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令和 2 年度 榴岡児童館アンケート集計結果『小学生』 

回答：257 名 

（児童クラブ児童:122 名、榴岡小学校 5 年生 135 名） 

◎あなたのことを教えてください。 

〇学年 

1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 

49 30 27 7 136 0 

 

〇性別 

男子 女子 

128 121 

 

≪小学 5 年生のみ回答≫ 

〇榴岡児童館に来たことがありますか？ 

ある ない 

78 56 

 

 

≪児童クラブのみ回答≫ 

◎児童クラブはどのくらい利用していますか？ 

ほとんど毎日 一週間に 1，2 回 一ヶ月に 1，2 回 長い休みの時だけ 

99 19 1 0 

 

≪小学 5 年生のみ回答≫ 

◎榴岡児童館に来るときはどんな時ですか？ 

児童クラブ 遊びに来た 子どもスタッフ会 イベントに参加 その他 

35 28 9 45 10 

〇その他内容 

・弟の迎え 

・鍵を忘れて弟に借りに行く 

・自由来館 

・前期で児童クラブ 

・弟子入り留学 

・ひまだった 

・ファンタジー 

・本読み 

・前児童クラブだった 

・幼稚園のポスターを届ける 

 

 

◎新型コロナウイルスで学校が休校になる前（2020 年 2 月以前）は、榴岡児童館にどのくらい遊びに来てい

ましたか？ 

1 度だけ 一週間に 3 回以上 一週間に 1，2 回 一ヶ月に 1，2 回 イベントの時だけ 

13 22 9 6 25 
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≪児童クラブ＆児童館に来たことのある 5 年生のみ回答≫ 

◎児童館についてどう思いますか？ 

 よい ふつう よくない 

過ごしてみて 115 79 4 

スタッフについて 125 70 4 

 

 

◎榴岡児童館では、よくなにをしていますか？(よくする遊びや過ごし方) 

≪児童クラブの回答≫ 

・あそび 

・うつし絵 

・お絵かき(5) 

・お母さんごっこ 

・オセロ 

・鬼ごっこ(9) 

・こおりおに 

・鬼滅の刃ごっこ(4) 

・カードゲーム(3) 

・カービィ 

・かくれんぼ(3) 

・ガッシュ 

・紙人形（職員の描いた絵で）(2) 

・キャッチボール(2) 

・ペットボトルキャップ遊び(10) 

・グラスデコ 

・けん玉 

・工作(7) 

・校庭で遊ぶ(4) 

・校庭でドッジビー 

・校庭でドッチボール 

・校庭でふっかつ(3) 

・ゴキブリポーカー 

・コナン 

・コマ 

・ゴロゴロしている 

・さまよう 

・ジャングルジム 

・宿題(11) 

・職員が絵を描いているのを見る 

・図工 

・狭い場所で遊んだりする 

・外遊び(5) 

・外に行く 

・てつぼう 

・読書(8) 

・ドッジボール 

・とてもなかよくあそびます 

・友だちと遊んでいる(3) 

・友だちとペパピポで遊ぶ 

・トランプ 

・なわとび(2) 

・ぬり絵(5) 

・寝てる 

・ハリガリ 

・ピアノ(3) 

・ビーコロ 

・フェルティング 

・復活(2) 

・ブランコ(2) 

・ペパピポ 

・放課後をする 

・本を読む(16) 

・マンガを読む(6) 

・遊戯室で鬼ごっこ 

・ゆうぎ室で遊ぶ 

・よく友だちと作ったもので遊ぶ 

・よく友だちと遊ぶ 

・ラビリンス(3) 

・リカちゃん(4) 

・立体迷路

 

≪小学 5 年生の回答≫ 

・つみきで、お友だちとどっちが

すごくいい作品をつくれるか、対

決をして遊んだ 

・新しい友達ができる 

・イベント(2) 

・イベントで友達に会えること 

・ウボンゴ 

・映画を見ること 

・絵を描く(2) 

・オセロ 

・折り紙 

・カードゲーム(3) 

・かくれんぼ 

・紙人形 

・館庭で遊ぶ 

・車のオモチャとつみきを使って

遊ぶ 

・公園であそぶ 

・職員と遊ぶ 

・外遊び(2) 

・下の学年と遊ぶのが楽しい（か

わいい） 

・体育館みたいなところで運動 

・読書(9) 
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・ドッチボール(2) 

・友達と遊ぶ(2) 

・ともだちとイベントを見ること 

・友達と児童館にきている 

・友達と話す(3) 

・トランプ(2) 

・走って遊ぶ 

・バスケ 

・ピアノ(3) 

・フーフーバトル 

・ふっかつボンバー(3) 

・ブロックでアスレチック 

・ペパピポ(2) 

・勉強 

・ボードゲーム(2) 

・ボール遊び(6) 

・本を読む(9) 

・マンカラ 

・マンガを読む(4) 

・虫捕り(2) 

・野球(2) 

・遊戯室で体を動かす 

・レゴブロック 

・ドッチボール 

 

★児童館での過ごし方について、児童クラブでは感染症対策としておもちゃの数を減らしている現状に合わせた

遊び方が多く見られた。 

★5 年生からはコロナ禍以前の過ごし方でバラエティにとんだ遊びが挙がっていた。 

 

 

◎今年児童館でやったイベントで、参加したかどうかや、そのイベントへの感想や意見をおしえてください。 

〇こどもまつり 

・行けませんでした。 

・一番人気だった物は？ 

・行ってないからわからない。 

・居られる時間が短かった。 

・色々学べてうれしい。 

・色々やれて楽しかった。お化け屋敷が怖かった。 

・一昨年か、その前に参加したときはとても楽しかっ

た。 

・おばけ屋敷が怖いしすごい本物みたいでびっくりし

ました！ 

・おもしろいのでいいと思う。 

・おもしろかった。(2) 

・去年がすごく楽しかった。 

・コースを考えながら迷路を作るのが楽しかった。 

・子どもスタッフは大変だった。特に、客が三密にな

らないようにするのは。 

・子どもスタッフは大変だったけど子どもまつりがで

きてうれしかった。 

・こどもまつりとはなんですか？ 

・こどもまつりには行ってないけど、低学年が楽しめ

そうなので、良いと思います。 

・コロナウイルスにかかるといやだ。 

・コロナがあって延期したのが残念。 

・こわかった。たのしかった。 

・こんなこどもまつりはたのしいんだな。 

・時間がなくて行けませんでした。 

・スタッフで進級してよかったし、やはりみんなでや

ると楽しいです。 

・楽しいからいいと思う。 

・楽しい方のおばけ屋敷がよかったです。 

・楽しい迷路が、いろんな飾りがあってかわいかった。 

・楽しかった。(11) 

・迷路をもっとむずかしくしてほしい。 

・たのしくておもしろいと思います。 

・たぶん参加した。 

・ドキドキ迷路楽しかった。 

・とってもたのしかった。 

・とても忙しく、コロナで行けなかった。 

・とても楽しい店があったし、面白い出し物がたくさ

んあったのでとても楽しかったです。 

・土曜日は習い事があるので日曜日にしたり、2 回と

か 2 日連続だったら一回は行けそう。 

・どんなものか見てみたい。 

・何度かにわけて行っていたらいいなーと思いました。 

・にぎやかで楽しかった！ 

・ふつうだった。 
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・プレゼントをもらってうれしかったです。 

・ぼくは行ってないけど楽しいんだなと思いました。 

・めいろが楽しかった。 

・楽勝。 

 

〇そあとの庭（坪沼、砂場、モザイクアート）、 

・雨が降っていて楽しかったけど、つかれました。 

・雨だったけど、芋掘りをして楽しかった。 

・いろんなことが出来て、楽しかった。 

・おもしろいと思います。 

・木から降りる時滑り台みたいに楽しかった。 

・木を切るのが楽しかった。(2) 

・こわかった。 

・自然がいっぱいあってよかった。 

・すごく楽しかった。(2) 

・砂が目に入った。 

・砂場が楽しかった。 

・砂場で落とし穴を作ったよ。 

・砂場を掘って楽しかった。 

・楽しかった。(9) 

・力がついて力持ちになった。顔にのりがつくぐらい

楽しかった。 

・坪沼→その時は友達の誕生日。 新聞紙→新聞紙の

使い方っておもしろい。 

・どきどきしたけどたのしかった。 

・とくに楽しかった！！ 

・どこにいったか忘れた。 

・とてもおもしろかったし楽しかったです。 

・とにかく楽しかった！！^-^ 

・ノコギリとか木を切れて楽しかった。 

・のこぎりやって楽しかった。 

・貼るのが楽しかった。完成した作品がすごいと思っ

た。 

・めえええええええっっっちゃ楽しかった。 

・モザイクアート→いろいろな色の紙できれいだった。 

・モザイク以外楽。 

・もっとやりたい。 

〇防災エンスショー 

・いろんなことをおそわってびっくりした(こともあっ

た)。 

・いっぱい知れてたのしかった。 

・いろいろした。 

・色々学べた。 

・色が入れ替わったり不思議でびっくりしました。 

・いろんな科学があって勉強になったし楽しかったで

す。 

・いろんなことが知れて楽しかった。(2) 

・いろんな事が知れて勉強になった。 

・教えてもらったことを守りたい！(2) 

・おもしろかった。(13) 

・科学のことを知れてよかった。 

・空気砲がおもしろかった。 

・地震などが来た時に思い出して役に立つと思いまし

た。 

・実験がすごく楽しかった。 

・知らないことがいっぱいで楽しかった。 

・知らないことがわかって楽しいと思います。 

・知らないことがわかりました。 

・すごかった。 

・体育館で地震のことがわかりました。(2) 

・体育館で実験をみました。 

・楽しかった。(9) 

・楽しくてこれからもやってほしい。 

・手を挙げるのを当ててほしかったけど、見てるのが

楽しかった。 

・とても勉強になった。(2) 

・とてもよくわかった。 

・ふつうだった。(2) 

・勉強になった。(2) 

・不思議だった。(2) 

・防災に役立てたい。 

・防災のことについていろいろなことを知れたからよ

かった。 

・防災のことを知れてよかったなと思いました。 
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・防災への取り組みなどがわかっておもしろかった。 

・みてるのは楽しかった。 

・緑の球が揺れますと言ったら揺れてすごかった。 

・目が悪くてあまり見えなかった。 

・もうちょっとがんばろう。 

・もっと他のないかな。 

・よかった。社会勉強になった。 

 

〇たなばたかざりつくり 

・２年生の時に行った。アイス最高。 

・おねがいごと。 

・すごくたのしかったです。 

・七夕飾りをつくったから折り紙が得意になりました。 

・たのしいと思います。 

・たのしかった。(3) 

・楽しかったけど難しかった。 

・たぶんやってない。 

・小さいつるをたくさん折って誉められた。 

・ちょっと難しかったけど楽しかったです。 

 

〇クリスマスボンクラーズショー 

・「白ヤギさん」がおもしろかった。 

・おもしろかった。(14) 

・楽しかった。 

・音楽がおもしろかった。 

・芸がすごいおもしろかった。 

・最後にプレゼントが出てきて楽しかった。 

・ジュンとマー坊がおもしろいことをしてくれたので

楽しかったです。 

・じゅんとマー坊がすごいかっこうしてた。 

・じゅんとマーボーがおどったりしておもしろかった。 

・白やぎさんのが面白かったです！！ 

・すごくおもしろかった。(2) 

・楽しかった。(13) 

・たぶん参加した。 

・ダンスが面白かった。 

・とても、おもしろかった。 

・とてもたのしいと思います。 

・とてもよかったです。 

・なぜぼよよん行進曲をみな知らんの。 

・バルーンショーがおもしろかった。 

・プレゼントがもらえてうれしかった。 

・マー坊とジュンが紙を食べてるところが面白かった

です。 

・笑った。 

 

★イベントは全体的に好評だった。 

★特に『こどもまつり』の感想は多く、子どもスタッフやおまつりに参加した子、参加しなかった子にも「楽し

い！」「楽しそう！」と感じてもらえるようなイベントになったことが分かる。 

 

 

◎榴岡児童館のおもちゃやイベントで「あったらいいな」「こんなことやってみたいな」などあれば、なんでも

教えてください。 

・○○クラブごっこ。 

・PS5 置いてほしい。 

・YouTube をみたい。 

・新しい本とか読みたい。 

・今のままでも十分楽しい。(6) 

・うらないの本。 

・今はコロナでできないけどみん

なでかくれんぼをしたい。 

・大声でしゃべらない。 

・おかしまつり。(2) 

・きめつまつり、きめつのキャラ

クターがもらえるまつり。 

・お正月イベント。 

・おしりたんていの絵本がほしい

な。 

・おにごっこ。 

・鬼滅のおもちゃ。 

・鬼滅の人形。(2) 
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・鬼滅のドンジャラをやりたい。 

・本を電子とかにしてほしい。 

・けいドロ大会！ 

・お笑い。(2) 

・カードゲーム。 

・かくれんぼがあったらいいなと

思います。 

・化石掘り大会。 

・かるた大会。 

・クイズや問題やなぞなぞ。 

・くじ引きや的当て。 

・車のおもちゃ。 

・ゲーム。(4) 

・ゲーム大会（スイッチなど）。(2) 

・源氏物語。 

・けん玉。(2) 

・ルービックキューブ。 

・工作大会。 

・個人的にもう一回子スタやりた

いです。今は吹奏楽でできないの

で。 

・ペットボトルキャップ大会。 

・こどもまつり。 

こどもまつりを増やしてスタッフ

になりたい。 

・コナンくんの全種類があったら

いいな。 

・ゴミ拾い大会。 

・コロナがあけたら春夏秋冬に 1

回ずつイベントをやってほしいで

す。 

・コロナだからマスクなどを作り

たい。・児童館じゃない所でお泊ま

り会とかやったら、おもしろいと

思う！ 

・仕掛けいっぱい忍者屋敷。(2) 

・児童館の歌があったらいいな。 

・児童館の踊りと歌。 

・児童館の本を、児童館に行かな

くても読めたらいいなと思ってい

ます。 

・児童館のみんなですごろくをや

りたい。 

・自分でミニチュアをやりたい。 

・射的ゲーム。 

・呪術回戦のマンガ。 

・シリーズの本の続きがない物が

ある。 

・スイッチの大会をやりたい。 

・スポーツ大会。 

・絶体絶命ゲーム（本）、ミステリ

ーというなかれ（本）、結界師 25

～（本）、本館においてもらいたい。

世界史探偵コナン１～？ 

・銭天堂、怖い話。 

・遊戯室に、鬼ごっこと紙飛行機

とか、2 個の遊びを一気にできた

らいい。 

・外でラジコンで遊ぶ。 

・セロハンテープの利用を取り戻

したい。 

・ゾイド。 

・楽しければなんでもいいです。 

・ダンボール迷路、金魚すくい。 

・つつじまつり。 

・できないと思うけど、「お泊まり

会」みたいなものをやってほしい

です。 

・なわとび大会。 

・庭の方のスペースを少し広くし

てほしい。 

・ぬり絵を増やしてほしい。 

・バザーのようないらなくなった

ものをお金で買ったりするイベン

ト。 

・花火。 

・花札。 

・バレーボール。 

・ハロウィーンの時におかしを配

ってほしい。 

・秘密基地。(2) 

・百人一首。 

・風船。 

・フーバト大会。 

・ブロックピラミッド。 

・ブンブンゴマ。 

・ペパピポの種類を増やして欲し

い。 

・勉強スペースがほしいです。 

・ボールで復活。 

・本館にあるドラえもんを増やし

てほしい。 

・本館の人といっしょにお店をや

りたい。 

・本の種類を増やして欲しい。(4) 

・すごろく。 

・マジックショー。 

・マンガを増やして欲しい。 

・みんなでお宝探しなど。みんな

であそべるあそびだと友情が深ま

る。 

・むかしあそび。 

・村探検。 

・野球。(2) 

・ヨーヨー。 

・もっとボンクラーズショーをや

ってほしい。(3) 
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≪5 年生のみ回答≫ 

◎2020 年 10 月 1 日から、土曜日のみ、小学生から高校生まで来館できる自由来館が再開しました。来館す

るためには、「自由来館利用者カード」や「自由来館利用確認兼同意書」が必要になります。自由来館が再開し

たことや、自由来館利用者カードについて、どう思いますか？ 

・（賛成）児童館なら雨でも雪でも行けるし、いつも

は、高校生の人たち遊ぶ機会はあまりないので良いと

思います。 

・（反対）コロナ禍だし、人がたくさん来てしまうと、

密になってクラスターが起こってしまうかもしれな

いので少し不安です。 

・？ 

・あまり忙しくて行けないかもしれないけれど、ひま

なときに、行きやすいと思います。 

・あんまり意味ない（カードは）。 

・みんなが来館できるのは、いい案だと思います。 

・良いと思う。(25) 

・いいと思うけれどどうやったらいいのか分からなく

なるのでは？ 

・行ってないからわからない。 

・今コロナウイルスでとてもよい。 

・いらないと思う。(2) 

・いろんな人との交流が増えるからいいと思う。 

・うれしい。(2) 

・カードあってもいいと思う。 

・カードが必要だから遊びに行きにくい。 

・カードをなくしたら来館できなくなる。便利かも 

・コロナの中できてすごいなと思いました。 

・コロナは大変だけど、自由来館が再開してうれし

い！ 

・自由来館が再開してくれてうれしいです！ 

・再開はいいけど、名簿があるからカードいらないと

思う。 

・自由来館ができるようになったことはいいと思いま

す。 

・自由来館はたのしかったからいいと思う。 

・少しめんどうくさい。(3) 

・そのカードは持っている人しか入れないので少し反

対です。 

・それなら普通に入らせた方がいいと思います。 

・そんなに堅苦しいことをしなくていいと思います。 

・対策もきちんとしていればいいと思う。 

・とてもいいことじゃない。 

・とても良いと思う。(2) 

・自分は 1 年生の時くらいと、イベントのお泊まり会

に行ったくらいだからまた行きたい。 

・ない方がみんな入れて良いと思います。 

・なくしたときにどうするか。 

・なにも思わない。 

・なんとも思わない。 

・久しぶりに会うとうれしくなったりするからいい。 

・前に戻ってきたのでよかったと思いました。 

・みんながきてくれると思う。 

・もう少し簡単に来館できるといいと思います。 

・やったことがないからわからない。 

・やったほうがいいと思う。カードも必要だと思う。 

・わかりやすいためいいと思う。

 

★児童館への希望欄では「○○大会」といった催しを望む声が多かった。本を増やして欲しいという要望や、お

まつりのお店の希望もいくつか挙がっていた。 

★5 年生のみにした『自由来館利用者カード』『自由来館利用確認兼同意書』についての質問に関しては、賛否

が分かれた。自由来館再開については喜びの声が多数だったが、カードや同意書については煩わしさや失くした

ときの不安、必要性等を問う意見がいくつか出た。 
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◎榴岡児童館の児童館まつり・こどもまつりは、自分の考えを出して「おまつり」を計画する子どもスタッフを

募集し、子どもが自分たちで「おまつり」の中身を考えます。今年の子どもまつりは、新型コロナウイルス感染

防止のため、2 月にスタッフ会ができなくなりましたが、10 月から再開し、３密を回避しつつ、子どもスタッ

フたちが話し合いを重ねて、12 月に開催することができました。それについて、どう思いますか？意見や思っ

た事を教えてください。 

・「予防対策しながらでも開催できて良かったですね」

と思った。 

・10 月にやるイベントが 12 月になって悲しい。 

・12 月に開催したこと、話し合いはよかったと思う。 

・12 月にまた開催できて良かったと思います。 

・12 月もう冬だからいつ、コロナの感染が増えるか

わからないから 9 月～10 月にしてほしい。 

・2 月にスタッフ会ができなくて残念だと思った。 

・3 密に気をつけながらがんばってほしい。 

・3 密を回避しつつ、おまつりを開催したのはよかっ

たと思います。退屈だった人は楽しめたと思います。 

・3 密を回避してやれば、スタッフ会はやっていい。

でもコロナが心配。 

・3 密を回避しつつ、話し合いをして開催するのは良

いと思います。 

・3 密を回避して、12 月に開催できたのはすごいと

思う。みんなが楽しくできるなら、もう一度やっても

いいと思う。 

・3 密を回避しているので良いと思う。(2) 

・3 密を回避しててもやっぱりこういう状況だし、あ

ぶないと思う。 

・3 密を回避しながらできるのが良いと思った。 

・3 密をどうやって回避するのですか。 

・OK 

・あぶないからやめた方がいいと思います。（コロナ） 

・マスクを外す子がいるかも。小さい子など。 

・あまりよくないと思う。(3) 

・いいえ。理由は、コロナにもしかかっていたら感染

するから。 

・コロナの対策はした方が良い！ 

・もし開催したら行きたいです。楽しみにしています。 

・再開してくれてうれしいです。子スタができなくな

って、おまつり大丈夫か心配でした！ 

・良いと思う。(39) 

・三密を回避しているなら大丈夫だと思う。 

・行ってないからわからない。 

・いつもは何月ぐらいにしていたのか。 

・いろんな意見を出しあって色々と準備をしてきて、

やっと子どもまつりが開催できてうれしかった。 

・うれしいです。 

・おばけやしきが怖かった。 

・おまつりに期待する。 

・思いつきませんでした。 

・おもしろそう（考えることが）。 

・オンラインがいいと思う。(3) 

・開催できてうれしかった。 

・開催できてよかったと思う。(2) 

・開催できるのはいいと思います。地域の行事なので

みんな楽しみにしていることだと思うし、自分もやっ

てみたいので。 

・会でどうやって 3 密を回避したのか。 

・換気や距離をとりながらだったら良いと思う。 

・感染防止に努めてやっているのがいいと思った。 

・がんばったんだと思いました。 

・協力をしていていいと思う。 

・気をつけてやったからいいと思う。 

・今年は、コロナウイルスだけど、12 月に開催する

ことができてよかった。 

・今年は、コロナウィルスだけど１２月に開催される

のが嬉しいです。 

・今年はコロナだし、3 密を回避しても感染してしま

わないかが心配です。 

・子どもスタッフは頑張って１２月におまつりを開催

してすごいと思った。 

・子どもだけでできるなんてすばらしいと思った。 

・ぜひ行きたいです。 

・子どもたちが自分で企画して実行していてすごいと

思った。(2) 

・子どもで計画し実行すれば社会に出た後でもよい経

験になるのでよいと思います。 
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・子供の発想力が伸びたり、計画を立てられるように

なると、将来のためにもいいと思う。 

・子どもまつりが再開できてよかった。 

・こどもまつりできなくて残念。 

・こどもまつりをできてすごくよかったです。 

・子どもまつりをやれてよかったと思う。 

・コロナウイルスを避けて、こどもまつりを開催する

ことができたので、いいと思う。 

・コロナウイルスを防止しながらも、ちゃんと開催で

きるのは、すごいと思いました。 

・コロナがあって学校が遅くはじまって忙しかった。 

・コロナが出てるのに安全。 

・コロナがなかったらもっと早くできてた。 

・コロナがなかったらよかったのに。 

・コロナ対策をしっかりして行うのなら、いいと思い

ます。(4) 

・コロナだから、やんないほうがいい。 

・コロナで大変なのにいろいろと考えてすごいと思い

ました。 

・コロナで何もできなかったけど、友達が楽しかった

と言っていたからよかった。 

・コロナでも開催できるのはすごい！！ 

・コロナなので 3 密を回避して「おまつり」をするの

はいいと思います。 

・コロナなのにがんばって話し合いや準備をしていて

すごい。 

・コロナに感染するかもしれないからなるべくやらな

い方がいいと思う。 

・コロナのことを考えていて良いと思う。(2) 

・コロナのせいで、いろいろできなくなったりしてる

から、できたのはいいと思います。 

・コロナの中でできなくなったのに、あきらめないで

やったかいがあってすごいなと思いました。 

・コロナの中でも、密をよけて、またできたのは、よ

かったと思いました。 

・賛成です。その時には、コロナはどうなっているの

か分からない…。コロナが少しは終息してたら、やっ

てみたいです！ 

・しっかり換気や密にならなければよい。 

・しっかり予防しているのなら、良いと思います！ 

・自分達だけでやっていて良いと思った。 

・自分たちで考えて実際にやるのがいいと思いました。 

・自分たちで考えてつくることのできることはいいと

思います。自分もやってみたいです。子どもスタッフ

になれるのがいいです。 

・自分達で進んでお祭りを作る（中身）のはとても良

いと思う。 

・新型コロナウイルスがあって残念。 

・新型コロナウイルス感染防止をしながら、楽しく開

催できたなら良かったと思います。 

・すごいと思う。(10) 

・スタッフ会やまたおまつりをするのは楽しいので、

よかったです。 

・積極的にできてよいと思う。 

・その意見には賛成です。 

・その子どもスタッフの人の努力で開催できたので、

その人たちはすごいなと思いました。 

・大変喜ばしいことだと思う。 

・たのしいと思います。 

・楽しみだけど、コロナだから、３密を、しっかり、

守りたいと思います。 

・楽しみだけど感染防止を防ぎたい。 

・楽しむことも大事だけど、その遊びをして何がなる

か、協力とか信頼そういうものを考えた方がいいと思

う。 

・ちゃんとコロナ対策をしていいと思いました。 

・続けて欲しいと思います。(2) 

・低学年に人気だし人も増えるからいいと思います。 

・できてよかったと思いました。 

・とっても楽しみだけどコロナだから密をしっかり守

りたいと思います。 

・とても良いと思います。(6) 

・行ってないのでどのように開催したか見たいです。 

・大人が考えるより子どもがしたいことをできるから

です。 

・コロナでみんな心が落ち込んでるだろうし…とても

いいことだと思います。 

・努力できる人、できない人関係なく、楽しんでイベ

ントを作り上げるのはいいと思う。 

・なにも思わない。(5) 
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・離れる。マスクを絶対する。 

・久しぶりにまつりができて楽しかったんじゃないか

なと思いました。 

・別にいいと思う。 

・僕は、興味がないです。 

・みなさんの考えが重ねて、みなさんが楽しくなって

いれば、大丈夫だと思います。 

・みんなが楽しめる行事だと思うので、いいと思いま

すが、コロナがとても心配です。 

・もう少し落ち着いてからの方がいいと思う。 

・もうちょっとした方がいいと思う。 

・もうちょっと足した方が良い。 

・もっとやってほしい。 

・やめているのでわかりません。 

・やらない。 

・やらないほうがいいと思います。 

・やれるんだったらやる！ 

・コロナで落ち込んでいる人などが元気になったと思

う。 

・分からない。 

・私は子スタなのでわかりません。 

・私は子どもスタッフなので、回答が難しいです。 

 

◎児童館まつり・こどもまつりで「子どもスタッフ」をやってみたいと思いますか？ 

やってみたい やりたいけど忙しい やりたくない 

42 74 119 

 

★コロナウイルスに対する不安の声を聴くことができた。『こどもまつり』については、対策をしているのなら

ば良いという意見が多かった。中には、やれるのならばスタッフをやりたいという声もあった。 

★選択式の質問では、『子どもスタッフ』をやりたい・なりたくないは、おおよそ半数ずつであった。 

 

 

≪児童クラブのみ回答≫ 

◎新型コロナウイルスが流行って学校が休みになってから、心配になったことはなんですか？ 

勉強のこと 友だちのこと 学校のこと 家族のこと 自分のこと その他 

27 59 34 48 35 8 

〇その他内容 

・命のこと 

・お金 

・地震 

・吹奏楽 

・おじいちゃんおばあちゃん 

・世界のこと 

・地域のひと 

・みんなのこと 

 

≪5 年生のみ回答≫ 

◎新型コロナウイルスの影響で学校が休校中（2020 年 3 月～5 月）、嬉しかったことや嫌だったことはありま

すか？ 

 

〇嬉しかったこと 

・4 年生でできなかった勉強の復

習。 

・YouTube がたくさん見れた。 

・朝ゆっくり起きれたこと。 

・遊ぶことができた。 

・新しい発見があったこと。 

・あつ森。 

・家で好きなことができること。 

・家でできなかったことができる

ようになったこと。家の中ならほ

とんど自由だから。 

・家でのんびりできたこと。 
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・家でやりたかったことができた。 

・家での時間が増えて、休みが増

えたこと。 

・家でゆっくり疲れがとれたこと。

(6) 

・家の人の手伝いができた。 

・いっぱいほめられたこと。 

・いろんな遊びができて楽しかっ

た。 

・運動などができた。 

・多く休みがとれた。 

・お父さんといっしょにあそべ

た！ 

・弟の誕生日を祝った。 

・お姉ちゃんと前より仲良しにな

った。 

・家族で過ごす時間が長くなった。 

・家族と一緒に遊べたこと。 

・家族といる時間が増えた。(3) 

・家族といろいろ話せたこと。(2) 

・家族と交流する機会が増えた。 

・学校がなくて気が楽。 

・学校が休みだった♪ 

・学校が休みでいつもしていない

ことができたから。 

・学校に行かなかった。 

・カマキリが成長したこと。 

・休校になってあそびまくりで楽

しかった。 

・ゲームがたくさん出来た。(26) 

・ゲームをたくさん買ってもらっ

たこと。 

・公園で友達と遊べた。 

・ごろんってしたこと。 

・サッカーが上手になった。 

・サッカーの練習がいっぱい出来

る。 

・宿題がすぐ終わった。 

・宿題が少なかったこと。(3) 

・正直言って…学校が休めてうれ

しかった！！ 

・睡眠を多くとれる。 

・好きなごはんを食べれたこと。 

・少しの間だけ体を休めることが

できた。 

・ずっと家にいられて楽しかった。 

・精神的に弱っていたので、休校

になって少し落ち着けたこと。 

・たくさん遊べた。 

・たくさん寝られる。(3) 

・たくさん本を読んだ。 

・たまたま、外出できること。 

・溜まっていた勉強ができた。 

・だらだらできた。 

・疲れが取れた。(3) 

・次の学年に上がる心構えの時間

が増えたこと。 

・榴岡公園で遊べたこと。 

・テレビのスペシャル番組が一挙

放送された。 

・テレビをたくさん見れたこと。 

・友達と公園で遊べた。 

・友達とたくさん公園で遊んだ。 

・ともだちとビデオ通話をした。 

・習い事も少ない。 

・ニンテンドースイッチが買えた。 

・寝る時間が増えたこと。 

・一人の時間が増えたこと。 

・普段やれないこと（家で）がで

きた。 

・勉強する期間が増えたから。 

・勉強の時間がたくさん増えたこ

と。 

・勉強の予習ができたこと。 

・毎日休みでたまに遊びに行って、

映画見たりできたから。 

・みんなとゲームをした（オンラ

インで）。 

・野球の練習がいっぱいできた。 

・休みがたくさんあったこと。(16) 

・休みを利用し少し釣りに行けた

こと。 

・休める時間や遊ぶ時間が増えた。 

・やってみたかったものをできた。 

・ゆっくりする時間が増えた。 

 

〇嫌だったこと 

・遊べない。 

・あまり外に行けなかった。 

・あまり友達と会えなかった。 

・家の人とよくケンカした。 

・家ばかりで楽しくなかった。 

・いつ感染するか分からない恐怖

が襲った。 

・イベント（祭りなど）がほぼ中

止された(2)。 

・運動ができなかった。 

・お母さんが倒れた。 

・同じクラスになった友達に会え

ない。 

・親に「外に出てはダメ（コロナ）」

と言われて暇だった…。 

・外出自粛があること。 

・学校に行けなかったこと。(5) 

・学校の行事やクラスの人たちと

遊ぶ機会がなくなってしまったこ

と。 

・学校のみんなに会えないこと。 

・学校を転校したこと。 

・カマキリが一匹死んでしまった

こと。 

・給食も食べれない。 

・コロナウィルスがあったこと。

(2) 
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・コロナで外出も出来なくて一つ

としていいことがありませんでし

た。 

・コロナで普通と違くなったこと。 

・三密を回避しなければならない。 

・児童館まつりなどがなくなって、

スタッフ会ができなかったこと。 

・授業が遅れる。 

・宿題。(3) 

・視力が悪くなった。 

・少し太った。 

・少しみんなと遊べなくて、ヒマ

だった。 

・少しやることがなくなる。 

・ずっと家にいて疲れた。 

・する事が少ない。 

・制限が厳しい。 

・外で遊べない。(3) 

・外に出られないこと。(4) 

・外に出られないのに休みだけ続

き夏休みが減ったこと。 

・外の空気を感じられなかった。 

・どこにも行けなかった。(4) 

・友達と会えないこと。(45) 

・友達と遊べなかった。(7) 

・友達と喋ることができなかった。

(4) 

・姉に殴られたり暴力を振るわれ

た。 

・人に会えない。 

・ひまだったこと。(23) 

・プールに行けない。 

・勉強が遅れる。 

・勉強になかなかついていけない。 

・毎日家にいた。 

・マスクに慣れなくて変な感覚だ

った。 

・目が悪くなる。 

・野球の試合ができなかった。 

・休みが長かったこと。 

・やることがあんまりない。 

・来館できないこと。 

・旅行に行けなかった。(2) 

 

◎学校が休校中（2020 年 3 月～5 月）、どんなことをして過ごしていましたか？ 

 

 

★思わぬ休校により、不安なことも多いようだった。家でゆっくり過ごせたことや家族との時間が長くなったこ

とが良かったと感じた人もいたようだ。一方で、外に出られないことや友人と会えないことが苦痛となっていた

ようだ。 

★電子機器を使用しての過ごし方が多かった。 

 

◎新型コロナウイルスによる休校が終わり、6 月から新学期が始まりました。学校が始まったことでうれしかっ

たことやいやだったことはありますか？ 

 

〇嬉しかったこと 

・遊べた。 

・新しいクラスで勉強できること。 

・新しい先生、友達、ずっと会え

てなかった友達に会えたこと。 

・新しい友達が出来たこと。(8) 

・いっぱい遊べた。 

・妹ちゃんが走れるようになった。 

・英検に受かったこと（5,4 級）。 

・おじいちゃん、おばあちゃんの

家に行けた。 

・思い出。 

・おもしろい。 

・同じクラスの友達や先生に会え

たこと。 

・解放感があった。 

・かけ算。 

・家族と遊べたこと。 

・学校が始まったこと。(20) 

・学校で友達と会えないから。 

・観覧車に乗るのがすごくうれし

いです。 

・九九ができた。 

・去年までなかったイベントをや

った（例：つつじ TV）。 

・クラスの人とお話したりできる。 

・ゲームがいっぱいできたこと。

(3) 

・児童館で遊べたこと。 

・児童館は初めてだったけどみん

な友達になってくれたこと。 

・職員新メンバー。 

・少しうれしい！ 

・先生が優しかった。(2) 



【小学生対象】 

13 

・外遊びや友達に会えてうれしか

った。 

・外で遊べる（校庭）。(2) 

・外に出れるようになったこと。

(6) 

・楽しい。 

・誕生日が来たこと。 

・誕生日プレゼントをもらった。 

・とても家にこもり気味の日から

ようやく解放されたこと。 

・友達がいっぱいできた。(7) 

・友達がコロナウィルスにかかっ

ていなくてよかったです。 

・友達が大丈夫だったこと。 

・友だちと遊べた。(10) 

・友達とおんなじクラスでうれし

かった。 

・友達とけんかをしないで、仲良

くできたこと。 

・友達と仲良くなれたこと。 

・友だちと話せたこと。 

・友達に会えたこと。(94) 

・友達になってくれる人がいてう

れしかった。 

・話すことができた。 

・早く学校に入学できたから。 

・引っ越したこと。 

・人と会うことができた。 

・ひまがなくなったこと。(3) 

・無事に 2 年生に上がれて嬉しい

です。 

・勉強ができたこと。(5) 

・本。 

・またいっぱい呼吸やしゃべった

りすること。 

・みんなが元気でよかった。 

・みんなと会えた。(14) 

・休みが増えた。 

・感染が減ってきた。 

・給食を食べたこと。(3)

 

〇嫌だったこと 

・6 月までやっていない勉強がた

くさんあったこと。 

・朝が早い。 

・遊ぶ時間が減ったこと。 

・あまりそとにいけない。 

・あまり寝れない。 

・いきたくなかったと思う。 

・嫌な人が増えた。 

・いろいろな行事がなくなる。 

・いろんな人がコロナにかかって

しまったこと。 

・海。 

・うわさ話が増えた。 

・おうち時間が減ったこと。 

・鬼ごっこができない。(2) 

・家族。 

・学校が行きたくなかったこと。 

・学校が再開したこと。(17) 

・行事がなくなったこと。(3) 

・ゲームをする時間が減った。(3) 

・ケンカしてしまった。(3) 

・こちょこちょなどされるから。 

・コロナが流行ったこと。(2) 

・コロナがまだ続いたこと。 

・コロナの心配。 

・コロナのバカァ！ 

・魚釣り。 

・しっかり頭に叩き込めない。 

・授業が少し例年よりも遅れたこ

と。 

・授業の進み具合が速いこと。(3) 

・宿題。(9) 

・受験。 

・好きな時間にごはんを食べれな

い。 

・すぐ忙しくなった。 

・ずっとマスクをつけていなけれ

ばならない。(12) 

・先生が赤ちゃんを産んで先生が

代わったこと。 

・先生が別のクラスにいっちゃっ

たこと。 

・ソーシャルディスタンス。 

・体力が減ったため、疲れるよう

になった。 

・だらだらできなくなった。 

・ちょっと怖かった。 

・疲れた。(5) 

・つなひきができなくなったこと。 

・手洗いうがいをこまめにしない

といけない。 

・友達がしばらくの間できなかっ

たこと。 

・友達が私のことがいやっていっ

たことがいやです。 

・友達と会えない。 

・友達と思うように遊べない。 

・友達と話せない事。(4) 

・夏休みが少なくなった。 

・なんかいやなことをされていや

だった。 

・寝る時間が減ったこと。 

・早起き。(2) 

・久しぶりで授業がしんどかった。 

・ひっこした（自分が）。 

・プールの授業がなかった。学芸

会がなかった。 

・勉強。(8) 

・勉強が遅れたこと。(2) 

・勉強の量が多い。 

・毎日早寝早起きができるか心配

だった。 
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・前のきらいな友達と同じクラス

だったこと。 

・マスクで友達の顔見れない。 

・マスクをしたこと。 

・みんなと距離をいっぱい保つと

いう事。 

・みんなマスクをしている。 

・休みが終わること。(4) 

・休みが少なくなったこと。 

・やっぱり授業は嫌だった。

 

◎学校が再開後（2020 年 6 月～）、放課後や休みの日は何をしていますか？ 

どこで だれと 何を 

アウトレット 母 買い物 

家 

 

 

 

 

 

３人 ドラマをみる 

４人 ゲーム 

姉 ゲーム 

いとこ 遊ぶ 

妹 宿題 

   絵を描く 

 
  ゲーム 

弟 遊ぶ 

   ゲーム 

   だらだら 

 
  テレビ 

母 ピアノ 

   手伝い 

   料理 

    YouTube 

  
  ドラマ 

家族 遊ぶ 

   いろいろ 

   ゲーム 

   ご飯を食べる 

   宿題 

   テレビ 

   のんびり 

 
  

  

ピアノ 

昼寝 

 
  勉強 

父 でかける 

 

 
  ゲーム 
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どこで だれと 何を 

 

  ゴロゴロ 

遠くの友達 ゲーム 

友達 YouTube 

   遊ぶ 

   オンラインゲーム 

 
  ゲーム 

ひとり YouTube 

   遊ぶ 

   家 

   絵を描く 

   オンラインゲーム 

   機械修理 

   ゲーム 

   ゴロゴロ 

   宿題 

   スマホ 

   掃除 

   チャレンジタッチ 

   テレビ 

   読書 

   縄跳び 

   パソコン 

   昼寝 

    勉強 

  
  ゆっくり 

- 読書 

イオン 友達 メザスタ 

色々 家族 買い物 

いろいろなグラウンド 少年野球の人 野球 

生協 家族 買い物 

海 家族 釣り 

お店 家族 買い物 

    出かける 

帰り ある人 話 

学校 

 

 

 

クラスの人 吹奏楽の練習 

先生 楽器の練習 

団員 合奏 

友達 遊び 
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どこで だれと 何を 

    おにごっこ 

    楽器の練習 

    吹奏楽の練習 

    縄跳び 

    話す 

    放課後遊び 

  

 

  ボールあそび 

ひとり 居残り 

野球部の人 野球 

- 宿題 

教室 

 

先生 リコーダー 

友達 遊ぶ 

    あやとり 

    お絵かき 

    お喋り 

    けしピン 

    雑談 

    ジョギ戦 

    人狼 

  

 

  宿題 

みんな 折り紙 

近所 父 ポケモン GO 

クラス 係の人 係をする 

車 家族 でかける 

公園 

 

 

 

 

 

 

 

姉 

  

 

遊ぶ 

運動 

鉄棒 

妹 おにごっこ 

弟 運動 

弟と妹 鬼ごっこ 

家族 遊ぶ 

    運動 

    スケボ 

  

  

  

  

縄跳び 

バーベキュー 

    バドミントン 

    野球 
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どこで だれと 何を 

  

 

 

  ラジコン 

父 サッカー 

友達 遊ぶ 

    運動 

    おにごっこ 

    お話 

    野球 

 

 
 

ドッジボール 

みんな 遊ぶ 

校庭 

  

 

  

  

  

  

  

  

クラスの人 隠れおに 

  ドッチボール 

少年野球の人 野球 

友達 遊ぶ 

  おにごっこ 

  かくれんぼ 

  鉄棒 

  ドッジボール 

  話す 

  ブランコ 

    ボール遊び 

  

 

 

  ランニング 

ひとり 遊んでいる 

部員 野球 

みんな 遊ぶ 

廊下 友達 喋る 

児童館 職員 紙人形 

自分の部屋 ひとり 宿題 

    グッズ鑑賞 

    絵を描く 

    勉強 

塾 

 

 

ひとり 勉強 

先生 勉強 

みんな 勉強 

書道 先生 お稽古 

水族館 友達 釣り 

スイミング スイミングの友達 泳ぐ 

スーパー 家族 でかける 

    買い物 
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どこで だれと 何を 

  お母さん 買い物 

スキー場 友達 スキー 

  家族 スノボ 

スタジオ 友達 バレエ 

世界 友達 バトル 

仙台駅 いとこ お出かけ 

外 

 

弟と父 鬼ごっこ 

家族 飲食 

    お出かけ 

    買い物 

  

 

 

 

 

  買い物 

クラスの人 長縄 

鶴巻の人 野球 

父 バドミントン 

友達 遊ぶ 

    おにごっこ 

    ブランコ 

  

 

  ボール遊び 

ひとり ゲーム 

    自転車 

    素振り 

祖母の家 家族 遊ぶ 

体操 体操に来ている人 習い事 

台所 ママ お菓子作り 

ダンロップ ダンス教室のみんな ダンス 

榴岡公園 みんな 陸上 

鶴ケ谷で 母と ご飯を食べる 

出かけるところ 家族 旅行に行く 

デパート 家族 お買いもの 

東六小 サッカーの人 サッカーの練習 

どこか 家族 買い物 

図書室 ひとり 本を借りる 

どっか 家族 遊ぶ 

友達 弟 宿題 

友達の家 友達 遊ぶ 

- - ゲーム 

中 友達 遊ぶ 

    話す 
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どこで だれと 何を 

習い事の教室 先生 レッスン 

習い事の場所 習い事の友達 習い事 

ハードオフ お父さん 買い物 

バレエ 友達 踊る 

ピアノ教室 親 レッスン 

  先生 レッスン 

- ひとり 宿題 

昼休み 友達 喋る 

プール 友達 練習 

放課後 友達 遊ぶ 

    外で遊ぶ 

ホテル 家族 ゲーム 

街 家族 買い物 

マンションの一階 友達 バスケ 

店 家族 買い物 

みんな 勉強 家 

野球 コーチ プレー 

  友達 プレー 

  監督 プレー 

休み時間 友達 校庭遊び 

休みの日 ひとり テレビ 

リンク チームメイト アイスホッケー 

- - コロナが心配 

 

 

 

◎今、なにか心配していることや困っていることはありますか？ 

・３年生になってしっかりできるか心配。(2) 

・いやなことを友だちにしたりされたりしていないか。 

・大きい厚紙がない。 

・大きい地震が来るか。 

・コロナにかかることが心配です。(8) 

・先生が赤ちゃんを産んでいるか心配。 

・友達にいじわるされる。 

・マスクを外したい。 

・宮城でコロナがはやったら、友達に会えなくなるか

ら心配。 

・いつまでこの生活が続くのか…。(2) 

・おにごっこはタッチをするからあまりなくしてほし

い。 

・心配なこと。(2) 

★学校再開後うれしかったことでは、「友達に会えたこと」が非常に多かった。嫌だったことでは、感染症対策

により実施できなかったイベントがあったことやマスクの着用について不満の声があった。 

★放課後や休日の過ごし方では、圧倒的に屋外での活動が増えた。 
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・学校にはやさしい友達がいるけど、いやなことをし

てくる友達がいる。 

・コロナウイルス。(5) 

・コロナが終息するのかが不安。(4) 

・コロナがひどくなってしまって、児童館のおまつり

がなくなってしまう。 

・児童館内でのインフルエンザや風邪がうつらないよ

うに対策しているところはどんなところか児童館だ

よりに記載されていない。 

・吹奏楽が上手にできるか分かんない。 

・どのくらいこの制限は続くのか。 

・コロナで、今は宮城落ち着いてきてるけど、関東は

まだまだ何百人台とか、何百人台で、そっちの方にお

じいちゃんおばあちゃんが住んでいるから、かからな

いかは心配です。 

・コロナでまた臨時休校になってしまわないか。(5) 

・最近地震がきて、この一週間また来るかもだから不

安（2/16）。 

・算数が苦手。 

・地震が怖いです。勉強が追いつけない。 

・自分がちゃんと働けるか。 

 

 

◎今の気持ち、誰かに聞いてほしいこと、大人に伝えたいことはありますか？ 

・6 年生になって学校生活、吹奏楽でうまくリーダー

を務められるか心配です。 

・学校がとても楽しい。 

・学校に行くのが、いやなことをしてくる友達がいる

のが理由で行きたくない。 

・最近は楽しいので大丈夫です。 

・もう十分伝えてます。 

・もう少し優しくした方がいい。 

・ゲームがほしい（人生ゲームがほしい）。 

・コロナをなくしたい！！ 

・友達がうそつきで困ります。 

・友達から下ネタを言うのをやめてほしいようにして

ほしい。 

・友達にいじわるされること。 

・暴力、命令をやめてほしい。 

 

★新型コロナウイルスに対する不安は続いていて、このような制限のある生活に対する不安があった。 

★最近続いている地震に対する不安の声もあった。 

★大人に伝えたいことでは、友人関係に対する不安が多く挙がっていた。 
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令和 2年度 榴岡児童館アンケート集計結果『中学生・高校生』 

※東華中学校と宮城野中学校の 1 学年に協力して頂きました。               回答：386 名 

 

◎あなたのことを教えてください。 

東華中学校 1 学年 宮城野中学校 1 学年 

165 22１ 

 

 

◎これまで(コロナ禍以前)に榴岡児童館へ来たことがありますか？ 

 ある ない 

東華中学校 28 136 

宮城野中学校 51 163 

合計 79 299 

 

 

≪★来館したことがある方のみ回答≫ 

★◎どんな目的で来館しましたか？(複数回答可) 

 遊びに来た イベントに 

参加 

ボランティア 妹や弟の迎え 児童クラブに

登録していた 

その他 

東華中学校 13 17 2 9 8 0 

宮城野中学校 26 30 2 6 15 1 

合計 39 47 4 15 23 1 

〇その他内容 

・吹奏楽演奏 

 

 

★◎榴岡児童館の雰囲気や印象はどうでしたか？ 

 満足 やや満足 やや不満 不満 

東華中学校 17 8 1 1 

宮城野中学校 17 8 1 1 

合計 34 16 2 2 

 

 

★◎榴岡児童館のスタッフの雰囲気や対応はどうでしたか？ 

 満足 やや満足 やや不満 不満 

東華中学校 21 2 3 0 

宮城野中学校 36 13 4 0 

合計 57 15 7 0 
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◎榴岡児童館で「あったらいいな」「こんなことしてみたい」「こんなことしてほしい」「こんなものはある？」

など希望や疑問を教えてください。 

・遊び道具は何があるのか。(2) 

・生きものなどはいますか？イベントはありますか？ 

・いまどきの小説はありますか？ 

・インターネットは繋がっていますか？ 

・映画などみる場所はありますか？ 

・貸し切れるホールなどはある？ 

・児童館ではどんなコロナ対策をしていますか？ 

・小説はありますか？ 

・卓球できますか？ 

・テレビはありますか？ 

・どういうものがあるのか。(3) 

・図書室はありますか？ 

・どのくらい自由なのか、静かなのか。 

・どのような遊び道具があるのか。 

・トランプがあるのか(2) 

・どんなイベントがあるのか(4) 

・何ができるのか。(2) 

・何のスポーツができる？ 

・のど自慢大会はありますか？ 

・ハート室やクローバー室にはなにがあるのか。 

・バスケットゴールがありますか？(2) 

・バレーボールができるくらいの天井の高さはあるか。 

・ピアノは自由につかえますか？ 

・広い公園に遊びにいけますか？ 

・広い庭はあるのですか？ 

・広い広場があるか知りたい。 

・本が少ない。 

・本を読むことのできる所はあるか気になります。 

・マンガで、「鬼滅の刃」はありますか？ 

・優しい先生はいますか？ 

・３D プリンターとそのための PC。 

・遊べる種類が多い。 

・いったことがないので分からない。(4) 

・イベントでゲームなどをして楽しみたい。 

・色々なイベントがあったらいい。(2) 

・いろいろなまんががあったらいいな。 

・ウォーターサーバーなど飲み物のサービス。(2) 

・おちつける場所で勉強したい。 

・お年玉キャンペーン。 

・お祭りがあると良い。（4） 

・図書室に行きたい。 

・おもしろい本。 

・過去のテスト問題をいんさつして置いてほしい。 

・ゲーム、バドミントンのコート。 

・自習室はありますか。 

・児童館で鬼ごっこ。 

・塾のような自習スペースがほしい。 

・将棋はありますか？色々な本はありますか？ 

・小説があったらいい。 

・植物を植える。 

・シンガポール合宿。 

・人工芝だったら良いなぁ～天然芝でもいいけど。 

・人生ゲームがあるか。 

・スイカ割り。 

・スポーツができる広いスペースがほしいです。 

・スポーツ教室。 

・清潔感がほしい。 

・外で遊べるところ。 

・だいたいそろってると思います。 

・卓球ができる場所。 

・卓球台があるので希望はないです。 

・楽しいイベント。 

・楽しいお祭りなどしてほしい。 

・ダンス、文化祭的な。 

・中学校でイベントする。 

・榴岡児童館についてもっと知りたいです。 

・榴岡小学校吹奏楽団の演奏。 

・ディアボロ。 

・テレビ。(2) 

・テレビゲーム。 

・図書室で本や漫画を読みたい。 

・ドッチボール。 

・友達と遊びたい。 

・友達とあそびにいってみたい。 

・友達と参加できるものがあればよいと思う。 

・友達と外ではできない遊びをしたい。 
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・バザーがあると良い。(3) 

・バスケットゴールがあったら良い。 

・バドミントンがしたい。 

・人と遊びたい。 

・人と安心してふれあえるところ。 

・部活ごとの合宿。 

・噴水。 

・勉強ができる広いスペースがあると良い。(2) 

・勉強部屋がほしい（個室）。 

・勉強をしたいです。 

・ボードゲームをしてみたい。(2) 

・本を読みたい。(2) 

・待ち時間などに本が読めるようになってほしい。 

・まんがや本を置いてほしい。(2) 

・まんがや本をたくさん置いて欲しい。(4) 

・ミニ運動会。 

・もう少し座れる席があったらいいなーと思います。 

・もちつきをしてみたい。(2) 

・ものづくりなどの体験教室をやってみたい。 

・野球がしたい。 

・野球できたらよい。(3) 

・料理教室。 

・ロシア語についてやロシアの旅行についての本。 

・現金つかみ取り。(2) 

・どんな本があるのか、どれくらいあるのか知りたい。(3) 

・どういうことをしているかなどのプリントをくばってほしい。 

・クローバー室は学習室として使うのも OK となっていますが、どのような環境ですか？（机、いす、小学生の

声など） 

・コロナについての学習教室→今後どのような対策が必要か不要不急の外出についてなど。 

・中学生も利用していいのか。榴岡小学校ではない人も利用していいのか。 

・榴岡児童館はどのくらい広いか、図書室のようなところはあるかが疑問に感じました。 

・どれくらいの人数の人がきているのか、どのような雰囲気なのか。 

・ボードゲームや本はあるのか。勉強もできるような机や軽い問題集のようなものがあったらいいなと思う。 

・おかしなどをイベントのごほうび的なものにしてほしい。 

・思い切り遊べる場所と集中して勉強などができる場所がほしい。 

・児童たちの絵の展示会などがあったらいいと思います。 

・小学校から高校生までの人たちでビンゴ大会をしてみたいです。 

・先生達がしっかり子供のことを見て、ケガをする子どもの数を一人でも減らしてほしい。 

・誰でも気軽に入れるイメージがあまり榴小時代になかったから、誰でも入れる感じがほしい。 

・中学生でも遊べるようなスペース、勉強できる場所など… 

・榴岡小学校吹奏楽団を卒団した者です。これからも吹奏楽団のミニコンサートを開いてほしいです。 

・榴岡の人たちと交流する機会があったらいいなと思います。 

・もう少し雰囲気をよくして、あいさつなど増えたらいいなって思う。 

 

★昨年度よりも、榴岡児童館に来館したことがあるという意見が多く寄せられた。児童クラブ OB・OG も増え

てきている印象を受ける。 

★児童館で何ができるかについての疑問は多く、どんな本や遊びができるのか、どんな取り組みをしているのか

といった質問がある中で、学習ができる勉強スペースといった、児童館を学習の場として利用したいという意見

も多くあった。 
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◎榴岡児童館ではコロナ禍になる以前、『中学生合宿』という児童館に泊まるイベントを行ってきました。 

 

〇知っていましたか？ 

 知っていた 知らなかった 

東華中学校 3 162 

宮城野中学校 9 209 

合計 12 371 

 

〇参加してみたいと思いますか？ 

 参加してみたい 参加してみたいが忙しい 参加したくない 

東華中学校 13 69 75 

宮城野中学校 17 69 123 

合計 30 138 198 

 

 

◎児童館では、おまつりや季節のイベントの時などに中高生ボランティアをお願いしてきました。児童館のイベ

ントにボランティアとして参加してみたいと思いますか？ 

 参加してみたい 参加してみたいが忙しい 参加したくない 

東華中学校 29 63 72 

宮城野中学校 17 75 123 

合計 46 138 195 

 

★中学生合宿への認知度は低い。合宿やイベントへの参加意欲は半々といった結果が出た。参加したいと意欲を

示す意見もほとんどが「忙しい」と回答しており、コロナ禍でも中高生は変わらず忙しい日々を送っていること

が伺える。 

 

 

◎新型コロナウイルスにおける休校期間中(2020年 3月～5月)と学校再開後(6月～)の過ごし方について教え

てください。 

〇休校中 

どこで だれと 何を 

家 ４人 遊ぶ 

兄 ゲーム 

   バレー 

 
  勉強 

姉 勉強 

   ケンカ 

 
  絵を描く 

いとこ 勉強 



【中学生・高校生対象】 

25 

どこで だれと 何を 

家 いとこ ゲーム 

犬 中学の予習 

妹 昼寝 

   あそび 

   絵を描く 

 

  ゲーム 

妹、弟 勉強 

弟 ふうせんバレー 

   トランプ 

   ゲーム 

 
  テレビ 

親 テレビ 

   ひきこもってた 

   お菓子作り 

 

  勉強 

オンライン ゲーム 

家族 遊ぶ 

   いた 

   いろいろ 

   運動 

   カードゲーム 

   解除されるのを待っていた 

   課題、遊び 

   カラオケ 

   ゲーム 

   工作 

   こもっていた 

   ごろごろ 

   静かにしていた 

   人生ゲーム 

   過ごす 

   誕生日パーティー 

   テレビ 

   動画 

   読書 

   のんびり 

   パン作り 

   普通に過ごす 
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どこで だれと 何を 

家 家族 勉強 

    ボードゲーム 

    予習 

    ゆっくりしていた 

  

  料理 

感染しない家族 お菓子作り 

兄弟 ゲーム 

   ごろごろ 

 

  テニス 

自主練   

父 勉強 

父、姉 読書 

友達 LINE 

   遊ぶ 

   オンラインゲーム 

   会話 

   ゲーム 

   宿題 

   電話 

   電話をしながらゲーム 

   ビデオ通話 

   勉強 

 
  ボードゲーム 

母 LINE 

   宿題 

   お菓子作り 

   勉強 

   ねる 

   テレビ 

 
  お菓子作り 

ひとり DVD 

   YouTube 

   朝まで起きた 

   遊ぶ 

   アニメを見る 

   いた 

   インスタ 

   歌錬 
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どこで だれと 何を 

家 ひとり 運動 

    映画 

    絵を描く 

    お菓子作り 

    推しについて考えた 

    音楽鑑賞 

    家事 

    課題 

    学校へ行く準備 

    ギター 

    ゲーム 

    工作 

    ゴロゴロ 

    仕事 

    刺繍 

    自主勉強 

    宿題 

    塾の宿題 

    手芸や工作 

    スマホ 

    中学の勉強の予習 

    テレビ 

    動画 

    ドーナツを買って食べた 

    読書 

    トレーニング 

    ネット 

    寝る 

    ねんど工作 

    パソコン 

    ピアノ 

    勉強 

    まったり 

    マンガ 

    休む 

    ゆっくりしていた 

    料理 

家  - 軽い運動 
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どこで だれと 何を 

家  - 絵、マンガ、テレビ 

    ゲーム 

    読書 

    寝る 

    勉強 

家（オンライン） 14 人で 塾の勉強 

家周辺 家族 散歩 

ひとり 運動 

    ランニング 

いろいろ 家族 旅行 

飲食店 友達 食事 

海 

 

母親 釣り 

家族 サップ 

おばあちゃん家 祖父母 ゲーム 

    勉強 

お店 母親、友だち 買い物 

学校 友達 サッカー 

    遊ぶ 

近所 

近所 

兄弟 探検 

友達 散歩 

クラブ 先輩 テニス 

公園 ？ 運動 

相方 仕事 

いろいろ バスケ 

家族 キャッチボール 

   人混みの少ない場所に行く 

   野球 

   運動 

   ランニング 

   習い事 

 

  キャッチボール 

高校生 鬼ごっこ 

友達 30 分くらい雑談 

    運動 

    鬼ごっこ 

    キャッチボール 

    サッカー 

    バスケットボール 



【中学生・高校生対象】 

29 

どこで だれと 何を 

公園 友達 フリスビー 

    野球 

    run をする 

    遊ぶ 

    運動 

    鬼ごっこ 

    会話 

    サッカー 

    走っていた 

  
  バドミントン 

ひとり 散歩 

市内 大体同業者 バス撮影 

塾 クラスのみんな 勉強 

先生 勉強 

ひとり 勉強 

友達 勉強 

生涯支援センター 友達 バドミントン 

しらかし台 友達 タピオカ 

親戚の家 親戚 あそび 

仙台 友達 あそび 

仙台駅 母 買い物 

仙台駅周辺 友達 買い物 

    遊ぶ 

外 父親 仙台を巡った 

友達 遊んだ 

ひとり ランニング 

家族 ラーメンを食べる 

   サッカー 

 

  走っていた 

兄弟 バドミントン 

父 キャッチボール 

友達 遊ぶ 

祖母の家 兄 勉強 

いとこ 遊ぶ 

ほぼひとり ゲーム 

    絵を描く 

体操クラブ 先輩、後輩 体操 

榴岡公園 ひとり サッカー 
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どこで だれと 何を 

榴岡公園 友達 バスケ 

    野球 

    ランニング 

図書館 兄弟 ロボットやアプリをつくる方法を調べる 

友達の家 友達 ゲーム 

庭 父親 運動 

妹 なわとび 

街 ひとり 散歩 

マンションの屋上 家族 14 階まで階段で行ってトレーニングした 

山 家族 散歩コースでランニング 

    キャンプ 

 

〇学校再開後 

どこで だれと 何を 

アニメイト 友達 グラッデでカフェ 

家 

 

相方 仕事 

兄 ディアボロ 

 

  ゲーム作り 

妹、弟 勉強 

家族 アニメ 

   映画 

   課題、遊び 

   ゲーム 

   テレビ 

   なるべく家にいるようになった 

 

  勉強 

三人 歌錬 

仕事仲間 仕事 

友達 LINE 

    遊ぶ 

    オンラインゲーム 

    会話 

    ゲーム 

    誕生会 

    トーク 

    パブリックスクール 

    勉強 
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どこで だれと 何を 

家 友達 ライン 

ひとり アニメ 

   編み物 

   絵描き 

   音楽鑑賞 

   課題 

   ゲーム 

   テスト勉強 

   テレビ 

   動画 

   読書 

   特に変わりなし 

   トレーニング 

   勉強 

 
  マンガ 

 - 勉強 

家の近く 友達 運動 

イオン 親 買い物 

友達 遊ぶ 

    買い物 

いろいろな場所 友達 サッカー 

 

  遊んだ 

いろんな人 テニス 

映画館 家族 映画を観た 

友達 映画を観た 

駅 いっぱい あそび 

友達 遊ぶ 

   買い物 

 

  まわる 

家族 ショッピング 

ひとり ショッピング 

祖父母の家 祖父母 ご飯 

お店 
友達 お昼を食べた 

ひとり 買い物 

学校 色々な人 授業や見学 

    普通に過ごす 

    勉強 

    部活動 
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どこで だれと 何を 

学校 同じ部活の人 部活 

クラスメイト 部活 

   勉強 

 

  授業 

先輩 部活動 

友達 遊ぶ 

   いた 

   お喋り 

   おにごっこ 

   過ごす 

   バドミントン 

   部活 

 

  勉強 

仲間 部活 

バド部 部活 

ひとり 勉強 

部員 部活 

みんな 学校生活 

  勉強 

カフェ 友達 勉強 

近所 友達 遊ぶ 

グラウンド チーム 野球 

クラブ いろいろ テニス 

県外 ひとり バス撮影 

公園 家族 ランニング 

   行く 

 

  バレー 

先輩 サッカー 

友達 遊ぶ 

   おにごっこ 

   キャッチボール 

   サッカー 

   バドミントン 

   話 

   バレーボール 

 
  野球 

部活仲間 自主練 

公園など ひとり ランニング 
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どこで だれと 何を 

コミセン 友達 琴 

蔵王 家族 スキー 

自宅 母 マリオ 

市民センター 友達 バドミントン 

仲間たち ボランティア 

塾 友達や先生 クリスマス会 

友達 勉強 

生涯支援センター 友達 バドミントン 

小学校 友達 あそび 

神社 友達 初詣 

スクール 友達 バスケ 

仙台駅 家族 買い物 

友達 ショッピング 

仙台駅周辺 ひとり 買い物 

外 １～３人 テニス 

親 テニス 

家族 外出 

   遊ぶ 

親友 遊ぶ 

友達 遊ぶ 

  運動 

  鬼ごっこ 

  ゲーム 

  サッカー 

  散歩 

  スケボー 

  出かけた 

  テニス 

  バスケ 

  バドミントン 

  部活 

ひとり 買い物 

  勉強 

  自主練（バスケ） 

部活の人 走っていた 

その辺 ひとり BOOKOFF めぐり 

体育館 

 

家族、友達 バドミントン 

友達 バレーボール 
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どこで だれと 何を 

体操クラブ 先輩、後輩 体操 

他県 家族 遊ぶ 

卓球教室 家族 卓球 

中学校 新しいクラス 勉強 

榴岡公園 友達 遊ぶ 

図書館 

 

ひとり 本を借りた 

友達 勉強 

  読書 

栃木 親戚 遊園地 

友達の家 友達 ゲーム 

    部活の後遊ぶ 

    勉強 

長町のモール 親 買い物 

習い事の場所 

 

先生 習い事 

友達 習い事 

ピアノ教室 先生 レッスン 

広場 友達 ふっかつボンバー 

    あそび 

福島 

 

友達 旅行 

ひとり バス乗車 

ブックオフ 3 人 あそび 

文化センター 友達 空手 

放課後 友達 部活 

ポケモンセンター ひとり 買い物 

街 友達 遊ぶ 

街中 友達 走っていた 

店   買い物 

宮城野コート 友達 テニス 

モール 

 

3 人 あそび 

家族 買い物 

友達 映画 

    買い物 

野球場 チームのメンバー 野球 

雪山 家族 スノボ 
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〇時期不明 

どこで だれと 何を 

家 家族 ゲーム 

    勉強 

  

  寝る 

兄弟 遊ぶ 

友達 遊ぶ 

 
  ゲーム 

ひとり ゲーム 

   ダンス 

   読書 

   パソコン 

 

  勉強 

 - ゲーム 

 - 寝る 

学校 友達 部活 

近所 兄 散歩 

公園 友達 サッカー 

    遊ぶ 

外 ひとり 走っていた 

友達 遊ぶ 

母の実家 親戚 いろいろ 

 -  - あまり家から出ないよう心掛けていました 

 -  - 特になにもしていない 

 

 

◎新型コロナウィルスの影響により不安だったこと、学校再開で不安が解消されたことがあれば教えてください。 

 

〇不安だったこと 

・9 月入学にならないか。 

・会いたい人にいつ会えるか。 

・新しい環境で学校になれるか不安。 

・あまり外に出られない。 

・いつおさまるのか、学校、勉強はどうなるのか。 

・いつ解除されるか。 

・いつ学校が再開されるか。(12) 

・いつ休校おわるんだろ？ 

・いつコロナが終息するか、勉強について。 

・いつになったら終わるのか。 

・いつ始まるか、おくれをとりもどせるか。 

・いつまで休校なのか。(2) 

・いつまでこの状況が続くのか。(2) 

・いつ友人と会えるか。 

・今まで遊んでいた人と遊べなくなる。 

・いろいろ。 

・オンライン授業。 

・学業。 

・学習の遅れ。(11) 

・学習の差。 
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・家族が感染してしまわないか。(5) 

・学校が再開するかわからなかったこと。 

・学校に行けないこと。 

・学校に行けるのか。(10) 

・学校になじめるか不安。 

・学校の再開が延長されるかもしれない。(2) 

・学校の宿題が残っていること、学校に行くこと。 

・学校はどうなるんだろう。 

・給食の味。 

・行事なくなるのかなぁ…。 

・クラスターが起こるかもしれない。（2） 

・クラスで仲良くしていけるかという不安。 

・クラスに早く馴染みたい。 

・この自粛がずっと続いたらどうしよう。 

・このまま感染者が増え続けるのではという不安。(2) 

・このまま休校が続くのかという不安があった。 

・コロナウイルスがいつ終息するのか。 

・コロナウイルスがどれだけ広まるのか。 

・コロナウイルスに感染しないか不安。(26) 

・コロナが広がること。 

・コロナ対策をどうするか。 

・コロナにかかったらいやだと思った。 

・コロナにかかりたくないという気持ち。 

・コロナのワクチン開発。 

・三密について。 

・児童館のイベントがどうするのか。 

・死ぬこと。 

・自分が感染して人にうつしたらどうしよう。 

・自分がコロナになったらどうなるのだろうか。 

・自分自身や身の回りの人が感染しないか。 

・授業。(3) 

・知らない人たちとうまくやっていけるか。 

・新学期。 

・先生の性格。 

・仙台ではどのくらいの人が感染するのか。 

・体調。 

・体力が落ちること、運動不足。(3) 

・中学校生活がどうなってしまうのか。 

・中学校生活短くなったこと。 

・中学校にいつしっかりいけるか。 

・中学校について。(2) 

・テスト。(2) 

・電車にあまり乗れなくなったこと。 

・どこまで部活や行事が制限されるのか。 

・どのような先生方がいるのか…など。 

・友達が感染しないか。(3) 

・友達ができるか。(13) 

・友達が減る。 

・友達関係。(6) 

・友達と会えないこと。(3) 

・友だちといつ会えるのか（遊べるのか）。 

・友達とうまくやっていけるか。 

・友達とコミュニケーションがとれない。 

・友達とたまにしか会えない。 

・友達と話せるか、児童館等に行ってもいいのか。 

・友達に会えるか。(2) 

・友達にうつしてしまわないかということ。 

・どんな学校なのか。 

・どんなことをすればコロナにならないか。 

・人間関係。(3) 

・人と接する機会が少ない。 

・部活がしたい。 

・勉強が追いつけるのか。(5) 

・勉強についていけるか。(2)  

・勉強のすすみ具合。(2) 

・勉強面。(24) 

・勉強をしなすぎて頭が悪くなる。 

・他の小学校と仲良くなれるか。 

・他の中学校の友達ができないこと。 

・本当に安全なのか。 

・マスクが高かったこと。 

・周りの人で熱がでた人がいたら死ぬ程不安になる。 

・宮城の感染者があまり減少しなかったこと。 

・みんなといっしょに活動できるか。 

・みんなと仲良くなれるか不安。(2) 

・休みが終わってしまうこと。 

・ライブ。 

・健康。 

・部活について。(5) 
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・相方と連絡が取れず、仕事が進むかどうか、仕事と勉強の両立。 

・学校に行きたいけど、１クラスに約３５人集まると考えると感染しそうで不安。 

・学校のルールや、勉強などに、ついていけるか、覚えられるか不安だった。 

・感染してしまって他の人にうつってしまったらという不安。 

・感染するリスクが高くなるじゃないかと不安だった。 

・給食時の感染リスクの高まりをおさえられるかどうか。 

・急に学校が始まって体力が少なく休みがちになってしまわないか。 

・新型コロナウイルスの流行により、学校の継続的な学習の実施ができるかどうか。 

・新学期でまだ慣れていない所での入学だったので少し不安だった。 

・前年の学習量に追いつけず、もう一回同じ学年を過ごすのではないか。 

・中学生をやっていけるのか、新しい暮らしになれるのか。 

・勉強が間に合わないと思った、テニスの練習が少ない。 

 

〇不安が解消されたこと 

・意外と仕事と勉強の両立ができた。 

・意外とたくさん友達ができた。 

・意外にかからない。 

・いつ休みが終わるか分かった。 

・いろいろな人と仲良くなれたので、解消された。 

・うまくやっていけたのでよかったです。 

・運動不足だったが、部活を初めて体力がついた。 

・思ったより友達ができた。 

・思ったよりも、友達が増えたこと。 

・おもってたよりまし。 

・顔バレしないのでそこらへんは嬉しい。 

・学習ができる。 

・家族が感染してしまうこと。 

・学校が再開したこと。（12） 

・学校生活がどんなものか分かった。 

・学校に行き、大丈夫だった。 

・学校に行けたこと。(6) 

・学校に通えてうれしかった。 

・学校になじめた。 

・体が動かせた、運動不足解消。(3) 

・クラスのみんながやさしかった。 

・クラスのみんなと楽しく活動している。 

・コロナの感染者が減ってきている。(3) 

・児童館の横を通ると楽しそうな声が聞こえて安心。 

・授業。(2) 

・授業が始まって勉強をする機会が増えた。 

・授業が始まり解消された。(2) 

・授業の遅れ、勉強の進み。(13) 

・知らない人とも話すようになった。 

・ストレス。（2） 

・生活になれていき、中学の心配事も少なくなった。 

・先生の性格。 

・第一波がおわったとき。 

・たくさん作れて会話できてよかった。 

・だって終わったんだもの。 

・楽しかったから大体の不安は消えた。 

・できる範囲でイベントしてくれたこと。 

・テスト。 

・友達がいてくれたおかげで気持ちが軽くなった。 

・友達が感染していなかったこと。(3) 

・友達ができた、増えた。（17） 

・友達関係。(6) 

・友達と楽しく過ごしたから。 

・友達と仲良くできている。 

・友達に会えたこと。(16) 

・仲良くなれた。 

・入学式ができた。 

・人間関係。(2) 

・人との関わりが持てたこと(会えた、話せた)。(11) 

・人とマスクしながら話せる。 

・部活ができること。(3) 

・部活について。(2) 
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・復習予習すればおいつける。 

・普通に遊べた。 

・勉強が集中してできること。 

・勉強大変だけど再開してよかった。 

・勉強面。(8) 

・周りの人から話しかけてくれて沢山友達ができた。 

・みんな同じような不安を抱えていると知った。 

・みんなが元気だったこと。（2） 

・みんなが仲良くしてくれた。 

・やっと気軽に外に出れる。 

・やっと中学校に毎日いける。 

・よかった。はじめての人々に会えた。 

・ワクチンが出た。 

・割とおいついている。 

・優しく接してくれたので、不安がなくなった。

・今のように新しい友達と学校生活をおくれていること。 

・学校のほうはしっかりコロナ対策していて、友達に会えたこと。 

・実際、行ってみると友達とたくさんはなせたことが、解消されたことの大きな一つだと感じた。 

・消毒や対策してもかかってしまうことがあるというみんなの理解。 

・新型コロナウイルスのワクチンが日本で可能になったこと。 

・少しイベントは無くなったけど、運動会はできて安心した。 

 

 

◎今の気持ち、誰かに聞いてほしいことや大人に伝えたいことはありますか？ 

・あったとしてもいえない。 

・ツイッターのアカウントをつくりたい。 

・手洗い、うがいを忘れずに取り組む。 

・テストの点数があがらないです。 

・友達は大切。 

・仲間がいるから大丈夫。 

・マスクを外してあまり話さないでほしい。 

・新しい学年になってうまく生活できるか不安。 

・ある。 

・いや、特にないです。あるとすれば、遊びたいです。 

・海外旅行にいきたい。 

・学校が再開されて毎日楽しいです。 

・学校が始まり友達が増えて毎日楽しいです。 

・頑張る姿を認めてほしい。 

・元気でいてほしい 

・コロナなりたくないです。 

・小学校のときお世話になりました！ 

・テストの結果が不安です。 

・どのような行動をすればいいか？ 

・早くコロナがおわってほしい。 

・不安だからがんばろう。 

・毎日の活動がとても楽しい。

・家で自粛しろと言ってる人が飲み会などしているのはおかしいと思います。 

・大人は好き勝手やってるけど、子供はたくさん我慢してますよー！ 

・コロナウイルスがなくなるように、たくさんの人が協力してほしいです。 

・大変なことがたくさんあると思いますが、がんばってください！ 

・コロナウイルスがある中、コロナいじめも増えています。ですからそういうのがなくなればよいなと思ってい

ます。協力をよろしくおねがいします。 

・コロナだけじゃなくて変異ウイルスもでてきていてこれからもっと不安です。 

・コロナのことを気にせずに、自由に遊びたいと思っている。 

・正直先や未来が見えません。誰に言ってもかわらないのはわかっています。 

・新型コロナウイルスで、大人より子供のほうががまんしているのはおかしいと思います。 

・とくにないが、ストレス、不満、不安などあたえる環境をあまりつくらないで、もっと楽しく安心できる場を

作ってほしい。 
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・どうすれば努力が出来てテスト勉強を一生懸命にできますか？ 

・フォッフォッフォッ うちには話を聞いてくれる家族が７人！ 

・部活で感染した人もいるし部活休みにすればいいと思う。 

・みんな感染対策をして、みんなが一人一人考えて行動しましょう。 

・昔よく遊びに来ていて楽しかったのを思い出しました。 

 

 

★休校期間は家族やひとりで家で過ごしたり、公園で遊んだりといった意見が多くあったが、学校再開後は友達

と過ごす、遊ぶといった意見も同じくらい多くあった。 

★休校中の不安に関しては新型コロナウイルスへの感染の不安、学校休校への不安、自粛がいつまで続くのかと

いう不安がほとんどを占めていた。休校の影響による勉強の遅れの不安に関しても意見が寄せられた。 

学校再開後の不安が解消されたことに関しては、友達と会えた喜びや、友達が無事だったことに対する安堵の気

持ちの意見が多くあった。 

★今の気持ちに関しては、現状の不安や新型コロナの影響でおきるいじめや大人の動きに対しての不満を訴える

意見の一方で、今の生活の楽しさや、今後の状況に対して希望を抱く意見もあり、中高生たちも今の激動の社会

の中で日々を頑張って生きている様子が伺えた。 
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令和 2年度 榴岡児童館アンケート集計結果『児童クラブ保護者』 

回答：98 名 

◎児童クラブについてどのように感じていますか？ 

 満足 やや満足 やや不満(不安) 不満(不安) 

雰囲気 82 16 0 0 

スタッフの対応 84 14 0 0 

遊具・備品 68 26 2 1 

登録場所について 69 20 4 2 

児童館だよりの内容 83 12 1 0 

 

 

◎上記についてやや満足・やや不満(不安)・不満(不安)を選んだ項目について、より満足に近づけるためのご意

見をお聞かせください。 

・外遊びの充実。 

・分室が自宅や学校から遠い。（2） 

・分室の備品や遊具が少ないのではないかと不安。（2） 

・密になっていないか常に心配。 

・もう少し本を増やして欲しい。（分Ⅱ）

・移動時に忘れ物をすることがあるので声掛けして欲しい。 

・お迎えに行った時自分で入館し子どもを呼びに行ったらよいのか、職員に頼んだらよいのか、いまいち分から

ない。 

・お迎えの時間帯が職員の方も忙しくしている時と重なるので、だれもいなくて呼んでもらうのに時間がかかる

時がある。玄関で呼び出し専属の人がいるとすごく助かる。誰に声を掛けて良いか分からない。 

・館内に立ち入らないので、中の様子がよくわからない。 

・子ども同士でトラブルがあった時に介入して欲しい（“自分たちで解決して”と丸投げされたことがあると聞

いたことがある）。 

・子どもに聞いてみたところ、遊戯室がなく、走り回ったりできないのが不満のようです。（分室Ⅱ） 

・室内の様子や遊具、備品の内容がわからない。内覧出来る機会があると良い。 

・姉妹、兄弟がいるので一緒になるように御配慮頂ければと思います。 

・登録は分室だが、延長を利用していてほぼ 100％本館に迎えに行っている為。 

・話しやすい職員がいるのはとても良い。対応が馴れ合いになっている、一線引いた方がいいのでは？ 

・分室３になってしまったため、ひとり帰りさせづらくなったと思いました。 

・本館と分室では差があるのではないかと不安。スペースの広さ、遊ぶ環境、遊具、スタッフ。 

・本は充実しているので、本人は大好きなようですが、外で遊んでないのが本人から感じとれます（笑）。 

・毎年どこの分室になるのかとても不安（遠い所になったら、どうしようともんもんとします）。 

・来年、登録場所が変わってしまうかもしれないとのことなので…。 

・（満足）新しい遊びを教えてくれて、子どもたちは喜んでいる。 

・（満足）きれい。
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◎児童クラブだよりで知りたいことは何ですか？ 

・日々の過ごしている風景を見たい。 

・行事、イベントについて。（3） 

・コロナでなければやる予定の年間行事について。 

・今後のイベント予定を早目に知りたい。 

・次月以降の大きなイベントの予定。 

・児童館でのエピソード。 

・児童館の様子。（2） 

・ジュンジュンの手記が大好きです。 

・注意すること。 

・普段の子ども達の様子。（2７） 

・満足してます。 

・文字が少し読みづらいとのこと。

・館内に立ち入れないので、中でどんなことをして過ごしているかの様子。 

・日常生活や児童館での新しい取り組みなどの連絡、報告など。 

・分室の中がどうなっているのか、入ったことがないので見てみたい。 

 

 

◎今年度も災害時に備え緊急連絡カードを作成しました。「子どもの安全を守るために」を携帯していますか？ 

携帯している 携帯していない 紛失した 

64 30 3 

 

 

◎最近(R3 年 3 月頃)の利用状況はどのくらいですか？ 

週 5 回以上 週 2～4 回 月 1～4 回 ほとんど利用していない 全く利用していない 

37 37 10 9 4 

 

★児童クラブについては満足・やや満足の意見が多い結果となった。不満・不安な点に関しては、登録場所によ

って差があるのではないか、館内に立ち入れないので様子が分からない等の意見が多かった。 

★感染症対策により全体的に遊具を減らしていることや各登録場所によって立地や特色に違いがあることは事

実。登録児童数が多いことによる分散化やコロナ禍での館内の状況について、細かく分かりやすく伝えていく努

力が必要。 

 

 

◎今年度はコロナ禍での一年 となりました。仙台市は「利用自粛」をお願いし、児童クラブは最小限度の受け

入れからスタートしました。この間、保護者の皆さんはどのようなご心情でしたか？ 

○小学校休校期間（R2 年 3～5 月） 

・不安だった。（2） 

・先が見えず不安だった。 

・いつになったら入学できるのか不安だった。 

・学校の勉強への不安。仕事の両立が出来ない。 

・コロナになってしまうか心配だった。 

・三密について不安。子どもが児童館に慣れるか不安。 

・仕事があったのでとても助かりました。 

・1年生だったので何も分からず不安でしかなかった。 

・お弁当が大変。 

・育児休暇のため利用なし。 

・受け入れて欲しかったです。 

・仕事も休みになり、不安でいっぱいでした。

・1 年生だったので子どもだけでなく親も不安でした。また在宅も出来ず、児童館を利用する事に心苦しさもあ

りました。 
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・預けるのが反社会的な目で見られているような気がした。学校にも預けていたが、子供には不自由な思いをさ

せていると感じた。 

・あの時は私も休業したいくらいでした。極力、外に出たくなかったので。どうしても！の時に「ケセラセラ」

なるように成るのだと思い考えさせられました。 

・いつ始まるのか、今後どうなるのか、子どもたちが家にいるなかでの仕事…すべてが不透明で手探りの中何と

か一日一日をやり過ごしていました。 

・うちは、午前は学校、午後は児童館か家族と過ごしていました。シフト制なので何とかできました。 

・学校での学習がストップしたのと同時に、仲間との交流の機会が減り、今後どうなるのだろうと感じた。 

・学校にも児童館にもいかないので家でゴロゴロしてばかりで良くないと思った。 

・感染が不安な反面、仕事は休めない/有給休暇を使う対応だったので、受け入れてくれて助かった。まだ一人

で留守番はコロナ感染よりも心配だったので…。 

・感染対策しながら登校して欲しい。生活のリズムが崩れるのがこわい。 

・休校期間中のお友達とのコミュニケーション能力の発達の遅れがないか心配でした。 

・午前は小学校、午後は児童館で見てもらえて本当にありがたかった。学校が始まっていなかったので、子供は

よくわからないまますごしていたと思う。 

・コロナウィルスとたたかうのに皆で協力する必要があるので、いろいろな状況も仕方ない； 

・最初の頃は在宅勤務が出来なかったので出社するしかなく、児童を受け入れて頂き、大変有難く思いました。 

・在宅ワークできる仕事ではないので、児童クラブで預かってもらえるのはありがたかった。いつコロナが広ま

って、休館になってしまったらと不安だった。 

・先が見えずにすごく不安に感じていました。子供たちの生活の中でも制限されることが多く、常に危機感と隣

り合わせでストレスの多い時期だったと思います。 

・仕事がありましたのでコロナウィルスの感染も心配でしたが、小学校・児童クラブの受け入れに感謝の気持ち

でいっぱいでした。 

・仕事が休みになるまでは、児童クラブで受け入れして下さってありがたい気持ちと、コロナに感染してしまっ

たら…という不安な気持ちでした。 

・仕事が休める日は休み、在宅になった家族と交互に子どもと向き合ってきました。1 年生なので勉強の遅れは

気になりましたが、家庭学習しながら不安を払拭しました。 

・仕事は通常通りでしたので、預かって頂けてとても助かりました。 

・仕事を休むことができず、受け入れしてもらったことがとても感謝です。 

・仕事を休めないため利用自粛せず毎日利用させていただき助かっております。視力が悪く、一人で帰れないた

め引き続き利用させてほしいです。 

・仕事を休めないので、利用自粛といわれて困りました。それと、毎日のお弁当の準備がこんなに続くと困るな

ぁと思っていました。 

・自宅でできない職種のため、通常通り勤務していました。自分もかからないように気をつけながら、もちろん

子どもにストレスをかけないように日々過ごしていました。心身ともにすごく疲れました。 

・児童館が利用できて助かりました。 

・児童館や午前中学校を利用したりしていました。新 1 年生になったばかりで不安の中、コロナという見えない

ウイルスの不安。どうして良いか、何をして良いか不安の日々でした。 

・自分も子どもたちも先が見えず、不安でいっぱいで早く学校が再開してほしいと思って過ごしました。 

・ずっとお世話になっていたので、大変助かりました。職員の皆さんが、感染予防に努めていただいたので安心
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して利用できました。 

・世情から利用を控えるべきでしたが、家庭の事情を汲んでいただき、大変助かりました。 

・せめて、ひらがなや足し算などのドリル学習の補助（勉強の時間を設ける）を自主的ではなくしてほしい。学

校でできないのだから。 

・大変助かりました。ご不安な中、お仕事してくれていたのは、児童館のスタッフの方々だと思います。 

・父親は通常勤務のままでリモートワークは無く、母親は 4 月中旬～5 月 10 日迄臨時休業となりましたが、最

小限でも受け入れて下さり、大変心強かったです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

・時々しかいかない時期で泣く事もありました。職員の方々の声がけでどんどん子どもは慣れていきました。コ

ロナで慣れない中、すごく大変な中みて頂き助かりました。 

・突然の休校に戸惑いましたが、すぐに学校と児童館が連携して児童の受け入れ体制を整えてくださったので安

心しました。緊急時こそ仕事が増える職場なので、非常に助かりました。 

・友達や先生方にも会えず、人との関わり方を忘れてしまいそうで心配でした（父が在宅ワークが多くなり、ひ

とりで過ごすことが増えました）。 

・入学式が延期になり、不安の中で小学校がスタートしました。1 年生なので小学校がどんなところか知らない

ため、子ども自身「いつもはこうなのに！」という不満がなかったのは逆によかったかなと思います。 

・入学できるのか、学童で感染等ないか、環境に慣れるか、何もかも不安でしたが、こんななかでも学童があっ

て、仕事ができたことは本当にありがたいです。 

・半年以上前なので心情はあまり覚えていませんが、急に入学式が延期になったり、しばらく休校になったり、

いつまでそれが続くのか不安でした。早く通常に戻ってほしいと常に思っていました。 

・不安でしたが、会社が在宅勤務の体制を整えてくれたので、在宅と子供同伴出社で乗り切れました。 

・見えないウィルスと付き合うのはとても大変なことです。仕事を休む訳にもいかず、子どもの預け先がなくな

ることに悩みましたが、最小限でも受け入れてもらえたことはとても助かりました。 

・見えない脅威が大きな不安でした。感染による体調不良も心配でしたが、感染による人間関係の影響も心配し

ました。 

・身近なところで感染が出ないといいなと思っていた。 

・もし、自分の子が感染した場合の個人情報の扱いについて（プライバシーと情報開示のバランスなど）。 

・利用自粛できず申し訳ない、いつまでこの状況（休校）が続くのか不安。 

・利用自粛の期間も、仕事がいつも通りあったので使用できなくなったらどうしようかと思いました。後半は祖

母宅で預かってもらえたので、なんとかなりました。 

・利用自粛をお願いされているにも関わらず利用せざる得ない状況で、大変心苦しく思っておりました。受け入

れて下さって本当に助かりました。 

・我が家は両親共に医療従事者であり、大変助かりました。 

・いつになったら小学 1 年生になれるのか、入学式ができるのか不安でした。児童館で友達ができるのかも不安

でした。(自宅で留守番だったので)学業の面でも不安でした。 

・給食もなく、3 食食べさせることをどうしようか毎日頭をかかえていました。うちは児童館はお休みし、学校

預かりのみ活用していましたが、人数も少なめで預けることに心苦しさがありました。 

・4,5 月は学校も児童クラブもお休みしました。在宅勤務と出社を併用の勤務形態でしたので、未就学の息子 2

人は、保育園、娘は自宅でのんびり…。あの時は、学習面が一番心配でした。親が先生になることは、中々苦し

く、先生ってすごい！！学校での生活が待ち遠しかったです。 

・4～5 月は利用せず他県の義母に平日宿泊してもらいながら、夫婦で働いていました。義母の存在がなければ
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職業柄休むことができないので児童館を利用せざるを得なかったと思います。たまたま利用には至らなかったで

すが親世代が高齢であること、仕事を休み、子を守ったり、自粛協力したい気持ちでいたことは、ご理解いただ

きたいと思います。 

・4 月から仙台に引っ越してきて、4 月入学だったのが 6 月になり少し不安でした。 

・頑張って利用自粛している人と全く変わらない人がいて不公平だと感じていた。 

・急な休校で充分な準備ができず、不安だった。しかし、子供に家事を教えたり、一緒に勉強したりすることが

できて、楽しむことができた。 

・子どもが家に一人でいるとだらけてしまったり、TV やゲーム漬けになってしまったり、このまま不登校にな

ってしまうのではないかと不安でした。 

・子供と一緒に居られるのはうれしいが、正直大変な事が多いので早く学校が始まってほしい。 

・先が見えない不安はあったが、テレワーク＆休校でこんなに子供と過ごせる期間は通常ではできなかったと割

り切り、自粛期間を楽しむようにした。 

・仕事が休みになってしまったので、また再開した際、お世話になろうかと考えてました。 

・仕事が休みの時期は良かったが、いざ仕事が始まると預け先など不安があった。 

・仕事との調整が大変でしたが、周りの協力のもと乗り切りました。 

・仕事の在宅もあり、子どものケアに努めたので会話も増えて良かった。 

・仕事の都合がついたこともあり、一緒に過ごすことができて安心だった。こんなに長く一緒にいるのが久しぶ

りだったのである意味貴重な時間だった。 

・児童館を利用したいが不安で、自宅で過ごさせることが多かった。 

・ずっと家の中にいることによる、子どものストレスが心配でした。 

・宣言中とのこともありコロナの情報も少なかったため、なるべく家族以外の方との接触を避けるように心がけ

ました。 

・テレワークの日は利用を自粛し、それ以外の日は利用させていただいたので、とても助かりました。心配はあ

りましたが、初めてのことなので、色々と気をつけようという気持ちでした。 

・なるべく感染症にかからないよう気をつけていた。人との接触を極力ひかえるようにし、家族間で働き方の検

討「テレワークなど」を行いました。 

・はじめて家に子どもを置いて仕事に行き、事故が起きないかとても不安だった。 

・母親も仕事が休職扱いになってしまったタイミングでもあったので、我が家では"一緒に過ごす良い時間が増

えた"と思いました。 

・不安でした。少しずつひとりで留守番が出来るようになるために親も子も努力しました。 

・不安でしたし、利用自粛は致し方ないことだったと思います。 

・ふつうの学校生活をさせてあげられない心配はあったが、子どもとゆっくりむき合えたのでよかった。 

・利用自粛は仕方がなかったでしたが、会社へ報告するのが大変だった。 

・利用をしないように調整していましたが、子供が一人で遊んでいることで心の不調にならないか心配していま

した。どんどん体重が増えるのも…。 

 

○小学校再開後（R2 年 6 月～8 月頃） 

・不安。 

・新しい生活に子供たちが慣れるか心配だった。 

・行事が少なくてかわいそうだなと思ってました。 

・子どもの体調（カゼとコロナの違いがあまりない）。 

・コロナになってしまうか心配だった。 

・今後の学校生活が不安だった。 
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・三密について不安。 

・慣れるまで大変だった（大人も子供も）。 

・復活したかなと思ったけど…。 

・育児休暇のため利用なし。 

・仕事があったのでとても助かりました。 

・小学校再開されて安心しました。 

・大丈夫かな…と不安な部分と再開してホッとした。 

・やっと元の生活に戻ることがうれしかったです。

・いつ、また利用ができなくなるのかと心配はあります。  

・また利用自粛があるのではないか…とひやひやしてました。 

・感染に対するリスクがどれくらいあるのか心配でした。 

・5 月まで調整したため、これ以上の調整は難しく、やむを得ず利用させていただきました。 

・暑い時期に子どもにマスクをさせるのがかわいそうに思いました。夏休みのプールが無かったり、子供にいろ

いろ我慢させているのが不憫でした。 

・暑いのにマスクを過ごして過ごすのは大変だけど、今は仕方ないなぁ。でも、子どもたちが大変そう…と思っ

ていました。 

・いつ突然休校になったり、子どもが体調を崩したりするか分からなかったので、親の働き方を調整し、学校終

了後、児童館に寄らなくても親が家にいられるようにしました。 

・学習面での習慣が戻らず、そのまま夏休みに入ったような感じで多少焦った。 

・風邪をひかせないよう、体力づくりをする。勉強についていけているか。 

・学校内のクラスターが心配でした。体力だけはつけさせようと思いました。 

・学校に行くのか、児童館に行くのか分からなくなった。私の確認不足。 

・感染者が出て休校にならないか、児童館も休みにならないか心配。 

・感染を避けるため、利用を全くしない毎日で、子どもは不満そうだった。親もせっかく他クラス他学年とふれ

合える機会だったのにな…と残念。 

・規模の大きい小学校なので感染者が出るのではないかと日々不安だった。 

・子どもは当初の半数ほどと聞き、自分の子の友達はいるのかと少し心配しました。 

・子も慣れない環境で頑張っていて、気持ち面や変化に気をつけ、過ごしていました。コロナの正確な情報もわ

からないままに、大集団で過ごすにあたっての感染リスクを、心配しながらの日々だったことを思います。この

2 ヶ月は子が学校に慣れ、自宅でゆっくり過ごせるよう配慮し、不登校にならないよう関わらなければと感じて

いたと思います。 

・コロナウィルスとたたかうのに皆で協力する必要があるので、いろいろな状況も仕方ない； 

・再開後から現在まで予断を許さない状況下のもと、仕事の都合上、どうしても利用するという選択しかなく児

童館のスタッフの皆様には不安や心配をおかけすることになりすみませんでした。 

・再開後も、いつもとは違うイレギュラーな毎日に、戸惑うばかりでした。 

・再開後も在宅の家庭が多く、子どものお友達も児童館を利用していないことが多く、淋しそうにする我が子を

見て申し訳ないと少し思いました。 

・在宅ワークできる仕事ではないので、児童クラブで預かってもらえるのはありがたかった。いつコロナが広ま

って、休館になってしまったらと不安だった。 

・仕事が休みになってしまったので、また再開した際、お世話になろうかと考えてました。 

・仕事を休めないため利用自粛せず毎日利用させていただき助かっております。視力が悪く、一人で帰れないた

め引き続き利用させてほしいです。 

・児童館へ行かないと、祖父母に保育を頼むことになってしまうため、高齢者への接触は避けた方がいいと児童

館を利用させていただきました（学校も始まったので）。 



【児童クラブ保護者対象】 

46 

・しばらく同学年の子との関わりが無かった為（クラス替えもあったので）、クラスに溶け込めるか心配でした。 

・授業が再開しても、行事等がなくなり、制限された中での生活が始まり、子供がストレスを感じないかと思っ

た。 

・授業日数が少なくなった分を、早く取り戻してほしい。また、休校になったりしないか、不安。 

・小学校という生活に慣れるのにいっぱいいっぱいの日々でした。 

・少し心苦しさは減りましたが、申し訳ない気持ちではありました。 

・少しずつ行くようになりましたが、普段行くことが少ないので、どう過ごしているか心配でした。 

・少し不安に思いながらも児童クラブに通わせてもらいました。 

・すずめ、七夕、プールなど、行事が中止となり、できるだけ家で過ごしていました。自分や職場でコロナ陽性

者が出るのではないかと心配でした。 

・大変助かりました。ご不安な中、お仕事してくれていたのは、児童館のスタッフの方々だと思います。 

・なるべく自粛に協力しようと思った。1 日家においておく不安を思えば放課後の 1～2 時間の留守番は毎日で

なければ仕方がない。 

・はじめての小学校生活に加え、コロナの事も心配なことが多かった。 

・不安でしたが、会社が在宅勤務の体制を整えてくれたので、在宅と子供同伴出社で乗り切れました。 

・密は避けられない状態だったので、感染者が出た場合は怖いなと思いました。 

・もし、自分の子が感染した場合の個人情報の扱いについて。（プライバシーと情報開示のバランスなど） 

・休みが続いてしまったので、子どもが早く児童クラブに慣れてくれればと思っていました。できることなら、

休ませた方が安全だなという思いもあった。 

・やっと入学できた。早く慣れてくれるといいな、通常の生活に。 

・ようやくはじまったがっこうですが、どうなるのか、どうするべきか、分からないことも多く、大丈夫かな？

と心配の中過ごしたように思います。 

・リズムを取り戻すのが大変でした。朝の準備がスムーズに行かないと学校に行く気がなくなってしまったりも

しました。 

・利用回数に応じた利用料金になったので、自粛することに不公平感を持たなくなった。感染対策に少し不安が

あった。 

・利用自粛をして、家の中ですごすことが多かったので、子供の運動不足やストレスが心配だった。 

・いろいろな対策をしながらの受け入れ、ありがたかった。その中でも行事も開催していただきうれしかった。 

・受け入れは助かります。 

・学校がスタートしてから子供が楽しそうに過ごしているのを見て、安心しました。学ぶことも楽しさなんだと

感じていました。 

・学校再開され、友人との触れ合いが楽しそうでホッとした。 

・学校生活に慣れるまで少し時間がかかって、児童館には慣れているので不安はなかった。 

・学校に行くのが楽しそうでひと安心しました。 

・学校は再開しても、あれダメ、これダメが多く、かわいそうだったので、児童クラブでは臨機応変な対応（必

要以上に制限しない）してもらったと感じている。 

・感染は心配だったものの、利用できたことは本当にありがたかったです。休校期間の、社会とのつながりが薄

くなった感じから段々元に戻っていった…やっぱり皆さんとの関わりはありがたいです。暑かったので、マスク

生活大変だなぁ…とも。 

・ケイタイを使いこなせるようになり、ひとりでも留守番が出来るようになりました。それとともにゲームや
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YouTube の時間も増えました。少し気持ちに、ちょっとだけですが余裕が出来た気がしました。 

・子どもが職員さんの話をたくさんしてくれて、楽しく通えてよかったという気持ちでした。 

・子どもが友達と遊べてうれしそうでこちらも安心した。 

・子供の心境などが安定しているか気がかりでしたが、おかげさまで楽しく過ごせているみたいです。 

・コロナに気をつけつつ、いつも通りの雰囲気で安心した。 

・コロナについては不安が続いていましたが、仕事もあったので、児童クラブの利用日数により負担金額を設定

してくださったので助かりました（毎日の利用は不安でしたので）。 

・コロナへの不安はありましたが、やっと再開して安心しました。小学校入学の娘が、慣れずに学校に連れてい

くのがやっとの思いだったため、必死でした。 

・仕事を休むことができず、受け入れしてもらったことがとても感謝です。 

・静かに給食を食べる等制限がある中での小学校生活でしたが、学校に行ける喜びが大きかったと思います。 

・集団生活の再開でコロナ感染のリスクは高くなり、不安がありましたが、感染予防を徹底していると思うので

安心して児童クラブを利用させていただきました。 

・小学校再開にひと安心な気持ちと、コロナウィルス感染の心配がありました。 

・ずっとお世話になっていたので、大変助かりました。職員の皆さんが、感染予防に努めていただいたので安心

して利用できました。 

・友達もたくさんでき、児童館に通うのが当たり前になりました。児童館での出来事をよく話してくれるように

なりました。親としてもほっと一安心できました。 

・夏休みも短く、状況が変わらない中、私共は通常期と変わらない勤務体制であった為、受け入れて下さり、大

変助かりました。 

・始めは泣いてばかりだったが、職員さん達がとてもやさしいので、早くに慣れたと思う。毎日心配だったが何

とかなって良かった。 

・無事、入学式を迎える事ができ安心しましたが、6 月スタートで勉強面に不安がありました。 

・毎日行く事になり、学校より楽しいという時も多くありました。 

・まずは、以前のようにとはいかなくとも少しずつ日常が戻ってきたことに安堵しました。密の回避やマスク、

消毒など、これまでとは違う生活様式と長く付き合う覚悟を決めるとともに、制限の多い中で精一杯ご対応いた

だける児童館の存在のありがたみを心から感じました。 

・やっと学校が始まり、周りのお友だちと仲良くできるのか不安はまだありましたが、児童館は楽しいのでよろ

こんで通ってくれていました。 

・やっと入学ができ、いよいよ学校生活が始まるという楽しみと、やはり感染リスクを考えると不安でした。 

・やはり学校に行けることが楽しいらしく、表情がいいなとホっとしました。 

 

○現在(R3 年 3 月)  

・今もいつコロナになるかわからないので心配。 

・現在も在宅勤務をしています。 

・現在も多少の不安はあるが以前ほどではない。 

・また利用自粛があるのか心配している。 

・ワクチンに期待しています。 

・安心して利用させていただいております。 

・回数に応じての値段設定はとてもありがたいです。 

・感染も落ち着いてきているのでやや安心。 

・現状に慣れてきたので不安はなくなった。 

・子どもの体調（カゼとコロナの違いがあまりない）。 

・仕事があったのでとても助かりました。 

・だいぶ不安もなくなりました。 

・助かっています。 

・通常に近い気持ちに戻りました。 
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・特に心配事もなく有難いです。 

・特に不安は感じていない。 

・日常の生活が送れることに感謝です。 

・引き続き何事もなく通えたらいいなと思っています。 

・本人は楽しく毎日行っています。大好きなようです。 

・毎日元気に登校し、心身共に成長し安心している。 

・来年度は可能な限り今まで通りだといいな。 

・いつ、また利用ができなくなるのかと心配はあります。 

・家族それぞれが日中過ごす場が異なることで、それだけで感染リスクは高くなると思っています。職業柄コロ

ナの知識や感染対策は身につきつつあるので、週末はリスクが高い外出先はなるべく避け、家族の体調変化に細

心の注意を払いながら過ごしています。コロナなれ、コロナに対する温度差を感じることもありますが、常に危

機意識を持って過ごし、保護者として子どもたちに教育を行っていかねばと思います。 

・かわらず、父が在宅時はひとりで過ごします。慣れてきて放課後遊びも楽しんでいますが、やはり通常通り児

童館で過ごした方が得るものもが多いのでは…？と思っています。 

・子どものペースで、利用させて頂き、地区帰りの日も設け、無理なくを心がけています。いつどうなるかわか

らないので、とにかく体調を整えること、手洗い、うがい、消毒、人ごみに行かないことを考えての生活です。 

・子どもは学校、親は仕事、ともに通常に戻りつつありますが、気は緩まないよう気をつけています。 

・再開後から現在まで予断を許さない状況下のもと、仕事の都合上、どうしても利用するという選択しかなく児

童館のスタッフの皆様には不安や心配をおかけすることになりすみませんでした。 

・最近またコロナの不安は大きくなりましたが、きちんとコロナ対策をとりながら過ごしていくしかないかなと

思っています。 

・昨年末ごろからコロナがふえて、お店はやっているけど、シフトがかなりカットされ生活をどうしようか不安

定な毎日です。 

・仕事を休めないため利用自粛せず毎日利用させていただき助かっております。視力が悪く、一人で帰れないた

め引き続き利用させてほしいです。 

・少し心苦しさは減りましたが、申し訳ない気持ちではありました。 

・早くコロナが終息し、子どもたちがマスクをせず、のびのび過ごせるようになってほしい。 

・ひきつづき、なるべき利用自粛している。冬期はより一層外出しなくなり、運動不足やストレスが心配である。 

・本人が行くと言った時に行かせているので、特にお友だちとの関係が気になります。 

・毎日楽しんでおりますが、日中誰の目も気にせずに自由に過ごしていたラクな生活にたまに戻りたくなるよう

で、ときどき学校をさぼることがあります。朝学校に行き渋ることが多々ありますが、行ってしまえば楽しんで

いるようです。毎朝一緒に登校しています。 

・マスクや消毒の生活に慣れてはきたものの、慣れからの気のゆるみがあると思います。インフルエンザなど他

の病気にも気をつけたいと思います。 

・8 月頃から学校にも慣れてリズムを取り戻しました。自分たちにできる感染予防をしながら、毎日楽しく過ご

せている姿が見れて学校と児童館に感謝しています。 

・仙台市内も感染者が少なからず発生している状況で、感染しないか不安はあります。親→子、子→親という流

れが可能性として高いと思うので、対策は行っていただいていることは承知していますが、不安は完全に拭えな

いというのが本音です。 

・with コロナで生活様式が変わり、それに慣れてきたこともあり、気持ちは落ち着いている。 

・新しい生活様式にもだいぶ慣れ、各々が感染対策を認識できるようになってきたと思います。子ども達のため

に頂いている児童館スタッフのみなさんに感謝しています。 

・新しい生活様式の中にはあるが、日常の生活に戻り、ストレスなく過ごしている。 
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・今の生活に慣れてきた部分が大きいと思いますが、気をつけるところは気をつけて、でも楽しく過ごそうと思

っています。 

・学校が楽しい！！児童館が楽しい！！との事で、とても安心してます。 

・感染対策をしっかりしていれば、小学校も児童館も仕事も何とかなるんだな、と思います。 

・感染は変わらず心配、警戒しています。各種関係機関の連絡先等把握し、感染予防に努めなければ、と思って

います。また感染による差別等があってはならないと子どもにも伝える努力をしなければと考えています。 

・感染を避けるため、利用を全くしない毎日で、子どもは不満そうだった。親もせっかく他クラス他学年とふれ

合える機会だったのにな…と残念。ただ子どもは利用なしが普通になったようです。 

・子供たちも状況を理解し、うまく共存する方法を受け入れている気がします。 

・子どもも成長し、また留守番にも慣れたので習い事の都合などで家帰りにしている日もある。今は必要であれ

ば預けられるため安心している。 

・コロナウィルス感染者を出さず、小学校や児童クラブに通えている状況に感謝しております。 

・コロナウィルスとたたかうのに皆で協力する必要があるので、いろいろな状況も仕方ない； 

・コロナ禍での日々に慣れてきて”新しい生活習慣”も習慣化されてきたように思います。 

・コロナ禍の生活に慣れ始めたのだが、これから PC でのオンラインなどが始まり新たな生活に対応していくの

だろうと思う。 

・コロナの自粛がきっかけでしたが、自宅でひとりの時間を子どもが過ごせるようになって、電子レンジを使っ

て昼食を自分で食べられるようになって…できることが増えました。塾にも通って、いろいろととても頑張りす

ぎているんじゃないかと心配になることがあります。思いっきり体を動かして大声でさわいで、リフレッシュで

きる日が早く戻ればいいなと思います。前よりも自宅で過ごすことが増えたため、家族で過ごす時間が増え、た

くさんコミュニケーションが図れています。思ったより自宅で楽しく過ごせています。 

・コロナも落ち着いてきたのであまり心配はない。子どももお友だちと遊べて楽しそうにしていてうれしい。 

・仕事が休みになってしまったので、また再開した際、お世話になろうかと考えてました。 

・自粛のペースで慣れたので、体調に気をつけてじどうかんを利用できるようになりました。 

・児童館で今まで遊んだことのないゲームや本が読めるのが楽しく、遅くなってもスタッフさんと遊べるのが楽

しくて、帰りたくない時もあるくらいでいるので安心しています。 

・児童館では楽しく過ごせているようで安心している。 

・児童館にも慣れて、毎日楽しく過ごしていると思う。小学校はイヤだけど、児童館は楽しくて好きと言ってい

るので、本当にありがとうございます。 

・児童館を休みたくないというくらい大好きになりました。 

・自分で友達と遊ぶようになり、児童館のお休みも増えたが、何も予定がないと行くー！というので助かってい

ます。 

・宿題をしてくるようになりました。ありがとうございます。 

・少人数で休日に公園で遊んだり、本来のリズムが戻り良かったです。 

・情報も多くなり、出来る予防や行動は冷静に考えられるようになりました。 

・心配は特にありません。 

・スタッフの皆様のおかげで楽しく過ごす事ができているようで、とても有難いです。私も安心してお願いする

事ができています。 

・スタッフの皆さんが良くして下さっている為、児童館へ行くことが楽しみになっているようです。１人で留守

番が出来るようになるまで、お世話になると思いますが、どうぞ宜しくお願いいたします。 
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・ずっとお世話になっていたので、大変助かりました。職員の皆さんが、感染予防に努めていただいたので安心

して利用できました。 

・精神的にもだいぶ自立してきた＆コロナ対応にも慣れてきたので、行く/行かないを自分のペースで、調整で

きるようになってきた。こちらも安心してみてられた。 

・だいぶ慣れてきて、友だちもいるとのことで何よりです。 

・だんだん慣れもあり、基本的なこと（手洗い、マスク、密を避ける）をしていればかからないと信じて過ごせ

るようになり、逆に子どものほうが厳格に守っていて新しい生活様式がようやく身について、心も以前より楽に

なったと思います。 

・適度に体を動かしたり友人と遊んだり、以前のように楽しく過ごせてホッとしている。 

・出来る限りの予防は皆でしているし、安心して通わせることできています。 

・できることと控えることがわかってきたので、注意しながらも楽しむことができてました。消毒・密の回避等

いつもご尽力頂きありがとうございます。 

・テレワーク環境が整ってきたため、できるだけ利用自粛に協力したいと思います。 

・テレワークなど仕事の環境の設備や生活様式の変化があり、その状況にやっと慣れてきた気がします。今後ど

のようにまた変化していくのか不安はありますが、なんとかやっていければなと思います。 

・不安は少しありますが、子どもはそれほどのようです。 

・ほぼ毎日利用させていただいておりますが、祖父母に依頼する等、早めの迎えをしています。 

・毎日学校・児童館へ行くことが楽しいようなので安心している。 

・マスクの習慣が当たり前となり、過度な不安は無くなりました。 

・迎えが遅くなりがちですが、児童館で宿題もやり楽しく待ってくれていて助かっています。 

・もし、自分の子が感染した場合の個人情報の扱いについて（プライバシーと情報開示のバランスなど）。 

・やっと在宅勤務などの環境が整ってきて、利用自粛にも少しは協力できるようになりました。感染のしやすい

状況が少しずつ明らかになってきた中で、それを避けながら楽しめることを探して子どもと共有しています。 

 

★自粛を徹底する家庭、やむを得ず児童クラブを利用する家庭など様々な事情が覗えた。 

★未だ大きな不安を抱えている方、少しずつ不安が和らぎ今の環境に慣れようという方、こちらも様々だが、同

じ感染症に対しても感じ方・考え方に差があることを理解しながら対応に努める。 

★率直な意見を伺うことができた。保護者の心情に寄り添い、コロナ禍の中での児童クラブのあり方を考察して

いく必要がある。 

 

 

 

◎新型コロナウィルスの影響で小学校が休校の期間（3～5 月）やおうち時間をお子さんはどの様に過ごしてい

ましたか？ ※複数回答可 

 

〇状況 

保護者が在宅 児童クラブを 

利用 

休校中の小学校

を利用 

ひとり又は兄弟

と留守番 

親類・知人に 

預けた 

その他 

56 52 38 11 16 6 
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〇その他内容 

・午前中は家で一人で過ごし、昼食後に習い事。 

・仕事を調整しつつ、祖父母も頼って過ごしました。 

・職場へ連れて行った。（3） 

・どちらか休める日は休んだ。 

・兄弟で工夫して遊ぶ。ゲーム、DVD、TV、本、などなど。 

・子どもチャレンジをしたり、ワークを買ってやってました。TV をみたりゲームをしたり、なるべく外出させ

ないようにしていました。 

 

〇家では何をして過ごしていましたか？ 

・YouTube、動画（9） 

・アイロンビーズ 

・インターネット 

・運動（3） 

・お買いもの 

・お手伝い（3） 

・おばあちゃんと遊ぶ 

・おやつタイム 

・折り紙（4） 

・お絵かき（7） 

・カードゲーム 

・学習と遊びの区別をつける 

・家族で団らん 

・学校生活を意識して勉強 

・兄弟で遊ぶ（2） 

・ゲーム（33） 

・ゲーム、TV は最低限 

・公園（11） 

・工作（3） 

・ごっこ遊び 

・サイクリング 

・散歩(7) 

・時間割を作って行動 

・自宅近辺での外遊び 

・室内遊び（2） 

・自転車（3） 

・塾（2） 

・宿題(10) 

・小学校の時間割にそった勉強 

・少人数で過ごす 

・すごろく 

・すごろく作成 

・スマホ 

・掃除(2) 

・外遊び(3) 

・外に行きたいと発言 

・たたかいごっこ 

・タブレット（3） 

・タブレット学習(2) 

・チャンバラごっこ 

・通信教育(7) 

・テレビ(21) 

・読書(19) 

・トランプ 

・ドリル、ワーク（10） 

・習い事（2） 

・習いごとの宿題(2) 

・庭（2） 

・人形遊び（2） 

・ぬり絵（6） 

・ねんど（3） 

・パズル（2） 

・バドミントン 

・ピアノ 

・昼寝 

・プリント 

・ブロック（2） 

・ベランダでピクニック気分 

・勉強、学習（11） 

・ボードゲーム 

・ボール 

・ままごと 

・マンガ（4） 

・もの作り（2） 

・野球 

・友人とオンラインで学校ごっこ 

・料理（6） 

・外遊び 

・兄弟と遊んでた 

・工作（3） 

・工作もかなり上達した。 

・宿題がたりなかった 

・学校からのアドバイスのように過ごした。 

・遊び放題（室内で TV ゲームなし）。 

・一日にゲームの時間を決めてやる。 

・一緒に出来ることを探してやってみた。 

・今しかできないことを楽しむべき。 

・お昼ご飯を毎日子供と一緒に作る。 

・体を動かすものが少ないので気になった。 

・外遊びがあまりできなくなってしまった。 

・友達と関われないのが、一番辛かったですね。 

・なるべく親も一緒に遊ぶよう心掛けた。 

・なわとび。（4） 

・入学までの宿題をこなすのに必死だった。 

・母が作成したプリントやドリルをする。 

・「何をすればいいの～」とぐだぐだ言ってる時間も多々ありました。 
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・家でおばあちゃんと過ごしてもらった。TV が多くなってしまった部分もあるが、おばあちゃんとの時間を楽

しめていた。他県またぎが困難となり、夫がテレワークをしながら 5 月半ば～6 月末まで過ごした。園児なども

いる場合、テレワークをしながらの子守は困難であった。 

・家族みんなでゲーム（ボードゲーム、カードゲーム）をしました。 

・時間割を決めていたが、なかなか実行できないことも多く、人との交流が減って寂しそうでした。 

・なるべく学習の時間を決めていましたが、終わるとすぐゲームやテレビを見ていたので時間ではなく学習内容

を見直しました。家の中だけで 1 日過ごす事が結構難しいと実感しました。 

・人が少ない時間帯に公園に行ったり散歩をしたりした。 

・漢字 20 個書けるようになろうと目標をたてて達成した。 

 

★電子機器を利用したという声がやはり多かったが、そうなることを見越してかアナログゲームや外遊び等も多

く見られた。 

★預け先・遊び方等、感染症に気をつけながらの過ごし方を工夫していたようだ。休校による生活リズムの乱れ

や人との交流が乏しくなること、運動不足など二次的な心身への影響も心配する様子が見てとれた。 

 

 

◎コロナ禍ではありましたが、定員・予約制で人数を限定するなどして、今年度も下記のような企画を実施しま

した。お子さんが参加したイベントについて、保護者の皆様のご感想をお聞かせください。 

 

〇「そあとの庭」砂場ワークショップ 

・充実して大変喜んでいます。 

・砂遊びが大好きなので、またやってほしいです。 

・不参加でしたが、次回あれば参加させたいです。

  

・参加してませんが、行ったらいいのに！と思う。魅力的なイベント（体験学習）だと思ってます。下二人が小

学校にあがったら、ぜひ！ 

 

〇「そあとの庭」坪沼ワークショップ 

・楽しかった。 ・不参加でしたが、次回あれば参加させたいです。 

・とても良い経験でした。帰宅後、オーラが出ていました。 

・かなり刺激になったようで、また行きたい！！との声が聴かれました。イベント今後も積極的に参加していき

たいと思います。 

・最高に楽しかったようで、よかったです。また行かせたいです。 

・参加させていただきました。力いっぱい気力いっぱいクタクタになって帰ってきたので、普段そこまで頑張る

こともなかったためいい経験になりました。 

・参加してませんが、行ったらいいのに！と思う。魅力的なイベント（体験学習）だと思ってます。下二人が小

学校にあがったら、ぜひ！ 

・自然にふれて、自分たちで考えながら活動したと聞き本当に良いイベントだと思います。家族でも行ってみま

した。 

・自然の中で遊ぶ機会が少ないため、とても貴重な経験ができて良かったです。 

・自然の中で体を動かせて良い。子供も楽しそうだった。 
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・自然の中で楽しく体を動かしてきた事がとても良かったです。 

・自分から行きたいと言って参加。満足して帰ってきました。 

・自分から参加の意思をもって、準備も一緒に行いました。生憎の天気にもかかわらず、親の心配を吹き飛ばす

ほどの、帰りバス降車した娘の張り切り声とキラキラした顔が忘れられません。 

外でも思い切り遊べない環境下だったので、大雨でもとても楽しんでキラキラした笑顔で帰ってきてとても嬉し

かった。 

・とても充実した体験になったようです。自信がついたのか、「挑戦」に対して前向きになった気がします。 

・とても楽しかったようです。また行きたいと言っていました！ 

・とても楽しく充実した 1 日だったようです。今でも、また行きたい！！と言ってます。来年度もぜひ企画して

下さい。 

・とても疲れて帰ってきましたが、初めての体験ばかりですごく楽しかったようです。また機会がありましたら

参加させたいと思います。 

・長い距離を歩き、クタクタになりながらも楽しかったと言っていました。野外での活動がすごくためになり、

友だちとの絆も深まったように思います。 

・はじめての経験がたくさんあったようで、楽しがっていました。また参加したいです。ありがとうございます。 

・普段できないことが出来て楽しかった。 

・普段は広い場所でのびのびと遊ぶことが出来ず、自然と触れ合うことも少ないのでとても楽しみにしている企

画です。抽選でもれるととても残念です。 

・毎回子どもが楽しく参加させていただいています。たくさんの児童が参加できると良いですね。 

毎回とても楽しみにしており、目いっぱい楽しんで帰ってきます。普段なかなか体験できないようなことを体験

できないようなことを体験させていただき、大変ありがたく思います。 

・まず今年も行けたことに大喜びでした。木を切った！〇〇を作った！とイキイキして帰ってくるので、今度坪

沼に行って基地を案内してもらうつもりです。 

 

〇「そあとの庭」モザイクアート  

・「土曜に作業が多くて、平日あまりやってなかったのが残念」と言ってました。コツコツ仕上げる作業もいい

ですよね。 

・参加してませんが、行ったらいいのに！と思う。魅力的なイベント（体験学習）だと思ってます。下二人が小

学校にあがったら、ぜひ！ 

・自分が作った部分をうれしそうに教えてくれました。楽しく参加できた様子が分かって良かったです。 

・不参加でしたが、次回あれば参加させたいです。 

 

 

〇七夕かざりづくり 

・楽しかったようです。 

・企画があったことを知らなかった。 

・不参加でしたが、次回あれば参加させたいです。 

・七つ飾りには色々な願いが込められている事を、ゆくゆく学べたらいいなーと思いました。 

 

〇防災エンスショー 

・とても喜んでいました。 ・楽しかったようです。 
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・楽しくていろいろな事ができて楽しかった。 

・とてもいい企画だと思います。 

・久しぶりのイベント参加で、とても楽しんでいた。 

・企画があったことを知らなかった。 

・不参加でしたが、次回あれば参加させたいです。 

・子どもがとても楽しかったと言っていたので、また開催して欲しい。 

・楽しく防災について学べたようなので、来年度もお願いしたい。 

・とても楽しかったとのことでした。もっと見たかったそうです。 

・とても楽しかった様で帰ってきたら家でたくさん話（感想）を聞かせてくれた。 

・防災の知識をしっかり覚えて帰ってきました。とてもありがたかったです。 

・本人は楽しかったようです。参加型だったのが良かったようです。 

 

〇こどもまつり 

・とても楽しんでいた。 

・楽しく参加させていただきました。 

・迷路がとても楽しかったようです。 

・友人と誘い合ってさんかでき、楽しそうでした。 

・わくわくしたとのこと。 

・企画があったことを知らなかった。 

・不参加でしたが、次回あれば参加させたいです。 

・「すごく楽しかった！」と喜んで帰ってきた子どもを見て、嬉しく思いました。おまつりってやっぱりいいな

と思います。 

・イベントが少ない中、子どもたちが参画し、そのイベントに参加させてあげることができて良かった。 

・いろいろなお店のスタッフができて楽しかった。 

・上の学年のお姉さんにかなり刺激を受けたようです。次は私！！と話していました。 

・うきうきして出かけ、目をキラキラさせて帰ってきました。 

・お友達と参加したのですが、とても楽しかったようです。また来年も行きたいと話しておりました。 

・子スタで担当の迷路について良かった点、改善する点など、会話の中で出てきたので次に活かせたらいいと思

います。 

・子スタの再開が決まった時は大喜びで伝えてくれました。大人が考える以上に感染防止対策を各種考えながら

案を練ったようで、子どもの発想に感心しました。 

・子ども達がスタッフで、しっかりしていてすごいと思いました。 

・コロナ禍の中上手に工夫して開催いただき、子どもも達成感を味わうことができました。 

・今年度、唯一の「お祭り」といった行事だったのでとても楽しかったようです。企画して頂き感謝です。 

・今年度は残念ながらお手伝いできず、子どもたちの様子を見る事も出来ませんでした。コロナ禍でも開催をし

て頂けたことに大変感謝しております。 

・スタッフとして取り組んで、積極性が伸びたと思います。 

・スタッフになっていたので、延期しても実施されて良かったです。やりとげたって感じで満足そうでした。 

・楽しかったようです。友だちとも遊べてよかったです。 

・とても楽しかったようです。係の仕事をがんばってやったようです。 

・他のおまつりに行けなかったので、よろこんでいました。 

・友人と約束をして（はじめて）楽しく過ごしてきたけど、短かったと言っていました。 

 

〇クリスマス・ボンクラーズショー 

・大好きなので、またやってほしいです。 ・ボンクラーズのマネをしてました。 
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・やっぱり 2 人はカッコイイ！ 

・企画があったことを知らなかった。 

・不参加でしたが、次回あれば参加させたいです。 

・とても楽しかった様子だった。また楽しませてほしい。 

・久しぶりに児童館のイベントに参加したので、楽しく話をしていました。よかったです。 

・有名なボンクラーズ☆間近でみれてうらやましい^-^私もショーみたいです。 

 

 

◎榴岡児童館の『こどもまつり』では毎年子どもの参画（お客さんとして遊ぶだけではなく、自分の考えを出し、

計画し実行していくこと）を目指して『子どもスタッフ会』を行っています。子ども達の強い要望もあり、コロ

ナ禍のため昨年 3 月から延期していた『子どもスタッフ会』を再開し、3 密を回避しつつ話し合いを重ねて、

12 月に『こどもまつり』を開催することが出来ました。このような子どもの参画についてどのように感じてい

ますか。 

・良いと思う。（8） 

・企画、運営を体験できるのはとても良いと思います。 

・企画を知らなかった。（2） 

・子ども主体の部分があり、いいと思います。 

・子どもには貴重な体験が出来ていると思います。 

・今後も続けてほしい。 

・参加させたかったです。 

・賛成です。 

・自主性が育まれていいと思う。 

・自分で考えながら実行できるようになるので良い。 

・主体性があって良いと思う。 

・積極的な姿勢にとても素晴らしいと感じます。 

・ぜひとも推進していただきたいです。 

・とても良いと思う。（9） 

・我が子にも参加して欲しい。（2） 

・とても立派に見えました。 

・必要なことだと思います。 

・自主性、計画性、協調性も育ち、良い事だと思います。 

・新しい事や自分で考えた事を実施することは良い事。大変だけどやりがいを感じられると思うし、何事もやれ

ばできるし何とかなるという成功体験をすることは今後本人たちの力になると思う。 

・いい機会だと思います。児童クラブのスタッフのみなさんはいつでも子供たちの目線まできて共に考えてくだ

さるので、成長の機会をありがとうございます。 

・今の子ども達は、私達の小さい頃とちがい、親に守られての行動が多い気がします。安全面で仕方ない事です

が、自主性を持つためにはある程度親から離れたところで何か活動をする必要もあると思いますので、そのよう

なチャンスを与えていただき、ありがたいと思います。 

・うまく進行しないこともあるが、自分の役目に責任を持つ事を覚えると思うので、とても良い事だと思う。 

・大人のように振る舞っていて、すごいと思いました。 

・学校活動とは違った場で、自分の長所を発揮できるいい場所、イベントだと思います。縦横だけの関係ではな

く、斜めの関係で色々な人と触れ合えるのは良いことだと思います。 

・子どもが自主的に考え行動するのは良いことだと思いますが、コロナの心配もあるため３密回避は必須だと思

いますし、開催にも注意を払って頂きたいです。 

・子ども主体のイベントは自主性を高めるいい機会だと思うので、参加して欲しいと思う。 

・子どもスタッフ会に参加していましたが、延期になり、再開のタイミングでは習い事の時間と重なったことで

参加できず、残念でした。参加している時は、自分で時間を見て、意欲を持って行っていたように思いました。

帰宅後も報告を色々してくれ、とても良かったと思います。 

・子どもスタッフたちが、どうしたらコロナ禍で子どもまつりをすることが出来るのかを一生懸命考え、計画・
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実行できたことは本当に素晴らしく、良い経験をさせていただいたと思います。延期になった時は本当にがっか

りしていたので、再開し実現できたことは子どもにとっても大きな喜びでした。開催に向けてご尽力いただき本

当にありがとうございました。 

・子ども達が行いたい！という強い思いを持てるイベント自体が素敵ですが、さらにそこから考えて実行する参

画、ありがたい企画だと思います。 

・子供たちが自分で考え、行動する！！とても良い事です。そして、職員の皆さんがサポートしてくれ、子供達

の自信につながっていると思います。自分の子供にも積極的に参加してほしいです。 

・子ども達の自主性を育成する観点から、すばらしい機会と捉えています。コロナ禍という大きな課題もあり、

いろいろ意見もあるかとは思いますが、継続の価値があると思います。 

・子ども達の力を伸ばす活動をして頂いてありがとうございます。 

・子ども達の学びを守るために、尽力して頂きありがとうございます。「やめるのは簡単。やるのは大変。」だっ

たと思います。 

・子どもの大いなる成長と、素晴らしい思い出になること間違いなしですね。今回は日程の都合が合わず、残念

でした！ 

・子どもの考えを 1 番に考えてくれて、子どもに寄り添ってくれて、見守ってくれるのが本当にありがたいです。

出来る限りイベントができたら良いなぁと思ってます。子どもののびのびとした姿が見れるので。 

・子どもの計画性や自主性を育てる良い機会だと思います。 

・子どもの参画、とても素敵だと思います。そしていつも感心しています。子ども達の考えってすごいです。自

分も、子どもスタッフ会やってくれたらなと思っています。 

・子どもの自主性や責任、リーダーシップの機会になり大変良い取り組みだと感じる。 

・子どもの自分で考えたり、周りと協調して物事を進めていく体験ができて大きな人間成長の機会になっている

と思う。素晴らしい取組みだと思う。当日も自分たちがスタッフとしてメインになってすすめていく事で責任感

と達成感を得られ、なかなか体験できないことをさせてもらっていると感謝している。 

・子どもの力が大人の原動力になるというか、大人も負けてられないなという気持ちにさせてくれます。子ども

に教えられます。 

・コロナ禍で様々な催しものが中止、制限がかかりますが、それでもできる方法はあると思います。対策を行っ

たうえでの「こどもまつり」の再開、参画は必ず意味のあるものになると感じます。我が子にもぜひ子どもスタ

ッフ会に参加してほしいなと思っています。 

・コロナ禍でも子どもの自主性を尊重する活動が出来たことはすばらしいと思う。大変だが、今後も活動を絞っ

て 3 密回避しながら続けて欲しい。 

・コロナ前より考慮する内容・配慮がかなり増えたことと思いますが、子供たちの積極的な参加に対する意欲は

とてもすばらしいと感じました。大人だけでなく子供達にも感謝です。 

・参加したい子はどんどん参加して楽しく過ごすのが良いと思います。 

・参加していなくてもおたよりで紹介されている内容が充実していた。 

・参加をすることはとても大変。多くて中止されている中、開催することは勇気がいること、お疲れ様でした。 

・自主的に活動できる機会があることは大変ありがたいです。 

・自分たちで考え、意見をぶつけ合い、形にしていくという場があることがまず素敵です。また、スタッフのラ

ンク付があることで、「憧れのプラチナさん」を目指して気配りや仕切り方を学ぶようです。しかも学校と異な

り学年の枠を超えてリーダーや意見ができる仕組みなのが素晴らしいです。 

・自分で"こうしたい""これがやりたい"をたくさん考えて意見を出し合い、自分たちで作り上げることに達成感
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を感じることができたように思います。"アボカド"から"シルバー"になることを目標にしていたので、今年"シル

バー"になれて、とても喜んでいました。一緒にうれしかったです。 

・自分で考え行動する力がつくので、とても良いことだと思います。 

・自分の考えを持って実行するという事は、これから大人になる子どもたちにとって必要なスキルだと思います。

コロナに感染するリスクは少なからずあると思いますが、このような状況でも開催して頂けたことは子どもたち

にはいろんなことを学べたいい機会だったと思います。 

・責任感と、やりがいがあると思うので話し合いも大事だし、本番当日も長い時間みんなですすめられて良いと

思います。 

・楽しみにして行きました！！楽しかった！！またやりたいとの事を言っていました。 

・小さいころから参加していて、スタッフとして、みんなと何かをやりとげる責任と達成感を味わってほしいと

思っているので、子どもの時の経験は大切だと思っています。 

・出来ることは可能な範囲でどんどん参加してもらいたいと思っています。 

・遠出など楽しみが通常の生活より少なくなっている中、楽しめるイベントを開催いただけることを感謝申し上

げます。 

・とても良いと思います。保護者会にも協力要請があれば、お手伝いが何かできるかなーと思います。 

・とても良い取り組みだと思っています。でも自分の子がなかなか「やりたい！」とは発信がないので、見守っ

ている感じです。 

・人数制限や感染予防を徹底すれば、子どもたちの交流はとても大切だと考えます。 

・まだ 1 年生なのでよくわかりませんが、今後参画してもらえたらと思います。 

・目標に向けて、自分だけでなく仲間と考えを擦り合わせていくこと、「お客さん」の立場になっての視点から

もおまつりを考えることができること、大人になって社会生活をする上で、欠かせない基本的な部分をこの活動

を通して体感実施できると思います。 

・有意義だと思う。自ら考え発言するクセがつき、これから求められる人材に育つのでは？ 

 

★今年度は例年に比べイベントの実施回数は大幅に減り、様々な制限もあったが、その中でも満足の声が多く聞

かれた。 

★子どもスタッフについては、『こどもまつり』への参加・不参加を問わず肯定的な意見が多かった。 

 

 

◎榴岡児童館に「あったらいいな」「こんなことやってみたいな」「こんなことしてほしい」ということがありま

したら、お聞かせください。 

・「百人一首大会」 

・遊び方が危険と感じる事がある。福祉目線。 

・今でも十分に楽しいとのことでした。 

・英語レッスン 

・体を動かしてほしいです。 

・四季を感じられる行事、家庭ではできないこと 

・自然との触れ合いをもっと作ってほしいです。 

・手芸 

・新作のマンガだそうです。 

・ハロウィンがしたかったです泣。 

・ピアノレッスン 

・昔遊び 

・「ビブリオバトル」←本を紹介しあってディスカッションを行う。 

・3 年生からの夏休みの合宿（？）みたいなのを復活させてほしいです。 
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・遊びながら学べる、手作り実験セットなどあれば楽しいと思います。 

・今までの行事・イベントなどが本当に素晴らしく有難いです。継続する事も難しいですが、ぜひ続けて欲しい

と思います。 

・いろんなあそびなど、我々では思いつかない事に触れさせてもらっているのでこれ以上希望することはないで

す。 

・お菓子を親が届けたり預けておく方式だけでなく、その日に子どもが持っていけるようにしてほしい。コロナ

禍で毎日行くわけではなくなった事や捕食的なおやつを持たせたいため当日持たせられるととても助かる。 

・親子で参加できるワークショップや様々なコンサートなど。 

・学校でもやっているが、花を育てたり、野菜を植えたり…街中の学校なので自然にふれあう機会を作って欲し

い。 

・体を動かすことがすきだけど、遊戯室はみんなが使うから踊ったり体操したりできないと言っていました。簡

単なストレッチや子どもができるヨガなど、動き回らなくてもできる運動をする時間（教えてもらえる時間）が

あったらうれしいそうです。 

・逆に「そあとの庭」のような外に出て行うイベントがあって驚きました。こういうイベントは他にもいろいろ

企画して頂けるとうれしいです。 

・今年の夏休みはいつも通りながいと思うので、夏休みを満喫できるイベントが良いですね。海とか山とか。防

災と組み合わせるのもいいかもしれません。 

・子どもスタッフ会のような、参加して何かを作るイベントに、また参加してほしいと思います。コロナ禍です

が、機会を減らさず、やってほしいです。 

・子供達を楽しませてくれる事をたくさん考えていただいているので十分満足しております。学校で遊ぶより楽

しい！とのことです。 

・こどもまつりのように自分達で考える事やそあとワークショップのように自然に触れる体験は続けていただき

たいと思っています。 

・コロナがおちついたら、子供たちで集まってできるような、行事やイベント、スポーツ大会できると嬉しいで

すね。 

・コロナが終わった後のイベント等を楽しみにしています。 

・コロナ禍が落ち着くまでは難しいとは思いますが、やはり保護者も子どもと一緒に参加できるイベントがある

とありがたいです。「おそうじ会」は大人だけだと掃除に全集中するので交流が難しいですね。二昔前にはやっ

た「ウォークラリー」とか親子行事でいかがでしょう。職員さんはチェックポイント係で。 

・コロナが終息したら…保護者に講師になってもらい、様々な職業を学ぶ会なんていいのかなと思いました。 

・コロナ禍になってからは、横のつながりが出来にくくなってしまったような気がします。お互いに顔の見える

関係になれると不安も減るのかなと感じます。子供達が過ごすじどうかん、本館や分室の中をみることが出来た

り、お母さん同士で話ができる機会があればいいのかな？と思います。 

・コロナ禍の中、たくさんのイベントを企画していただき、感謝しております。小学校のプールがないので、夏

に（どこかのプールへ）プール学習とかあったら嬉しいです。昨年も一度も入れてないので…。 

・自分は 30 年以上前に児童館で月 1 回おかし作りがあってそれが楽しみでした。たしか、500 円を持って行

ったような…。今は難しいかもしれないですが、ホットプレートを使ってどら焼き作るとか、さくらもちを作っ

たことを今も何となく覚えています。 

・障害の子も児童館にいるので、誤解や差別につながらないよう勉強会？子どもたち同士で話し合えるプログラ

ムをしてほしい。 
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・将棋をやってる児童館や学校のクラブがあるので、少し取り入れてほしい。 

・スタッフに担当場所がある中、時々違うスタッフがいると子どもたちの表情が少し新鮮に感じました。でも、

スタッフが決まっているととても安心感があります。 

・そあとのように長期休み等など、イベントをして欲しいです。そあとの活動に共感です。自然に触れ合わせた

いといつも思っています。 

・そあとは継続してほしいです。お泊まり、以前はありましたっけ！？状況次第でしょうが、宿泊イベントも楽

しそう～！ 

・外での活動、お花見会がしたい、小さい子がおり、列車や車に興味があるので、コロナ前以前やっていたと聞

いていたモノレール？プラレール大会に参加してみたい。 

・楽しく通える、安心できるスタッフの方がいる場所であり続けてもらえればと思います。 

・長期休み（春休み、夏休み等）の期間、児童館で昼食お弁当の注文ができたりすると助かります。 

・榴岡児童館でお泊まり会とか、クッキー作り。 

・夏場には「お茶」が復活して欲しいです。児童館で自由に飲めるお茶がないと、汗をかく夏場は水筒が放課後

には空になってしまい、親としては心配です。 

・夏休み等に遠足のようなイベントがあると子どもも楽しい思い出になるかなぁと思います。 

・習い事をさせたいと思っても送迎ができず、思うようにさせられない。幼稚園は、延長保育の時間内に習い事

ができていた。児童館内で習い事をさせてくれたり、集団で習い事へ行き来してくれたらできることが広がると

思う。 

・分室と本館では設備や物品の差がまだあるのかなと思います。少しずつ増えていくと良いなと思います。 

やって頂けるなら何でも OK です。 

・利用しない日の連絡を、朝しか覚えていられないのです。電話する時間もないほど慌ただしいのですが…どう

したらよいでしょう…。 

 

 

◎ご自分の事や子育てなどで、何か不安や困っていることはありますか？ 

・あると言えばありますが…ささいな事です。(笑) 

・自宅で TV を見る時間が増えて困っています。 

・収入が安定しない。 

・4 月から夫が単身で東京に行きます。母と子供だけの生活、どこまでできるかやってみないとわかりませんが、

力をあわせて笑顔ですごしたいなと思っています。 

・いつまで児童館で過ごすことができるのか？それに伴い自分はいつまで働くことができるのか少し心配です。 

・いつもお世話になっております。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

・今のところ困っていることはありません。いつも細やかに子どもたちを見守って下さって、私はとても感謝し

ています。そして保護者のことも気にして下さって、私も支えてもらっているような気持ちで心強かったです。

本当にありがとうございました。 

・今は、特にありません。いつもありがとうございます。安心して働く事ができます。 

・今はありませんが、不安や困っている時に相談したいと思える場であり、そのような場があることに感謝して

ます。 

・ゲーム、ユーチューブとの付き合い方は難しいと思います。 

・現在はありません。何かあったときに相談しやすい体制があるとありがたいと思います。（お迎え時の立ち話

ではなく、予約制の個人面談など）児童館での子供の様子を知りたいので、次年度も保護者会（？名称不明、学
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年ごとの集会）を実施して欲しい。 

・子が心も体も大きくなるにつれ、どう対処していいのかわからないときがあります。中学年にもなり、どうす

ればいいのかと思う時があります。 

・子育て不安になっている時、館長さんやスタッフさんに話を聴いて頂き色々アドバイスして頂き、とても気持

ちが楽になります。いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 

・コロナ、地震等の自然災害が心配ではありますが…。万が一、親と離れても、生きていく力のある子に育てよ

う、とは思っています。難しいですけどね。 

・コロナが心配。4 月以降、仙台市児童クラブの動向がどうなるかで、元に戻るとまた密の状態に子どもをお願

いするとなると、心配がつきません。 

・コロナで休日に友だちと会って遊んだりがなくなってしまいました。大人と遊んでも楽しくないようで、お友

だちと遊びたいと言います。土曜日など自由来館で利用するのは迷惑ではないでしょうか？ 

・昨年 3 月の休校から 1 年経つ…年を重ねるごとに時間の経過が早すぎて、気づいたら 3 人の子供達がとても

大きくなっていることに喜びと、戸惑いと、様々な思いの日々です。仕事の時間が多く、子供達との関わりの時

間が少ない気がしていて、これでいいのかなと自分の数年先が何となく不安です。コロナ発かもしれませんが、

自分の働き方を見直す時がきたのかも！？ 

・自分の子が他の子と比べてどうなのかが分からない。とにかく毎日困っている。 

・成長のスピードにうまくついていけるのか時折不安です。親と子→友だち感が大きかったり。自我をおさえつ

けることしてないか？など考えてしまうことあります。 

・たくさんありすぎて書き切れません。我が子を信じて、勉強できなくても優しい子に育ってほしい…。 

・段々と反抗期にさしかかっているのに甘えんぼで振り幅が広くて私の体と心のほうがついていけてないです。

在宅勤務で人と話すことが減っているのも子どもの気持ちを受けとめきれないのかもしれないです。 

・疲れてくると怒りがコントロールできず、ストレスで子供に当たってしまい、本人から下の子へと怒りの連鎖

が続いてしまいます…反省。 

・特にありませんが、娘のことで何かご迷惑をおかけしたりすることがあれば遠慮なく教えて頂ければと思いま

す。いつも本当にありがとうございます。 

・不安を抱えた時、いつも聞いて頂いていたので、感謝です。 

 

 

★児童館への希望の項目では、新たな希望の他に今年度実施できなかった行事の復活を望む声が寄せられた。コ

ロナ禍でも工夫して実施できるものに関しては、復活させていきたい。 

★コロナやそれに付随する不安が未だ続いているようだ。 

★児童館を“相談できる場”として認識されていることを大変嬉しく思う。 
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令和 2年度 榴岡児童館アンケート集計結果『子育て世代』 
※午前中自由来館をご利用の乳幼児保護者の方々に協力して頂きました。           回答：17 名 

◎あなたについて教えてください。 

男性 女性 無回答 

0 15 2 

 

 

◎今日はどんな目的で来館されれましたか？ 

お子さまを連れての来館 イベントに参加 その他 

14 2 8 

〇お子様の年齢 

・0 歳 10 か月(2) 

・0 歳 11 か月(2) 

・1 歳 10 か月 

・1 歳 11 ヶ月 

・1 歳 1 ヶ月(2) 

・1 歳 6 か月 

・1 歳 7 か月 

・2 歳 2 か月 

・3 歳 0 か月 

・3 歳 3 か月 

・4 歳 4 か月 

・7 歳 6 か月 

・9 歳 5 か月 

〇その他内容 

・遊ばせた 

・子育て支援クラブ「ガーネット」の活動 

 

◎榴岡児童館をどのくらい利用していますか？ 

週 3 回以上 週 1，2 回 月 1，2 回 イベントの時だけ はじめて 

3 3 7 3 0 

 

 

◎榴岡児童館をどこで知りましたか？ 

児童館だより のびすく 区役所 HP 知人から 町内会回覧 その他 

9 0 1 3 3 1 1 

〇その他内容 

・ガーネット経由 

 

 

◎下記の項目についてはいかがですか？ 

 満足 やや満足 やや不満 不満 

児童館だよりの内容 12 4 0 0 

児童館で過ごして 12 3 0 0 

スタッフの対応 14 2 0 0 
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◎コロナ禍ではありましたが、定員・予約制で人数を限定するなどして、今年度も下記のような企画を実施しま

した。ご本人またはお子さんが参加したことがあるものについて感想をお聞かせください。 

〇ぴよぴよひろば（0 歳児） 

・同じような月齢の子とあそべて楽しい。 

・他の子に会えるので刺激になって？いいみたいです！ 

・ハロウィンの飾りを作ったのが楽しかったです。家でやりたいと思っても時間がとれないのでこのような機会

は貴重だと思いました。 

 

〇よちよちひろば（1 歳児） 

・とても楽しい、また参加したい。 

・なかなかイベントがなくなっていたので、開催してもらえてうれしいです！ありがとうございます。 

 

〇ぴょんぴょんひろば（2 歳児～） 

・1 月末の節分、今回のひな祭りのイベントに参加しました。絵本のチョイスのセンスがいいのと、読み方がお

上手で満足です。1 月のイベントの時はピアノを弾いてくださったので、より満足でした。 

・親たちを知合いに！というテーマだったのかと思いますが、それよりも元気な 2～3 歳の子たちが思いっきり

楽しめる内容が良かったなと少し残念で 1 回しか参加しませんでした。絵本も赤ちゃん過ぎたり年長？小学生向

けだったのでもっと合うものだとよかったなと思います。 

 

〇つつじがおか子育てサロン 

・救命救急の講習がとてもよかったです。また参加したいです。 

・とても楽しい、また参加したい。 

 

〇ゲリラハロウィーンイベント 

回答なし 

 

〇こどもまつり 

・1 年生の子どもが初めて一人で参加しました。とても楽しかったようです。次回はもっと長くできたらいいで

す。 

 

〇クリスマスツリーの飾りつけ〈子育て支援クラブガーネット〉 

・かわいかった♡ 

・職員さんに自分から声を掛けるのが緊張しました。プレゼントがあると聞いたのですが、どうすればいいのか

な？と戸惑いました。 

・楽しかったです。 

・プレゼントもいただき、うれしそうでした^-^ 
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◎榴岡児童館では、子育て中のお母さんたちが「子育て支援クラブガーネット」の会員として、乳幼児さんのイ

ベント企画やママココフェスティバル、児童館まつりで活躍しています。 

〇「子育て支援クラブガーネット」をご存知ですか？ 

知っている 知らなかった 

9 5 

 

〇「子育て支援クラブガーネット」の会員として活動してみたいと思いますか？ 

活動してみたい 活動してみたいが都合がつかない 入会は考えていない 

3 2 6 

・現在活動している 

 

★コロナ禍の利用であるためか、利用頻度は月 1、２回が一番多いという結果になった。児童館で過ごしての満

足度は、不満はなく、ほぼ満足していただいているようだ。今年度は人数を限定してのイベント開催となったが、

イベントにまた参加したいという好評を多くいただいている。 

★子育て支援クラブガーネットに関しては、知っているが過半数を占めていたが、入会を考えていないという意

見が上まわった。 

 

 

◎榴岡児童館の『こどもまつり』では毎年子どもの参画（お客さんとして遊ぶだけではなく、自分の考えを出し、

計画し実行していくこと）を目指して『子どもスタッフ会』を行っています。子ども達の強い要望もあり、コロ

ナ禍のため昨年 3 月から延期していた『子どもスタッフ会』を再開し、3 密を回避しつつ話し合いを重ねて、

12 月に『こどもまつり』を開催することが出来ました。このような子どもの参画についてどのように感じてい

ますか。 

・主体的に開催できるので良いと思います。 

・知らなかったので、参加してみたいです。 

・とても良いと思います。 

・子どもが主体的に動くことが出来て、すごく良いと思います。 

・子どもが自ら考えたり、チームを作るのはとても大切ですし、楽しい思い出になると思います。 

・コロナの中で孤独に感じるお母さんも多かったと思うので、とてもありがたかったと思います。 

・参加させていただきました。制限がある中で、様々なことが考えられていて、とても感動しました。ありがと

うございました。 

・自分たちの考えを出してそれが通った喜び、どのようにしたらうまくいくのか考える等良い機会だと思う。 

 

 

◎新型コロナウィルス感染症拡大のため、児童館が利用できない期間（3～５月）や、おうち時間をどのように

過ごしていましたか？また、その期間不安に思ったことはありますか？ 

〇過ごし方 

・家の中で遊ぶ。 

・屋外に車で行くことが多かったです。 

・紙工作、お絵かき、家の中でできる体操。 

・公園 or 家で出来るあそび。 

・庭や屋上で外遊びをしたりしていた。 
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・家の中でふとんを重ねて山にしたり、ベランダで遊んだりしていた。パズル等、はさみ、お絵かき。 

・学校と同じリズムで生活できるように、心掛けました。 

・月齢が低かったこともありますが、ほぼずっと家にいました。 

・公園に行ったり、おうちのベランダで遊んだりしました。 

・子どもと手作りしたり、カードゲームをして楽しめることをさがす。 

・自宅におもちゃや遊具を買いまくり、和室をプレイルームにした。 

・ベランダにテントを張って過ごしていました。引きこもり、友人ができなかった。子ども達や、いとことまっ

たり過ごしていました。 

・リトミックの習い事をしていたので家で歌やフラッシュカードなどをしていました。PC でお友だちとおしゃ

べりなども数回しましたが、まだあまり PC やタブレットを使わせたくないのでストレスでした。 

 

〇不安に思ったこと 

・一日中家にこもっていて、気が滅入りました。 

・いつみんなと遊べるようになるのか。 

・学校がどうなるのか。 

・学校がまた休みになったらどうしようか不安。 

・人との交わりがない。 

・いつまで続くのか(制限がかかることに子がストレス)。 

・赤ちゃんが落ち着かないのは自分の育児の仕方が悪いからではないか…？ 

・新しくお友だちを作ることが出来なくて、SNS 上でしか情報交換ができないので、私も子どももコミュニケ

ーション能力が下がっていくのでは？と感じました。 

・買い物の時など、過剰にアルコール消毒をして行っていました。人ごみに行くのが嫌で不安でした。 

・子どもの運動不足。公園や外で遊ぶ機会が減ってしまった。 

・このまま、親子とも交流がないまま、お友達付き合いが苦手になってしまうのでは…と不安になりました。 

 

 

◎緊急事態宣言が解除された 6 月以降、乳幼児親子の平日利用が再開してからの児童館の様子やイベント等は

いかがですか？お気持ちやご意見をお聞かせください。 

・11 月頃からイベントへ参加していました。 ・人数制限があったり、対策がされていて安心。 

・危ないことをする子とか意地悪する子を親が見ていなくて困る。 

・いつも明るく迎え入れて下さるので安心します。コロナに対する不安はありますが、遊んだり話せる場はすご

く大切だと思います。 

・おもちゃが減ってしまって淋しいです。申込み制が増えたので面倒くさいなーと思って気軽には参加しなくな

りました。 

・正直午前中だけだと時間がなくて、お昼を食べさせた後にたくさん遊ばせたいし、前みたいにお昼を持参でき

ると何かと便利でした。ムリなのはわかります。 

・少しずついろいろな友達にも児童館で会えてうれしい。情報交換も出来ていい。 

・先生方もいつも優しく話しかけて下さり、とても救われます。 

・たくさん工夫をして再開していただき本当にありがたいです。 

・ほとんど行けていないのですが、みなさん適度に距離をとって過ごせているので安心して利用できています。 

・ほぼ毎日来館させていただき、とても救われました。 

 



【子育て世代対象】 

65 

 

◎榴岡児童館に「あったらいいな」「こんなことやってみたいな」「こんなことしてほしい」ということがありま

したら、お聞かせください。 

・プラレール大会の再開をたのしみにしています！ 

・託児付イベント（今は難しいかもしれません）。 

・ヨガとか、お菓子作り。 

・おじいちゃんやおばあちゃんが「いいよ～見ててあげるから～」みたいな日。 

・転勤族ママのイベントを月 1 回とかしてほしい。(転勤族ママ以外でも引越してきた方のコミュニティーがあ

ると嬉しい)楽器のふれあいやコンサート。 

・名前をつける。あんぱんまんとか、ウルトラマンとかのカード(子どもが思わずつけたいやつ）でお互いの名

前を呼びあいたい。 

・錦が丘の児童館のイベントでアートがあります。遠いですがやりたくて申し込みましたが、人気で体験は出来

ません。アートや音楽など見せたり教えてほしいです。 

・音楽に触れる機会や、のびすくでやっているような離乳食や歯の相談会？など。予約が取れなくて…(>_<) 

 

 

◎ご自分の事や子育てなどで、何か不安や困っていることはありますか？ 

・とにかく寝てくれない。 ・ママ友はいますがもう少し欲しいです。 

・4 月から保育園だが、好き嫌いが多いこと（給食）。 

・コロナで同年代の子たちとの接触が限られてきました。この子が大きくなったとき、人とのコミュニケーショ

ンありかたに影響が出ないのか気になっています。 

 

★こどもまつりの子どもの参画に関しては、賛同する声が多くあり、実際にこどもまつりを訪れた方の意見も聞

くことができた。 

★コロナ禍でのおうち時間は、家での過ごし方を工夫する意見が多く見られた。公園へ行くという意見もあった

一方で、人ごみには行かないようにと人との関わりを避ける意見も多くあった。人と交流できず、今後の交流に

ついて危惧する意見も複数あった。 

★児童館の利用が再開してからは、親同士、子ども同士の交流ができる喜びの意見の他に、「コロナ対策に関し

ては安心」と「もっと遊びたい」という双方の意見が寄せられた。 

★児童館での様々なイベントを今後期待する声も多く、コロナ禍が明けた際のイベントの復活を望む意見もあっ

た。 
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令和 2 年度 榴岡児童館アンケート集計結果『一般・教員』 

回答：12 名 

◎あなたのことを教えてください 

20 代 30 代 40 代 50 代 60 歳以上 

7 1 2 1 0 

 

 

◎榴岡児童館に来たことはありますか？ 

ある ない 

10 2 

 

 

◎どのような時に来ますか？ 

児童クラブの様子を見る 遊びに来た イベントに参加 その他 

6 0 3 3 

〇その他内容 

・子どもに会いに ・子どもの様子を見に 

 

 

◎榴岡児童館についてはいかがですか？ 

 満足 やや満足 やや不満 不満 

雰囲気 10 2 0 0 

スタッフの雰囲気 

・対応 

10 2 0 0 

 

 

◎毎月児童館だよりを発行していますが、内容はいかがですか？ 

・良い。 

・見やすいレイアウトです。 

・イラストが添えられていたり、温かで親しげな文章

が沢山載っていたりし、素敵だと思います。 

・工夫されていてとても読みやすい内容です。情報も

多いので、「児童館」についてみなさんに理解してい

ただいていると思います。 

・子どもたちの学校外でのようすが知れます。 

・とても充実していて読んでいて楽しいです。 

・児童に配ると、内容によく目を通している様子が見

られるので、興味を持つようなイベントなどが書いて

あるんだなと思っています。 

・たくさんの情報がのっていて参考になる。 

・とても分かりやすく、楽しい内容だと思います。子

供たちも楽しみにしているようです！ 

・児童館の様子がとてもよく伝わる充実した内容で

す！ 
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◎今年度はコロナ禍ではありましたが、定年・予約制で人数を限定、複数回に分けて開催するなどの対策を行い、

下記のようなイベントを実施しました。知っているものについて、感想をお聞かせください。 

 

〇そあとの庭ワークショップ（坪沼、砂場、モザイクアート） 

・イラストも可愛いと思っていました。 

 

〇七夕かざりつくり 

回答なし 

 

〇防災エンスショー 

回答なし 

 

〇クリスマスボンクラーズショー 

・ボンクラーズの YouTube 見させていただいております。役者ですね。 

 

〇こどもまつり 

・子どもたちが主体的に取り組み、とても意欲的に実施されていました。制限があるなか、とても良かったです

（時間ごとに分けての実施も良かったです）。 

 

 

★12 人と少人数の回答となったが、満足度は高く、児童館だよりも好評の声がほとんどだ。イベントへの感想

は少ないが、児童館での活動に目を通してくれている意見もあった。 

 

 

◎榴岡児童館のグッズやイベントで「あったらいいな」「やってみたいなあ」「こんなことしてほしいな」などが

ありましたら、お聞かせください。 

・コロナが落ち着いたらやはり、「児童館祭り」を以前のような形でできるといいなーと思います（※榴岡では

ありませんが、娘の児童館でのお祭りがとても楽しかったので…）。 

・イベントが多く、とてもすばらしいと思っています。コロナ禍ではありますが、来年度もぜひ実施してほしい

です。 

 

 

◎榴岡児童館のこどもまつりでは子どもの参画（お客さんとして遊ぶだけではなく自分の考えを出し、計画し子

ども主体で実行していくこと）を目指して『子どもスタッフ会』を行っています。今年度はコロナ禍のため昨年

3 月から延期となっていた『子どもスタッフ会』を、子ども達の強い要望もあり 10 月より再開、3 密を避けな

がら話し合いを重ね、12 月には『こどもまつり』を開催することが出来ました。このような子どもの参画につ

いてどう思いますか？ 

・幼い頃から主体性を持って、やりたい事に取り組めることは立派ですし、勉強ではないところで、そのような

場があることはありがたいです。 
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・学校も主体性が求められているので、学校の他でも、経験できることは大変良いことだと思います。 

子ども主体で物事を計画・実行していくことにより、身につく力はたくさんあると思うので、とてもいいと思い

ます。 

・子どもたちが主体的に考え、活動する場があることはとても素晴らしいと思います。活躍の場を設けて下さり

ありがとうございます！ 

・子ども達が主体的に考え、実行していくのは、とても良いことだと思います。 

・子どもの主体性を育むために、コロナ対応もあるかと思いますが、ぜひ実施してほしいです。（次回も） 

・参加しようとする児童はとても楽しみにしており、また責任をもってやろうという意欲も伝わってきます。素

晴らしい取組みごとだと思います。 

・児童館に在籍するクラスの子どもたちも準備や本番がとても楽しかったと言っていました！ 

・素敵な企画だと思います。 

・本当に素晴らしいと思います。子どもたちの生き生きとした表情が印象的でした。受身ではなく、主体的にと

いうところが素晴らしいと思います。また来年度も期待してます。 

 

 

★コロナ禍の中でも、児童館まつりを希望する声や子どもまつりの開催を喜ぶ声が多くあった。毎年子どもの参

画に対して高評価を得られているが、今年も賛同する意見が多く寄せられた。来年度の開催にも期待が寄せられ

ている。 

 

 

◎新型コロナウィルスによる休校期間中（3～5 月）および学校再開後（6 月以降）について、それぞれの期間

で思ったこと、児童館の対応について、お聞かせください。 

 

〇休校期間中（3～5 月） 

・不安に思ったこと 

・預かり児童が多かったので、教室が密になり、対応する場所があるかどうか心配であった。 

・いつ学校再開できるのか。(3) 

・学校が再開しても感染対策をどのようにしていくのか等、不安が多くありました。 

・子どもたちの心の状態、ストレスはたまっていないか、子供たちがお預かり期間にコロナ発症しないか。 

 

 

・児童館の対応について 

・預かりを連携していただいたこと。 

・ありがたかったです。丁寧に対応していただいているなという印象です。 

・いつも細かい情報までいろいろ教えていただき、たいへん助かってます。今まで通り連携をしていけば、問題

ないかと思います。 

・学校からの引き渡しの際に、スタッフさんが笑顔で温かく子どもたちを迎えに来てくれ、子どもたちはもちろ

ん、私もホッと安心しました。遠いプレハブ校舎まで毎日…ありがとうございました！！ 

・休校期間中も子供達のためにありがとうございました。 
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〇学校再開後（6 月以降） 

・児童との関わり等を通して安心したこと  

・子供たちは、最初はやや緊張気味でしたが、次第にクラスや友達になじみ、元気に生活できるようになった。

新しい生活様式にも順応して生活できた。 

・子どもたちはみんな児童館が大好きです。学校では見せない表情も、児童館で出しているので、とてもいい場

所だと思います。保護者も安心してお預けしていると思います。 

・児童館に通っていた子も、おうちで過ごしていた子も、みんな元気に入学してくれたこと。コロナのことを頑

張って理解しようと努め、マスクの着用と手洗いに取り組んでくれたこと。 

・友だちと会える喜びを感じ、笑顔な姿をたくさん見れたこと。 

・友達と関わる姿含め、楽しそうな姿。 

 

 

・不安に思ったこと 

・感染拡大しないか。学校での教育活動が原因で子どもたちが感染してしまわないか。 

・感染者が増えた時期（ステージ 3）は、「また休校になったら嫌だな…」と不安になりました。 

・自分がもしコロナをもっていたらということ。 

・不安からなのか、密着度が高い子が昨年よりも多い気が…。 

・また休校になってしまったらどうなるのか 

 

 

・児童館の対応について 

・クラスの子も楽しいと言っていたので感謝しています。 

・児童館に行くことを楽しみにしている姿や、にこにこしながら下校していく姿を見て、いつも安心して送り出

していました。ありがとうございます。 

・常に、子供たちと暖かく接して下さり、ありがとうございます。 

・とても良いです。始まりと終わりに職員室にあいさつをしていただいています。その時、気になる点など共有

できるので助かります。いつも対応が素早く大変ありがたいです。 

・入学前の様子を教えていただき、大変助かりました。生活面でいろいろ子供たちに教えていただいたおかげで、

スムーズに学校生活に入れた子も多かったと思います。 

 

★休校期間も、学校再開後も、コロナウイルスの感染や今後の学校生活についての不安の意見が多く見られた。

また、児童館との協働に感謝を寄せていただいた意見が多くあり、日頃の協働が今回の非常時に活かされている

と感じた。 

★学校再開後は、子どもの笑顔に安心をもらった意見が多くあり、子どもを通じて大人も元気づけられているこ

とが伺えた。 
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◎あなたは児童館をどのような場所だと思いますか？ 

・安心できる場所。 

・子どもの居場所。 

・第二の家。 

・学校と協力して子どもたちを見守ってくれる場所。 

・子どもたちがのびのびといられる場所。 

・子供たちが放課後、安心して過ごせる居場所。 

・縦のつながりが生まれる、仲の良いともだちが 増える場所だと思います。 

・多様な人たちが利用できる場所。子ども・家庭・地域を支えている場所。 

・親にとってなくてはならない存在であり、子どもにとっては家庭同様の場所と思います。 

・子どもたちが楽しく、安心して過ごせる場所。働いている保護者にとってなくてはならない場所かと思います。 

 

 

◎今、何か心配していることや 困っていることはありますか？ 

・元気いっぱいな一年生をいつも見守って下さり、ありがとうございます！いつもバタバタ忘れ物を届けに行く

など慌ただしくすみません。 

・今後も感染者が出なければいいと願っています。出た場合も、今まで通り連携して対応していきたいです。本

当にいつも助けられています。ありがとうございます。 

 

 

★児童館に対して、子どもがのびのびといられる、安心して過ごせるなど、好意的な評価が多くあった。制限な

どが多くある中で、児童館に頻繁には来られなくとも、今までの繋がりのもと、信頼感が寄せられていると感じ

た。 

★今まで通り児童館と連携して対応していきたいという学校からの声もあり、今まで培ってきた積み重ねの結果

が今回見えたという印象を抱いた。 

 

 


