいとは言えない 

・時々に応じて本人の意志で選べたら良いと思います。  
・難しいですね。低学年では、帰って勉強に使うかどうかなど考えれなかったり、高学年で
も宿題で使うのに忘れて帰ってしまいそうで、心配です。 

・家が遠いので、身軽の方が良い。 
・置き勉すると、身軽になるが、自学に必要な物まで置いて帰って来るし、置き勉しないと
重たいので、どちらもどちらかと思います。子供の為には、置き勉の方が負担が無く良い
と思うが、忘れ物の対策の様なシステムがあると助かります。 

・荷物が少ない方が長距離歩く生徒にとっては助かります。しかし、忘れっぽい我が子は、
宿題に必要なものも忘れてかえるので…あと、授業ノートを見れないのは少し寂しいで
す。 

・荷物を持ち帰らずに置いて帰る事により、息子達の汗疹の心配もなくなり、また、娘が体
に熱を溜めやすい体質のた為、熱中症などの心配もなくなったので、良いと思います。ま
た、忘れ物も少なくなると思います。しかし、冬場や長期連休中に持って帰り忘れ等が出
てくると思うので、少し心配もあります。夏限定でなら賛同できるかなと思います。 

・気候や時期に合わせて持ち帰ったり置いて帰ったりすればいいので、その時その時の対応
でもいいのではないかと思います。 

・普段使わない教科書を置いて帰るのは、子供の負担軽減になりとても良いとは思いますが、
万が一、子供間でのトラブル等での盗難・紛失がないかが気になります。 

・週始めと週末の大量な荷物を分割させた方がいい 
・家にあっても使わないので学校に置いておくと良いと思う反面、明日の用意等の準備する
ことの大切さや習慣や想像力が身に付かなくなるのではないかという不安もあります。 

・置いて帰ると宿題などでわからない事があった時に教科書で振り返る事ができない。しか
し、必要かそうでないか考えて持ち帰える、自分で考えて準備する機会になっていいとも
思います。 

・学校に、お任せします。 
・児童の実態や自宅までの通学時間、遠近によって、一律にどちらがいいか決められないと



考える。自分の子たちに関しては、自宅までが近いことと、学校に教科書や道具を置いて
帰ると、物が学校にあるか、自宅にあるか分からなくなるという、本人達が考えた理由で、
持ち帰っていた。 

・荷物が軽くなる方が断然良いと思うのですが、我が子は結局持って帰ってきてたので、ど
ちらでもよいにしました。 

・児童の実態や自宅までの通学時間、遠近によって、一律にどちらがいいか決められないと
考える。自分の子たちに関しては、自宅までが近いことと、学校に教科書や道具を置いて
帰ると、物が学校にあるか、自宅にあるか分からなくなるという、本人達が考えた理由で、
持ち帰っていた。 

・通常時の荷物が少なくて、忘れ物が減るのはいいが、宿題時に教科書がなくてできないと
いうことがあった。 

・持って帰らなくちゃいけない宿題まで忘れるようになったので 
 


