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令和 3 年度 榴岡児童館アンケート  小学生対象 

回答数：   児童クラブ 150 

榴岡小学校 5 年生 148 

◎回答者について 

学年 

1 年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

56 41 32 8 1 0 

 

性別 

男子 女子 

143 143 

 

〈5 年生〉児童館に来たことがありますか。 

ある ない 

77 70 

 

◎〈児童クラブ〉児童クラブにはどのくらい来ていますか。 

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

100 30 11 4 

 

◎〈５年生：来館経験あり〉 

コロナ禍で土曜日しか利用できませんでしたが、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 1 週間に 1 回 1 か月に 1,2 回 イベントの時だけ 

20 16 6 21 

  

◎〈５年生：来館経験あり〉 

榴岡児童館に来る時はどんな時ですか。 

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 そのほか 

39 28 14 29 6 

〈そのほかの内容〉 

・妹の迎え。(2) ・弟子いり留学。(3) ・友だちについてきた。 

 

◎榴岡児童館で遊んだり、過ごしたりしてみてどうでしたか。 

よい ふつう よくない 

127 86 11 

 

 

◎榴岡児童館のスタッフはどうですか。 

よい ふつう よくない 

152 69 4 

 



【小学生対象】 

2 

◎今年児童館でやったイベントについて、感想や意見などを教えてください。※複数回答 

〈児童クラブ〉そあとの庭（坪沼ワークショップ） 

・いい。 

・児童館がたのしいです。 

・そあとの森。 

・楽しかった。（5） 

・楽しかった。バスでねた。 

・動物がいっぱいいました。 

・崖下りが楽しかった。 

・釘抜きが楽しかった。 

・これからもやってほしい。 

・まきわりが楽しかった。 

・アスレチックがたのしかった。

・アスレチックの解体が楽しかった。 

・いのししがかわいそうでした。（2） 

・坂を上ったりするのがたのしかった。 

・自然の中で遊ぶのが楽しかった。（3） 

・とても疲れた。しかし楽しかった。 

・山に行き、活動するのが楽しかった。 

・面白かったです。また来年も行きたいです。 

・毎回とても楽しい。いつも楽しみにしている。 

・弓矢を作ったのがとても楽しかったです。 

・いろいろなものを教えてもらえたのでよかったです。 

・バスに乗って寝ました。疲れました。職員に起こされました。友だちとなにか作りました。  

 

〈児童クラブ〉そあとの庭（砂場ワークショップ） 

・穴を掘るのが楽しかった。 

・いっぱい遊べて楽しかったです。 

・すごく楽しかったです。 

・すごくほった。 

・大変でしたが楽しかったです。 

・楽しかった。（4） 

・楽しかった。疲れた。 

・ちょっとだけつめたかったです。 

・土を掘るのが楽しいから。 

・どきどきした。 

・とても楽しかった。 

・泥がきもちよかった。 

・山や、水をつかって楽しかった。 

・来年もやってほしい。 

・さいじいと一緒に砂を掘るのが楽しかった。 

・笹船がすごく楽しくてたくさん遊びました。 

・笹船の作り方がわかっておもしろかった。 

・笹船の作り方を初めて知ったからそれで遊んだ。 

 

〈児童クラブ〉そあとの庭（モザイクアート） 

・いっぱいはれておもしろかった。 

・うまいって言われてよかった。 

・おもしろかったです。 

・紙はったボンド。 

・これからもやりたい。 

・たのしかった。 

・楽しかった。（3） 

・とてもたのしかった。 

・友だちとみんなで作れてよかった。 

・貼ったりぬって楽しかった。 

・はるのが楽しかったです。 

・ボンドで紙を貼ることが楽しかった。 

・ボンドでべたべたした。 

・モザイクアートをかく色を数色にしたらおもしろいと思う。 

 

〈児童クラブ〉七夕かざりづくり 

・いろいろなかざりの作り方がわかってよかったです。 

・七夕まつりはたのしかったです。 

・楽しかった。（2） 

・とってもたのしかった。 

・ぺたぺたつけ楽しかった。（2） 

・またやりたいです。 
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〈３年生以上〉おいでよ。夜の児童館へ 

・こわかったけどがんばれてよかった。 

・自分で火をつける事が楽しかった。 

・空がまっくらで星があった。 

・たきびが難しかったけどおもしろかった。 

・楽しかった。（2） 

・肝だめしがたのしかった。 

・マシュマロローストやきもだめがとても楽しく、高学年の私でもとても楽しかったです。 

・ヒヤヒヤしたけど、楽しくてもう一度行きたいです。 

・とても楽しかった。マシュマロを焼いたり、友達と同じグループになって楽しかった。 

・焼きマシュマロがおいしかったしきもだめしも楽しかったです。 

 

眞山さん・手描きシール 

・絵をかくのがたのしかったです。 

・シール作るのってすごい！ 

・シールを作れて嬉しかったです。 

・自分の絵がシールになったところ。 

・楽しかった。（2） 

・作れて嬉しかったです。 

・ボンドをぬるのが難しかった。 

 

眞山さん・ボトルキャップマグネット 

・今でも家で飾っています。 

・すごく楽しかったしおもしろかった。きれいだった。 

・楽しかったです。 

・とてもきれいでした。 

・前にやって持ち帰ったら褒めてもらえた。 

・また来年もやってほしい 

 

せっきーのお話 

・３個目がある人がおもしろかったです。 

・いろいろなことを知った。 

・いろんな星にいけるなんてすごいです 

・お話が長かった。 

・おもしろかった。（4） 

・すごかった。 

・すごくわかりやすかった。 

・楽しかった。（3） 

・とてもいろんな宇宙人がいて、おもしろかった。 

・とても面白かったです。（2） 

・はなをさすところがおもしろかった。 

・人はいろいろ違うと知れてよかった。 

・ふつうだった。（2） 

・読み方が上手だった。 

・読み方が上手でおもしろかった。 

・読んでくれた本が面白かったです。 

・来年もみたい。 

・わかりやすかった。 

・目の見えない人やいろいろな人がいるんだなと思った。 

 

ハロウィンパレード 

・いい。 

・色々な店の人たちと親しくなれてよかった。 

・お菓子無料でもらえた。 

・おかしをいっぱいもらった。 

・お菓子をいっぱいもらって楽しかったです。（2） 

・お菓子をもらって嬉しかった。（3） 

・児童館がすこしこわかった。 

・すごく楽しかった。おかしをいっぱいもらえた。 

・楽しかった。 

・かざりやカボチャがすごくかわいいです。 

・楽しかった。お菓子いっぱい貰えました。ありがとうございました。 

・知らない人と名刺交換することや、いろいろな所をまわっていくことが楽しかった。 
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・友だちと約束して行ったら、たくさん人がいて楽しかったです。 

・みんな面白くて楽しくて、とても盛り上がったのでまた行ってみたいです。

 

1 年生イベント「作品展に出そう！行こう！」 

・楽しかった。（2） ・ふつう。（2） 

 

異文化理解教育プログラム 

・将来に役立てそうです。 

・将来に役立てたいです。 

・少し難しかったです。 

 

プチクリスマス会 

・いい。 

・いろいろゲームとかやって楽しかった。 

・いろんなクイズがあって楽しい。 

・クイズが楽しかった。（2） 

・楽しかった。（2） 

・とても楽しかった。 

・プチクリスマス会が楽しかった。 

・プレゼント交換して楽しかったです。 

・ほしいものがもらえました。 

・プレゼント交換が特におもしろかった。 

・家族と行って盛り上がりました。楽しかったです。 

・友だちと一緒に来たのですが、とても楽しかったです。 

・児童館で用意してくれるものも多くプレゼントのお菓子などもおいしかったです。 

 

冬の親子ステージ探検隊（宮城野区文化センター共催） 

・舞台の裏が知れて楽しかった。 ・めっちゃ楽しかったです。 

・ストップゴーのシェイクのみんなの動きがおもしろかった。 

 

そのほかのイベント 

・（こどもまつり）色んな景品があったので、楽しかったです。 

・（こどもまつり）自分でお金を稼いだり使ったりできるので、すごく楽しいです。 

・（こどもまつり）とても楽しくて、あまり児童館はイベントの時しかいかなかったのでたくさん楽しめて良かった

です。 

・（そあとの庭）楽しかった。 

・（そあとの庭）自然な体験でとても楽しい。 

・（ワイワイ祭り）とても楽しかったです。またやりたいなと思いました。 

・そのほかのイベントが楽しかったです。 

・?楽しかったです。 

・祭り、楽しかった。 

・今年は参加していません。 

・参加したことがない。(3) 

・いろいろなお店があって、お金もかからなくて楽しかったです。 

・つつじまつりでしか使えないお金があってそれをつかって遊んでたのが楽しかったです。 

・ママココフェスティバルでは弟子入りの中の仕事でやり、小さい子や親の人との交流がたのしかった 
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◎榴岡児童館でよくすることは何ですか。 

〈児童クラブ〉 

・いっぱい遊んでます。 

・イラスト、４コマ漫画をかく。 

・いろいろ。（2） 

・いろいろなおもちゃ。 

・ウノ。 

・うろちょろしてる。 

・おいかけっこ。 

・お絵描き。（4） 

・鬼ごっこ。（8） 

・カードゲーム。（4） 

・かくれんぼ。（2） 

・紙人形。（2） 

・キックベース。（2） 

・キャップバトル。 

・くみひも。（3） 

・けんだま。 

・公園で遊ぶ。 

・工作。（3） 

・校庭遊び。（3） 

・ごっこ遊び。（3） 

・コマ、ビーコロ。 

・雑談。 

・自由帳。 

・宿題。（13） 

・将棋。 

・職員と話して遊ぶ。 

・職員と話す、遊戯室。 

・職員の絵を見る。 

・砂場遊び。（2） 

・スピーディーロール。 

・制作。 

・外遊び。（4） 

・ソフトブロック。 

・ダンス。 

・つみき。 

・読書。（29） 

・ドッジビー。（2） 

・ドッジボール。（6） 

・ドミノ。（3） 

・友だちと遊ぶ。（6） 

・友だちとお話。 

・友だちと校庭に行く。 

・友だちとひまつぶし。 

・トランプ。（8） 

・縄跳び。 

・ナンプレ。 

・人形遊び。（2） 

・ぬりえ。（2） 

・走る。 

・ハンバーガー屋さん。 

・ピアノ。（5） 

・ビーコロ。 

・ピガサス。（2） 

・ひまなときに友達と遊ぶ。 

・秘密基地をつくる。 

・ブロック。（5） 

・ブロックス。（4） 

・ペットボトルキャップ。（2） 

・勉強。 

・保育園ごっこ、おままごと。 

・ボードゲーム。 

・ボードゲームを作っている。 

・ボール。 

・マット遊び。（3） 

・漫画。（7） 

・みんなと遊ぶ。 

・モザイクアート。 

・遊戯遊び。（2） 

・遊戯室で運動。 

・折り紙。（6） 

・ロンダート、自分の部屋あさり。 

・しりとり、カードゲーム、校庭。 

・かみに恐竜をかいたりします。 

・ぐだっとする、ラビリンス、オセロ。 

・ジャングルスピードをスタッフとやる。 

・友だちとリカちゃんで遊んでいる。（2） 

・ピガサスを職員とやっていつも勝ってます。 

 

〈5 年生〉 

・イベント。（3） 

・いろいろな人に会える。 

・絵をかく。 

・オセロ。（3） 

・お友達に会える。 

・鬼ごっこ。（2） 

・覚えていない。（4） 

・おもちゃ。（2） 

・カードゲーム。（2） 

・キャッチボール。 

・工作。 

・スポーツ。 

・そあと。 

・外遊び。 

・体育館で運動してた。 

・小さい子と交流する事。 

・読書。(10) 

・特になし。（6） 

・ドッヂボール(2) 

・ドミノ。（2） 

・友だちと会うこと。 
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・友達と遊ぶ。 

・友だちと絵をかいていた。 

・友だちとはなす。 

・トランプ。 

・ピアノ。（3） 

・復活。（3） 

・ボードゲーム。（4） 

・ボール遊び。(3) 

・メイクしてくれた人と遊ぶ。 

・野球。(2) 

・折り紙。 

・百人一首。(4) 

・行っていないので分からないです。 

・イベントがたくさんあって楽しい。 

・絵を書く、外でどろあそびをする。 

・肝だめしのイベントが楽しかった。 

・知っている人たちと遊んだこと。 

・児童館まつりに行ったときが楽しかった。 

・職員さんたちが笑顔で迎えてくれること。 

・つつじまつりが楽しかったです！！ 

・友だちと遊ぶ（お遊戯室で）。 

・あまり行ってないけど、イベントは楽しいです。 

・友だちと学校以外で遊べるから楽しいです。 

・よくする遊びはこま回し？だったと思います。 

・他の人が、たくさん遊んで自分は遊べなかったこと。 

・コップを２つつなげたのを糸で回しているようなもの（名前が分からない）。 

・特に遊ぶことは少なかったので、少しわかりませんでしたけど、見てるのがふつうに良かったです。 

・友だちとおもちゃで遊んだり一緒に本を読んだりして遊んでました。 

・ボール遊び（下学年の）を見物。職員から数学を教わる。 

 

 

◎榴岡児童館のものやイベントで「あったらいいな」「こんなことしてみたいな」「こんなことしてほしいな」と思う

ものがあれば、何でも教えてください。 

〈児童クラブ〉 

・青い鳥文庫の小説祭り。 

・あきイベント。 

・ありませ～ん！ 

・いろんなしかけがある児童館。 

・歌のイベント。 

・海に行きたいです。（2） 

・お泊り、マンカラ、肝試し。 

・鬼ごっこ。 

・おばけキャッチ。 

・おもしろいもの。 

・ガイスター。 

・かくれんぼ。（2） 

・学校探検。 

・かわいいパズル。 

・キックベース大会。 

・恐竜のおもちゃ。 

・クイズ大会。 

・車のおもちゃやイベント。 

・公園に行きたい。 

・このままがいい。 

・サッカーがしたい。（2） 

・サッカー大会。 

・震源地ゲーム。 

・水族館で親子と一緒。 

・スイッチのイベント。 

・つばさ文庫の小説祭り。 

・坪沼。１年イベント、七夕。 

・テープ。（2） 

・手描きシール。 

・特になし。（9） 

・ドミノやまほど。 

・長いマット。 

・なし はやくあそびたい。 

・ハギーワギーのぬいぐるみ。 

・パズル。（3） 

・バドミントン。（3） 

・ハロウィンパレード。（2） 

・ひみつきちがほしい。 

・プチクリスマス会。 

・フリスビー。 

・プレゼント交換。 

・分３にプラレールがほしい。 

・本（コロコロコミック）。 

・本館で縄跳び競争。 

・水遊び。 

・ラジコン。 

・平日の卓球。（2） 

・Ito（ボードゲーム）、マンカラ、肝試し。 

・おままごとでスマホがほしい。 

・おままごとのグッズが増えてほしい。 

・そんなかんじには、やっていません。 

・デュエルマスターズ、ポケモンカード。 

・読書祭り（みんなで好きな本を読む）。 

・土曜以外もイベントをやりたい。（2） 

・ナンジャモンジャがあったらいいな。 
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・わいわいまつりをもう一回やりたい。 

・本の怖いストーリーがあったらいいな。 

・シール作り、七夕飾りやりたいです。 

・児童館のみんなでピクニックをしたい。 

・サンタさんがやってきた（職員がサンタになる）。 

・ニンテンドースイッチがあったらいいな。（5） 

・春夏秋冬の祭り、折り紙体験、実験サッカー。 

・〇〇大会みたいなのがいい。 例：じゃんけん大会 

・ブロックストライゴン、まじかるベーカリー、ガイスター。 

・ミニ四駆、ピコピコハンマー、ジョギセンのイベント。 

・イベント「本館、分１、分２分かれて全員で絵しりとり」 

・将棋、ドンジャラ、ピコピコハンマー、ポケモンカード、ピエロの踊りのイベント、餅を食べるイベント、 

ゴキブリのおもちゃ。 

 

〈5 年生〉 

・ITZY のライブしてほしい。 

・新しいボール。 

・アニメおたく集会。 

・アニメ祭り。 

・生き物ふれあいコーナー。 

・イベントではとくにない。 

・今のままでいいと思う。（3） 

・運動会みたいなもの。 

・大きな夏祭り。(2) 

・お菓子交換。 

・おかしパーティ。 

・おとまり会。 

・鬼ごっこ。（2） 

・お祭り、キャンプ。 

・思いつきません。 

・カードゲーム。 

・かくれんぼ。 

・学校おばけやしき。 

・カラオケ大会。（3） 

・館内かくれんぼ。（4） 

・恐竜、鉄道。 

・クリスマスイベント。（2） 

・ゲームイベント。（3） 

・子どもの面倒を見たい。 

・自然とふれ合うイベント。 

・ジャンケントーナメント。 

・正月パーティー。 

・スポーツ大会。(4) 

・タイピング大会。 

・脱出ゲーム。 

・七夕に流しそうめん。（2） 

・誕生日。 

・作るイベントを増やしてほしい。 

・デュエルマスターズ。 

・どういうものかわからない。 

・読書イベント。 

・特になし。（39） 

・登山。 

・ドッジボール。（2） 

・ドッジボール大会。（3） 

・ナゾトキゲーム。 

・夏祭り。 

・なんかの大会。 

・バスケットゴールとボール。 

・バトミントン。 

・バレンタインイベント。 

・ビンゴ大会。 

・風船パレード。 

・ブランコ。 

・プレゼント交換（お菓子など）。 

・ボール。 

・まつりなどやりたいです。 

・みんなと遊べるような会。 

・村井知事が来てほしい。 

・遊具。 

・リレー。 

・リレー大会。 

・分かりません。 

・クラス、学年ごとにクイズラリー。 

・行ってないから分からないです。（2） 

・いろんな屋台を開いて祭りをしたい。 

・最近行ってないので、分かりません。 

・様々な分野でイベントを開いてほしい。 

・人生ゲームとかがあったらいいと思う。 

・夏休みの時 BBQ 的なものがやりたい。 

・なわとび大会がいいと思います。 

・ひなまつり、子どもの日のおまつり。 

・放課後、校庭に侵略するのをやめてほしい。 

・テニスがしたい。テニスコートがあったらいいな。 

・どんなことをやっているか、よくわかりません。 

・クラブ活動みたいなものがあったらいいと思います。 

・大きい迷路の中に色々なミッションがあるイベント。 

・種風船など、ワイワイまつりのようなことをしてほしい。 
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・デュエマ遊戯王などのカード、漫画を追加してほしい。 

・スキー大会かスキーに行く。ゲームを持ってきてもいい。 

・本がもうちょっとあってもいいんじゃないかと思います。 

・「児童館オバケヤシキ」みたいなのをやってみてほしいなと思います。 

・色々な人との交流ができるイベントを増やしたらいいと思います。 

・児童館でもわいわいまつり（種ふうせん、クイズ、体験会など）をしてみたい。 

・児童館にいけないならお昼の放送で楽しい動画などを見たい。 

 

 

◎〈5 年生〉2022 年 3 月現在、土曜日のみ、小学生から高校生まで来館できる「自由来館」があります。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」といった手続きが必要です。「自由来館」

のことや、「自由来館利用者カード」について、どう思いますか。 

・？ 

・あった方がいいと思う。（2） 

・あってもいいと思う。（2） 

・ありません。 

・いいと思う。(39) 

・いい取り組みだと思う。 

・いらないと思う。（4） 

・このままでいいと思う。(6) 

・自由来館を知りません。 

・すごく良いと思う。 

・少し不便だけど必要。 

・素敵。 

・だれでも来れるしいいと思う。 

・使ったことがないです。 

・手続きが手間に感じる。（5） 

・手続きは必要ないと思う。 

・なくした時が大変そう。 

・なくてもいいと思う。（2） 

・なんとも思わない。（3） 

・必要だと思います。 

・よく分からない。（8） 

・今のままでいいと思います。

（2） 

・きちんと確認ができる（人の）。 

・簡単に入れないのがいいと思います。 

・コロナの時間なのでいいと思います。 

・しっかりとしていて良いと思います。 

・自由な来館できるから便利だと思います。 

・自由に来館できるからいいと思う。（4） 

・いちいち書くことが少しはめんどくさいと思う。 

・自由来館は良いけど、カードや同意書は面倒くさい。 

・小学生から高校生までできるのでよいと思う。 

・だれもが、つかえて良いと思います。 

・使う人が安心できるからいいと思います。 

・手続きの時間があいてないときも・・・ 

・人がきちんと確認できていいと思います。 

・変な人もこなくなるのでいいと思います。 

・他の日も自由来館を行ってほしい。 

・もう少し気楽に来館したいと思う。 

・利用したことがないので、わからない。(2) 

・分からないけどいいと思います。 

・いろいろな人とふれあえるので、いいと思います。 

・来ている人をしっかり管理していて良いと思う。 

・公共施設なので、自由来館は良いと思います。 

・コロナだから利用者以外は呼ばない方がいいと思う。 

・児童館に自由に出入りできるのはいいと思います。 

・手間がかかるのでもう少し簡単にしていいと思います。 

・自由来館できると、色々な人と話せていいと思います。 

・手続きをしなくても、自由来館できる方がいいと思う。 

・自由来館というんだから、そういうカードをなくせばいい。 

・みんなが自由に来館できるのは良いことだと思います。 

・そういうカードをなくしたほうがいろんな人がこれると思いました。 

・あ、この人は自由来館だな、と一目でわかるのでいいと思います。 

・安全を保障するためのこととはいえ、手続きが面倒だと思う。 

・いいと思います。自由来館利用カードは防犯にもなると思います。 
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・カードがあることで高校生まで入れるのでいいと思います。 

・記録するのはいいと思うけど子どもからしたら時間の無駄だと思います。 

・高校生までいろいろな人が楽しくなれるなら、とても良いと思います。 

・自由だから、手続きをやる意味みたいなのが分かりませんでした。 

・自由来館については、だれでも楽しく児童館で遊べるので良いとおもいました。カードも、ちゃんと誰かが分・か

るので良いと思いました。 

・自由来館については良いと思いますが、カードの手続きはあまり良いとは思いません。 

・自由来館は私も昔に行っていたころがあるのでいいと思います。手続きは少しめんどくさいなと思うかもしれませ

ん。 

・自由来館利用者カードがあったら、一目でわかって便利だけど、なくす人がいて大変そうだなとも思います 

・自由来館を土曜日だけでなく、コロナ状況を見て金曜日も自由来館できるようにした方がいいと思います。 

・そのカードがあると持ってない人が自由に来館できないので、なくした方がいいと思います。もっと気軽に行ける

ような所にしてほしいです。 

・手続きが必要だとしても、土曜日に自由来れるのは、いいと思いました。 

・とても良いと思います。小学生から高校生は年がはなれていてしゃべることもないけど、そういう施設があるとも

っと仲良くなると思うからです。 

・土曜日しかいけないのに最初に手続きとかをするのはどうかと思います。 

・他の人と一緒にいなくても、自分でできるので良いと思います。 

・ほしい人だけもらって、手続きせずに入れるようにしたらいいと思う。 

・来館するのにカードや同意書が必要なら、なくしたらどうなるのかと思います。 

・利用者カードは一目見て利用者だとわかるので、いいと思います。 

・私は自由来館利用者カードがあるというのは知らなかった。手続きも子どもだけでは難しいとおもいます。 

 

◎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」計画する『子どもスタッフ』を

募集し、自分たちで「おまつり」の中身を考えます。これまではおまつりごとにスタッフを募集していましたが、

令和 4 年度からは 1 年を通してのスタッフを募集しようと思います。このような子どもの参画やスタッフの募集

についてどのように感じますか。意見や思ったことを教えてください。 

〈児童クラブ〉 

・あまりない。 

・良いと思う。（20） 

・うれしい。 

・おもいつかない。 

・気になります！！ 

・キャン。 

・クリスマス会やりたい。 

・このままでいいと思います。 

・サッカーまつりをやりたい。

（2） 

・すごいとおもう。 

・スタッフをやれるか心配。 

・たこやき。（2） 

・七夕がかっこよかった。 

・楽しそうだから。（2） 

・特になし。（5） 

・反対 

・まあまあいいと思う。 

・めんどくさいから。 

・やさしいと思います。（2） 

・やってみたい。（7） 

・やりたくない。（2） 

・わからない。（6） 

・とても良いと思う。（2） 

・あそびたい（めんどくさいです）。 

・決まったらいいと思います。 

・この日に行きます、としたほうがいい。 

・質問していることが理解できない。 

・スタッフがいっぱいいて助かります。 

・そあとめちゃくちゃ楽しかった。 

・反対 いろんなスタッフと会いたい。 

・反対 スタッフをやりたくないから。 
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・べつにいいんじゃないかと思う。（2） ・わたしも一緒に手伝いたいです。 

・１年間を通してスタッフを集めることは良いと思いますが、事情があってスタッフとして活動出来ないこともある

と思います。 

・いいと思います。いろんなおまつりを出してほしいです。 

・良いと思います。理由は、１回１回集めていると時間がかかり、やる量が少なくなるから。 

・良いと思う 職員の苦労が少なくなる。 

・一年間よりも一回一回のほうがいいと思う。 

・一年間を通してだとできないときもあるから一回一回のほうがいいと思う。 

・子どもがおまつりを作っていくのは良いと思うが、１年間を通してのスタッフになると、予定でできない人が増え

たり、やりたい人ができない可能性があるので、１年間スタッフについては反対です。 

・子どもたちが自分たちで話し合いをし、決めていることはいいとおもう。 

・自分たちで考えるからいろんな発想が生まれてもっと楽しめると思います。 

・新型コロナウイルスがうつらないようにスタッフを集める。 

・とても良いと思いますコロナやオミクロンがあるので。 

・とても良いと思いますコロナやオミクロンがあるので心配です。 

・とても楽しそう。やってみたい。児童館以外の人もやれるようにしたい。 

・やりたいという人にやらせてあげてその人数が少なければ前にやった人といっしょにすればいい。 

・悪いことがない限り集会の時しかしないから良い時に集会を開きたい。 

 

〈5 年生〉 

・いいと思う。（42） 

・今のままでいいと思います。 

・おもしろそうで良いと思う。 

・興味がある人だけすればいい。 

・自分から勇気だせるから良い。 

・しらないが、このままでいい。 

・すごくいい考えだと思う。（2） 

・スタッフの人はすごいな～。 

・それでも良いと思います。 

・特になし。（6） 

・とても良いと思う。 

・まあ良い。 

・やってみたいです。 

・やんないで欲しい。 

・わから～ん！ 

・悪くはないとおもいます。 

・いいと思います。経験の一つになると思うから。 

・・良いと思う。←時間をきめて行うなら。 

・いちいち決めなくていいので良いと思いました。 

・一年間スタッフをするのは、少し難しいと思います。 

・一回一回選ばなくていいので、いいと思います。 

・いろいろな体験が出来ていいと思います。 

・多く人がいた方がいいので意見について賛成です。 

・経験は大事だと思うので、いいと思います。 

・子どもの意見もほしいから募集した方がいい。 

・子どもの経験をとるのは良いと思う。 

・仕事でいそがしいだろうからあまり来ないと思う。 

・児童館にいかない人も考えを出すんですか？ 

・自分たちで行動するということでいいと思います。 

・自分たちでやると言うことは、いいと思う。 

・自分で考えることができるのでよい。 

・スタッフ募集はいいと思いました。 

・スタッフを募集するのはいいと思う。 

・スタッフをもう少し増やした方がいいと思います。 

・そうとうの責任がある人しか参加しないと思う。 

・そのようなルールでよいと思います。 

・とても良いと思います。理由は特にないです。 

・僕はやりたいのでとても良いと思います。 

・やりたいけど習い事や家の用事がある。 

・良いと思う。1 年間の方がやりやすいから。 

・楽になるので良いと思います。 

・いいと思います。学校であまりそういう機会がないから。 
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・１年を通してだとみんないそがしいので人が減るのかとおもいました。 

・１ヶ月とかを通してやった方がいいんじゃないかと思います。なぜなら、あきている人もいるかもしれなくて、要

望があれば１年を通してなどがいいと思います。 

・1 年間を通してのスタッフ募集のほうがおまつりのときに、スタッフに話しかけやすいので１年間の方が良いと思

います。 

・いいと思いますが、都合が合わない人もいるかもしれないので、用事があるか確認してからの方がいいと思いま

す。 

・いいと思うけど、コロナ禍でやっていいのかが分からない。 

・いろんな人にスタッフをやってもらいたいなら、1 回ごとにスタッフを募集した方が良いと思います。 

・お祭りごとにスタッフを募集の方がいいと思います。なぜならば 1 年間を通してだとそれはそれで大変だと思うか

らです。 

・お祭り毎のスタッフはやったことがあるけど１年となるとスタッフをやってくれる人が少なくなることもあるかも

しれない。 

・考えたりする力がつくと思うのでいいと思います。 

・子どもが計画すると子ども目線で考えられるからいいと思う。 

・子どもが自分たちで何かを計画することは、将来に役立つと思うから、いいと思います。 

・子どもがスタッフになるのは大人になったら生かせると思うのでいいと思いました。 

・こども達だけで、計画したりすることで、自分たちでやる大変さなどをしれるのでとてもいいことだと思います。 

・こどもたちで考えて、お祭りをひらくのは良いと思います。 

・子どもたちでも上学年といないときときめられないから。 

・子どもでやるのは、どんどん成長するのに大切だからいいと思う。 

・子どもの参画はいいと思います。ただ、子どもは一年間同じスケジュールではないので、体制なども作ったらいい

と思います。 

・児童館のみなさんと子どもが楽しくできるので、とても良いと思います。 

・児童館まつり、こどもまつりのスタッフをやりたい人が、おまつりごとに募集するよりもまとめて募集したほうが

良いと思います。 

・児童館を通して、様々な人と関われるのはいいと思います。 

・自分たちが考えてやるのは、学べることも多いと思いました。そういう経験は大切だと思います。 

・自分たちでいろいろなことができるようになるなら良いと思います。 

・自分たちで考えたお祭りだから、とても楽しくなると思うので、いいと思います。 

・自分たちで考えるというとこで、子どもが考えたものを作ったらもっと新しいものが出来るので良いと思います。 

・自分たちで進めるのはいいと思いますが、スタッフの用事もあると思うので１年は大変だと思います。 

・自分たちで中身を考えるのはいいことだと思うし、スタッフ募集だからやりたい人ができるので◎ 

・少し１年はその人が疲れるかなと思います。でもいい考えだと思います。 

・スタッフが増えればその分児童のことをもっと見れるので安全性的にもいいと思います。 

・スタッフになれるひとが減るのは良くないと思うけれど、それがないならいいと思います。 

・スタッフを募集すると人が増えるので楽しくなるからいいと思います。 

・ずっとスタッフをする人がいるのかなと思うので、よくないと思います。 

・ぜひやってほしい。どんどん参加したいことが出てくれば、ぜひ参加させてほしい。 

・その子たちも、少しは遊びたい気持ちもあると思うので、午前中と午後に役割を分けたらいいと思います。 
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・その人だけで考えちゃうから、なかの人の意見がきけない。 

・だれかが自分からやってくれればもっといいと思います！！募集をすればスタッフが集まると思うので良いと思い

ました。 

・低学年だと、ふざけるかもしれないので上学年のみとかにしたらいいと思いました。 

・特定の人しかそういった経験をつまなくなるから平等にするためお祭りごとに集めた方がいいと思う。 

・とても良いと思います。理由は、１年間を通したスタッフを募集したほうが楽だと思ったからです。 

・習い事で行けない場合はどうすればいいのかと思いました。 

・一人ひとり予定があるので、各イベントごとに募集すればよいと思います。 

・もっとたくさんの人からの意見を聞けたほうがいいと思うので、最初のほうがいいと思います。 

・やったことがあるのでわかるんですけど、おまつりが終わるとその時仲良くなった人と別れてしまうので、とても

いいと思います。 

・やりたい人が多くてやれない人がいるかも…→いそがしい 

・やりたい人がでてくると思うのでおまつりごとにスタッフを募集するのがいいと思う。 

・良いと思います。みんなで協力してやり遂げることは、仲も深まるし良いと思います。 

 

 

◎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 

55 91 140 

 

 

◎〈児童クラブ〉新型コロナウイルスについて、心配に思っていることは何ですか。心配なことを選んで、自分の思

ったことを書いてね。 

勉強 友達 学校 家族 自分 その他 心配な理由 
 

○ 

 

○ 

  

1 人コロナになったら広がるから。 
 

○ ○ ○ ○ 

 

  
 

○ 

 

○ ○ 

 

家族がコロナウイルスになってほしくないから。友だちがなってほしくな

いから。自分がなりたくないから。 
  

○ 

   

お休みの日でも学校に行きたい。 
 

○ ○ ○ ○ 

 

コロナが流行っているか心配。 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

勉強が、学校で出来なくなったら嫌な感じだし、とても嫌です。 

○ ○ ○ ○ 

  

新型コロナウイルスが 2021 から 2022 まで続いているから心配してい

るから 
 

○ 

    

友だちがいい 
   

○ ○ 

 

みんながコロナウイルスにかかったら怖いから 
 

○ 

    

友だちがいなくなると一緒に遊べなくなりそう 
 

○ 

    

友だちがいなくなったらいやだから 
 

○ 

    

友だちがコロナにかかっていたらどうしようか。 
 

○ ○ ○ ○ 児童館 コロナウイルスに感染しないかということ 
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○ 

  

かかるかもしれないから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

学校が休みになりたくない。 
 

○ ○ 

 

○ 

 

コロナの人がいたらしんぱい 

○ ○ 

  

○ 

 

しにたくないから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

  
 

○ 

 

○ 

  

友だちと家族がかわいそうだから 
    

○ 

 

ない 

○ ○ ○ ○ 

 

児童館   
 

○ 

    

友だちがコロナになってほしくないから 
   

○ 

  

家族がコロナにかかるかもしれないから 
    

○ 

 

かかったらやだから 
 

○ 

 

○ 

  

友だちがコロナにかかったら大変だから 
 

○ 

 

○ ○ 

 

コロナにかかったら悲しいから 
  

○ 

   

いっぱいいるからコロナにうつる 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

コロナで親や友達、学校、自分のことを心配している 
  

○ 

   

自分がコロナにかかったら心配 
 

○ ○ ○ 

 

遊具 あそべなくなるかもしれないから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

自分や友達でコロナになったりしたら心配だから 
 

○ ○ ○ 

  

コロナにかかったら遊べなくなる、あえなくなる 
 

○ 

 

○ ○ 

 

友だちや家族がかかったら心配になる 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

友だちとかがコロナにかかったらいっしょに遊べないから 
 

○ 

 

○ ○ 

 

友だちと遊べなくなるし、家族が感染したらかわいそうだから 

○ ○ 

    

自分がかかってしまうかもしれないから、勉強が好きだから 
 

○ 

 

○ ○ 

 

友だちと遊べなくなるから。家族が料理を作ってくれなくなるから。どこ

にもいけなくなるから。 
 

○ ○ ○ 

  

友だちや家族とあそべなくなるから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

自分がコロナにかかったら心配 

○ ○ ○ 

   

みんなと話せないし、勉強もおわっちゃいそうだから 
 

○ 

 

○ ○ 

 

友だちや家族はかかってほしくない 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

日本で何万人も出ていて休校になったり休園になるのが心配です 
   

○ ○ 

 

身近な人だから、コロナにかかってほしくない。 
 

○ 

 

○ ○ 

 

いつも会ったりしてる人だから。みんなに心配をさせたくないから。 
 

○ ○ ○ ○ 

 

ならないか、うつさないか、自粛されるか 
 

○ 

 

○ 

  

友だちといっぱい遊んでるから、友達が心配。家族は毎日いるから心配で

す。 
 

○ 

 

○ 

  

いつも一緒にいるからもし自分がかかったら移してしまうかもしれないか

ら 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

だいじだから 
  

○ ○ ○ 

 

学校でもコロナがはやってて感染した人もいるのですごく心配です。 
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○ ○ ○ 

  

コロナウイルスでだれかが死んでしまうと悲しいから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

コロナでできなかったことをやりたい 
  

○ 

   

みんながコロナウイルスにかかったら怖いから 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

友だちがコロナになってほしくないから。テストを配るときウイルスがつ

いているかもしれないから。学校がウイルスだらけになってほしくないか

ら。家族もコロナになってほしくないから。 
      

なし あそびたい うざい （めんどくさいです。） 
 

○ 

    

  
 

○ ○ ○ ○ 

 

コロナになるとからだが重いし、最近コロナが増えているから。 
 

○ 

    

最近遊べないから 
 

○ 

    

  

○ ○ ○ ○ 

  

かかってしまったら怖いから 
   

○ 

  

家族がコロナになったら一人だから 
  

○ 

   

  
   

○ ○ 

 

家族や自分がコロナになってほしくないから。 
   

○ 

  

PCR 検査がやだから 死ぬのがいやだから 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

急にコロナになってびっくりしたしいろんなものが使えなくなったりみん

ながコロナになったから 

○ 

     

休校とかで遅れたりするかもしれないから。 
 

○ ○ ○ ○ 

 

家族がいろんなところに行ってコロナにかからないか心配 
   

○ 

  

パパがなったから 

○ ○ ○ ○ 

  

塾がしまる 
 

○ 

 

○ 

  

家族と友だちが大事だから 
 

○ 

 

○ 

  

家族や友達がいなくなるから 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

コロナがもっとでてきちゃうかもしれないから 
 

○ 

 

○ ○ 

 

みんなのことを心配 
   

○ 

  

PCR 検査がやだから。死ぬのがいやだから 

○ ○ 

    

コロナウイルスに感染した人がいっぱいになって学校にいけなくなるかも

しれないから 

○ 

     

新型コロナウイルスが心配 

○ 

     

新型コロナウイルスが心配 
      

  
 

○ 

    

もし友だちがコロナになったら心配だし、遊ぶ人もいなくなるし、うわさ

になるから。 

○ 

 

○ ○ 

  

あまり心配していない。 
 

○ 

    

  
 

○ 

 

○ 

  

  
 

○ ○ ○ ○ 

 

うつったら増えるから 
 

○ ○ 

   

友だちと遊びたいから 
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○ ○ 

 

コロナが強くなったから 

○ 

     

算数の勉強 
   

○ 

  

コロナで心配です 

○ 

 

○ ○ ○ 

 

無症状だと他の人にうつしてしあうから 
 

○ ○ 

   

一緒にしゃべってるとき、給食の事 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

コロナになると悲しいし危険だから 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

学校が休むとうわさがたつ、PCR 検査をしたくない、一緒に遊ぶ人がい

ない 

○ ○ ○ ○ ○ いとこ コロナになったらいろんな人にあえないから。 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

１０００人いじょうも死んでるから 
      

ドキドキした 
 

○ ○ ○ ○ 転勤 転勤でコロナの多い所になった 
 

○ 

 

○ 

  

心配だから 
    

○ 

 

死にたくないから 
 

○ ○ ○ 

  

家族や友達がコロナにうつったら大変なことになる。 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

感染するといやだから 

○ ○ ○ ○ ○ 職員   
   

○ 

  

  

○ ○ ○ ○ ○ みんな それでもコロナになりそうだから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

死んだらやだから 
  

○ ○ ○ 

 

  
 

○ ○ ○ ○ 

 

一緒にいるから。学校でかかっていたらやだから、クラスターがでたらや

だから。 
 

○ ○ ○ ○ 

 

友だちや学校の人がコロナにうつったら大変になるから 
   

○ ○ 

 

自分の家族にうつしたら心配 
   

○ 

  

一人うつるとみんなうつる 
 

○ ○ 

   

友だちがコロナにかかったら心配です 

○ 

  

○ 

  

集まるから 
   

○ 

  

  
    

○ 

 

自分がコロナになったら児童館や学校にいけないから 
  

○ 

   

  
 

○ ○ ○ ○ 

 

  
      

心配になってない 
    

○ 

 

コロナにかかったら死ぬかもしれないから 
    

○ 

 

コロナにかかると大変だから 
  

○ 

   

学校で鼻マスクをしている人やマスクを外している人がいるから 
 

○ 

 

○ 

  

家族がコロナウイルスにかかったら自分もかかっちゃうから 
    

○ 

 

しにたくないから 
   

○ ○ 

 

家族がかかったら生きられないかもしれないし世話になってるから 
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○ 

    

友だちがコロナになったらあそべなくなったりなって悲しいからです。 
 

○ ○ ○ ○ 

 

  
 

○ ○ ○ 

  

検査で陽性とでたから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

自分、友達、家族などの人が感染したら、心配（少しこわい） 

○ 

     

学校で道具の受け回しなどが×になってしまっていて、他の勉強に影響が

出ないか心配になりました。 

○ ○ ○ ○ ○ 職員 友だちと遊んだりできなくなった 

○ ○ ○ 

 

○ 職員 休校などで友達と会える機会が少なくなったり、勉強が遅れるから。 
 

○ 

    

友だちがなったらくやしいから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

家族がコロナになったら大変だから 
 

○ 

    

自分のせいで迷惑をかけてしまうと思ったからです 
 

○ 

    

友だちがコロナウイルスにかかったら心配だから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

自分の仲のいい人に感染してほしくないから 
 

○ 

    

友だちがもし、コロナにかかったときに心配。 
 

○ ○ ○ ○ 

 

学校できゅうかがでてるから 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

友だちや家族がもしコロナにかかっちゃったら心配になる 

○ ○ ○ ○ ○ みんな コロナにかかっ 
    

○ 

 

コロナウイルスが増えているから 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

学校、家族、自分に被害がなくてよかった 
  

○ 

   

休校が最近増えたから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

自分やほかの人がコロナにかかってしまったら大変だから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

一つのものが影響を受けるだけでたくさんの被害がでると思ったから 
 

○ 

 

○ 

  

友だちとか家族にうつさないか心配だから 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

コロナウイルスに感染していろんなことがなくなるかもしれないから 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

周りの人がコロナになるのが心配 

 

 

◎〈児童クラブ〉コロナの影響はとても大変だけど、よかったと思うことはありますか。良かったことを選んで、自

分の思ったことを書いてね。 

勉強 友達 学校 家族 自分 その他 うれしかった理由 

○ 

     

コロナのせいで学校をたくさん休まなかったから。 
      

  
 

○ 

    

なってなくて安心したから。 
     

ない   
 

○ 

    

友だちがコロナにならないから。 
   

○ 

  

家族といろいろな場所へ行けてうれしかった。 
 

○ 

 

○ 

  

これはありません 
      

自分がコロナになってそうでこわい 
 

○ ○ ○ 

  

コロナにかからない対策ができてるから。 
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○ 

  

○ 

 

自分がうつったらお父さんとお母さんが心配するから。 
      

ない 
 

○ 

    

コロナウイルスにならなくてよかったと思った 
   

○ 

  

かからなかったから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

  

○ 

  

○ 

  

コロナでも勉強ができて満足 

○ 

  

○ 

  

家族にもうつってほしくないから 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

  

○ 

     

勉強が減ったから 
      

ない 
  

○ 

   

学校が休みにならないから 
   

○ ○ 

 

家族がコロナにかからないから 
 

○ 

    

よく遊べるようになったから。 
 

○ 

 

○ 

  

家族がコロナになったら大変だから 

○ 

     

クローム学習の幅が広がった 
      

みんながちゃんとマスクをしているところ 

○ ○ ○ ○ 

  

みんながコロナにかからないことが嬉しいです 
  

○ 

   

学校が休校になってよかったと思った 
     

児童館 いつも通りにあそべたから 
  

○ 

   

コロナがあるけど学校はやっているから 

○ 

     

苦手な勉強がある日良かったと思った 
   

○ 

  

お母さんがやさしくなったから 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

友だちとかがコロナにかかんなかったこと 
   

○ ○ 

 

今のところ家族は感染していないから 

○ ○ 

    

自分が得意なことや人がいたから 
 

○ 

 

○ ○ 

 

⑪と同じ 
 

○ ○ 

   

コロナが流行っているけどみんなと勉強できて嬉しい 
 

○ ○ ○ ○ 

 

⑪と同じ 
  

○ 

   

３年生になって自分の名前の漢字を習えるから 
   

○ 

  

  

○ ○ ○ ○ ○ 

 

コロナにまだ感染しなくてよかったと思います 
      

よかったと思ったことはありません 

○ 

 

○ 

   

学校の休みが増えたから、勉強が好きじゃないから 
      

コロナでいいことなんてありません。 
      

コロナで大変だからいいことはないです 
 

○ 

 

○ ○ 

 

コロナにかからなくってよかった。 
 

○ 

    

わたしは１年生の頃は友達を作るのが苦手でしたが、２年生になって

友だちをたくさん作れるようになりました。 
   

○ 

  

より一致団結できたから 
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○ 

  

家族がコロナになるか心配です。 
  

○ 

   

コロナになったら休まなきゃいけないから。 
 

○ 

 

○ 

  

友だちや家族がならなくてよかった。 
  

○ 

   

学校が平日の時に１回しか休校になってないから。 
  

○ 

   

学校があまり休校になってないから 
   

○ ○ 

 

  

○ ○ ○ ○ 

  

勉強ができてよかったから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

いろいろ体験できるから 
   

○ ○ 

 

コロナにかからなかったから。 
 

○ 

 

○ ○ 

 

少しみんなと遊べるから 

○ 

     

クロームブックなどネットを使ったことができるから。 
   

○ 

  

買い物に行く時間が増えた 
 

○ ○ ○ 

  

  
 

○ ○ 

   

学校で友達にあえるから！ 
 

○ 

 

○ 

  

コロナになってないから 
 

○ ○ ○ ○ 

 

みんなかからないから 
      

休みの時に空手やサッカーをやります 
   

○ 

  

コロナウイルスに感染して大丈夫か心配 

○ 

     

勉強が楽しかったです 

○ 

     

勉強が楽しかったです 
  

○ 

   

休校で休めるし、隣の人と机を合わせなくてすみから。 
  

○ 

   

  
   

○ 

  

  
   

○ 

  

コロナがうつらなかったこと 
    

○ 

 

ワクチンがうてるから 
   

○ 

  

ママ大好き 
 

○ ○ ○ ○ 

 

コロナだし。いっぱいコロナが出てきてるしみんなのことも心配で

す。 
   

○ 

  

お父さんがコロナだったから 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

こわいから 
  

○ 

   

休んで暇な時間にイラストをかく→うまくなった 
     

児童館 ママが会社でいなくて自分一人でおうちにいるのが心配だったから児

童館があってよかった。 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

いま死んでないから 
   

○ 

  

旅行に行ったから 
    

○ 

 

コロナにならなかったから 

○ ○ ○ ○ 

  

マスクをしていればコロナがうつらないと思う。 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

ちゃんと手を洗ったり消毒をしてるから 
   

○ 
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○ ○ ○ ○ 

 

楽しかったから 

○ ○ ○ ○ ○ みんな コロナになるとしぬから 
    

○ 

 

バドミントンでシングル２位になったから。 
 

○ 

 

○ ○ 

 

友だ 
  

○ 

   

休校にならなくてよかった 
    

○ 

 

コロナに感染しなくてよかったです。 
   

○ 

  

コロナにならなくてよかった 
   

○ ○ 

 

  
    

○ 

 

コロナでないからよかった 
 

○ ○ ○ ○ 

 

  
 

○ 

    

友だちがコロナにかかったらいやだから 
 

○ 

    

かかったら悲しいから 
    

○ 

 

コロナでもみんなと遊べること 
 

○ ○ 

   

自分がかからないから 
    

○ 

 

ゲームできてよかった 
   

○ ○ 

 

家族自分などコロナにかかってなくてよかった 
 

○ 

    

友だちがコロナにならなくてよかったです。 
  

○ ○ ○ 

 

  
    

○ 

 

６時間の日が５時間になったから 
     

マスクで 

くしゃみの

とき 

コロナでマスクをするから、ティッシュがなくなったときに他の人か

ら隠せた。 

   

○ 

  

コロナで家にいる時間が増えて、もっと仲が良くなった気がしまし

た。 

○ ○ ○ 

   

勉強や学校に行かなくていいから 
 

○ ○ 

 

○ ゲームのこ

と 

友だちとたくさん遊んだりできる機会が増えたから。家族と過ごせる

時間が増えたから。 

○ 

     

テストで 100 点をとったから 

○ 

     

  
  

○ 

   

友だちがたくさんできたからです 
   

○ 

  

ちゃんとマスクや感染対策をして、コロナウイルスにかからなかった

から。 
 

○ 

    

  
 

○ 

 

○ 

  

家族と友だちがとてもやさしいし大好きだからよかったっておもっ

た。 
   

○ ○ 

 

コロナにかかってない 
 

○ ○ ○ ○ 

 

コロナにかかったりしなかったから 

○ ○ 

    

もし友だちがコロナウイルスになったらどうしようと思った。 
  

○ ○ ○ 

 

家族、学校、自分がコロナじゃなくてよかった 
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○ 

  

コロナは大変だけどいつも元気でいてくれるから 
      

家にいる時間が長くなったから時間が増えた 

○ 

     

  
  

○ 

   

学校でいろいろな対策をしてくれているから 
    

○ 

 

休みが増えた 

 

 

◎〈5 年生〉新型コロナウイルスの影響がまだ続いていますが、嬉しかったことや嫌だったことはありますか。 

嬉しかったこと 

・あまりないです。 

・弟と遊ぶこと。 

・覚えていない。 

・学校で遊べること。 

・学校にいけること。 

・給食がおいしいこと。 

・最近は運がいい。 

・サッカー、プール。 

・静かにドミノができる。 

・室内で遊べる 

・児童館がある。 

・大会に行けたこと。 

・弟子入りできて。 

・特になし。（40） 

・図書館に行けること。 

・ドッヂボール。 

・友だちが増えたこと。（2） 

・友達と LINE で話せた。 

・友だちと会えること。 

・友だちと遊べたこと。（6） 

・何回かいけたこと。 

・マスクをつけれる 

・休みが増えた。（3） 

・夜の児童館。 

・給食を食べれたこと。 

・１箱でバスターが出たこと。 

・家で過ごす時間が増えた。 

・家にいることが多くなった。 

・一時きコロナがおさまった時。 

・家族での時間が増えた。（2） 

・学校休みになったこと。（2） 

・行事が予定通りできたこと。 

・公園で友達と遊んだこと。 

・自由来館の人でも行けること。 

・冬休みに実家に帰れた。 

・職員さんたちが笑顔だったこと。 

・少しでもイベントができたこと。 

・たくさん勉強が出来たこと。 

・テニスがうまくなったこと。 

・村井知事が選挙にうかったこと。 

・いっていないから、わからない。 

・パソコンが使えるようになった。 

・ひとりでゆっくりまんがが読める。 

・インフルエンザがなくなったこと。 

・３連休でいろいろな所へ行けたこと。 

・今までと違う環境の生活を知れた。 

・呪術廻戦のぬいぐるみがもらえた。 

・１年ぶりにおばあちゃんの家に行けたこと。 

・遊んでもらったこと（スタッフに）。（2） 

・家にいる時間が増えてゆっくりできる。 

・おいでよ。夜の児童館へが楽しかったこと。 

・推しが日本デビューした、CD が発売した。 

・お父さんといっしょにいれることが多い。 

・学校でもできるくらいの行事があったこと。 

・クレーンゲームでぬいぐるみが取れたこと。 

・コロナが減ってきた時に家族で映画に行った。 

・自分の好きなことをやる時間が増えた。 

・将棋の小学生名人戦で優勝したこと。 

・よく友達と一緒に遊べて楽しかったです。 

・マスクをしているだけで、普通生活ができたこと。 

・お金が寄付されたこと。プールがなくなったこと。 

・オンライン授業的なのができるかもしれないこと。 

・告白をしすぎた。吹奏楽がコロナ禍でもできた。 

・バスケが上手になり、副キャプテンになったこと。 

・雪がたくさん降って、休み時間などに雪で遊べる。 

・1 度こども祭りに行った時、いろいろな物をプレゼントしてくれたこと。 

・新しい友達ができた、共通のテレビ番組の話題ができた。 

・家でよくしゃべるようになったりカードゲームをするようになった。 

・キャンピングカーで旅行した、ヘッドライトを買ってもらった。 

・吹奏楽で東日本大会に行けたこと。スマホを買ってもらったこと。 



【小学生対象】 

21 

・スケボーで友達ができたし榴公もほとんど技ができるようになった。 

・欲しかったゲームソフトをもらった。吹奏楽で東日本大会に出れた。 

・マスクをすることでインフルエンザにかからなくなった。 

・スタッフさん全員がやさしく接してくれたり、同じクラスの子と児童館でトラブルになった時とかに解決してくれ

たこと。 

 

 

嫌だったこと 

・遊べなくなった友達がいる。 

・委員会。 

・いじめが多かった。 

・推しが批判された。 

・覚えていない。 

・思うように遊べない 

・学校のテスト。 

・気軽に行けなくなった。 

・コロナが続いている。（2） 

・差別（シミ、ほくろ）。 

・すぐにいけない。 

・彫刻刀で居残りになった。 

・特になし。（39） 

・友だちと遊べない。（4） 

・友達と遊べなくなったこと。 

・友達と家で遊べない。 

・友だちとしゃべれない 

・友だちと自由に遊べない。 

・友だちの性格がいや。 

・人の家に行けない。 

・マスクがむれる。 

・マスクだるい。 

・マスクをつけること。（3） 

・野球がなくなったこと。 

・旅行に行けないこと。（2） 

・学校で感染者が出たこと。 

・子スタができなかったこと。 

・宿題をやれしか言われない。 

・席替えができなかったこと。 

・食べながらみんなと話せない。 

・あまり友達と接触できなくなる。（2） 

・あまり友達の顔が見えないこと。 

・いっていないから、わからない。 

・イベントが中止になったこと。（3） 

・いろいろな制限があること。（5） 

・運動不足になった。休み時間が減った。 

・学芸会が劇じゃなくなったこと。 

・学校が休校になったこと。（3） 

・学校のまつり系がなくなったこと。 

・休校になったとき友達と会えなくなったこと。 

・行事がなくなってしまったこと。 

・コロナ期間中ずっと家にいてつまらない。 

・コロナでできないことが増えたこと。 

・サッカーの練習が少なくなった。 

・自由にいろんなところに行けない。 

・自由に友だちと遊べないこと。 

・授業中にとなりがしゃべっていること。 

・先生に存在を気付いてもらえなかったこと。 

・だまって給食を食べるようになったこと。 

・調理実習ができなかったこと。（2） 

・ディズニーリゾートに行けなくなったこと。 

・友だちがマスクで見えなくて、わからない。 

・友だちとあまりかかわれなくなったこと。 

・友達となかなか遊べなかったこと。（2） 

・友達にプリントぬらされたこと。 

・友だちの家に頻繁に行けなくなったこと。 

・マスクつけて過ごさないといけなかったこと。 

・マスクをして声がききとりずらいときがあった。 

・マスクをつけて、学校に行くことです。 

・みんなで自由に遊べなくなったこと。 

・遊園地やほかの県に行けない。 

・旅行に行けない。感染リスクがあって怖い。 

・水曜日コロナの人が出て、その日遊べなかった。 

・人と仲良くなれなくなったこと。友だちが減った。 

・ほかの県に行けなかったり、遠いところへ行けない。 

・野外活動で妹の誕生日を家で祝えなかった。

・ずっとマスクをつけていないといけないから息苦しい。 

・外に出られない時があって、外遊びできなかったこと。 

・マスクで息苦しくなる。旅行などにあまり行けない。 
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・かなしかったこと、給食の時に仲良くしゃべりながら食べれないこと。 

・新型コロナウイルスの影響で今も吹奏楽の練習ができない。 

・マスクをしなくてはならないし、アルコール消毒をずっと続けるのが大変です。 

・マスクを外せず、困っています。早くコロナワクチンを打ちたいと思います。 

 

 

 

◎放課後やお休みの日は何をして過ごしていますか。 

〈児童クラブ〉 

どこで だれと なにをしてる 

家 兄 遊ぶ 

    ゲーム 

家 姉 けんか 

    バトル 

家 妹 遊ぶ 

家 弟 遊ぶ 

   一緒に遊ぶ 

   お絵描き 

   おもちゃ 

   ゲーム 

   鉄棒 

    テレビ 

家 家族 YouTube 

   遊ぶ 

   お絵描き 

   買い物 

   片付け 

   ゲーム 

   ごはん 

   自宅待機 

   だらだら 

   塗り絵 

   百人一首 

   勉強 

   ぼーっとする 

   ボードゲーム 

   ままごと 

    ゆっくりする 

家 世界中の人 オンラインゲーム 

家 父 カードゲーム 

   ゲーム 

   ごろごろ 

   サッカー 

   自転車 

   ス（一字不明） 

   ブランコ 

    勉強 

家 友だち 映画 

   ゲーム 

    スケート 

家 母 アイロンビーズ 

   遊ぶ 

   お手伝い 

   ゲーム 

   テレビ 

   寝てる 

   漫画 

    料理 

家 ひとり YouTube 

   遊ぶ 

   いろいろ 

   絵を描く 

   カードゲーム 

   ゲーム 

   工作 

   ごろごろ 

   サッカー 

   宿題 

   スイッチ 
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   図工 

   テレビ 

   読書 

   ネットフリックス 

   寝てる 

   パソコン 

   バレーボール 

   ピアノ 

   勉強 

   漫画 

    留守番 

家 ふたり ゲーム 

家   留守番 

イオン 家族 遊ぶ 

   買い物 

    ゲーム 

運動場 友だち 水泳 

駅 母 買い物 

    食事 

エスパル 母 買い物 

お店 家族 いろいろ 

   お出かけ 

   買い物 

    ゲーム 

お店 母 買い物 

学校 クラス 帰る 

  先生 手伝い 

  友だち 遊ぶ 

キッズルーム 友だち おにごっこ 

キッズルーム 友だち ベイブレード 

教室 先生 英語 

教室 友だち 遊ぶ 

   お絵描き 

   かくれんぼ 

    じょうぴん 

教室 幽霊 話している 

近所 一人 習い事 

ゲームセンター 家族 ゲーム 

ゲームセンター 母 ゲーム 

公園 兄 野球 

公園 弟 遊ぶ 

公園 家族 遊ぶ 

公園 父 遊ぶ 

    おにごっこ 

    サッカー 

    ブランコ 

    野球 

公園 友だち 遊ぶ 

    おにごっこ 

    ゲーム 

    野球 

公園 母 散歩 

    自転車 

    縄跳び 

校庭 家族 うんてい 

校庭 友だち 色おに 

    エアおにごっこ 

    おにごっこ 

    かくれんぼ 

    かけっこ 

    サッカー 

    砂場 

    ドッジビー 

    なわとび 

校庭 母 野球 

校庭 ひとり 走る 

校庭 みんな おにごっこ 

    かけっこ 

    縄跳び 

仕事場 両親 寝る 

児童館 友だち 明日の準備 

    遊ぶ 

    制作 

    読書 

    ふっかつ 

    リカちゃん 

児童館 一人 ピアノ 

市内 母 自転車 



【小学生対象】 

24 

スーパー 母 買い物 

  父 買い物 

  家族 買い物 

スキー場 友だち スキー 

  祖父 スノーボード 

外 家族 遊ぶ 

    おでかけ 

    買い物 

外 父 遊ぶ 

    ゲーム 

外 友だち 遊ぶ 

    おにごっこ 

    かくれんぼ 

    縄跳び 

外 母 遊ぶ 

    公園に行く 

    すべりだい 

外 ひとり サッカー 

    チア 

    ピアノ 

祖母の家 いとこ かくれんぼ 

ダンス みんな 踊る 

トイレ 一人 おしっこ 

どこか 一人 おなら 

友だちの家 友だち 遊ぶ 

    お泊り 

      

中 一人 読書 

  友だち 英語 

習い事 いろいろ 勉強 

  先生 将棋 

   レッスン 

  父 ピアノ 

  友だち レッスン 

   ピアノ 

   泳ぐ 

  みんな 習い事 

プール 友だち 泳ぐ 

  みんな 泳ぐ 

  家族 習い事 

窓 友だち 自由帳で遊んでいる 

    かくれんぼ 

    こわい話 

店 母 買い物 

休みの日 YouTube YouTube 

  ゲーム ゲーム 

  寝てた 布団の中で飛び出す 

  両親 お出かけした 

    釣りをしに行った 

    旅館へ行った 

遊園地 家族 遊ぶ 

- 友だち 遊ぶ 

- 友だち 習字 

- - 読書 

 

〈5 年生〉 

どこで だれと 何してる 

家 兄 ゲーム 

家 犬 遊んでいる 

家 妹 勉強している 

    遊んでいる 

    ゲーム 

家 弟 宿題 

    本読み 

    レゴブロック 

    ゲーム 

家 親 遊ぶ 

    スイーツ作り 

    ゲーム 

家 家族 アニメを見ている。 

    家にいる 

    いろいろしている 

    おかしづくり。 

    カードゲーム 
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    外出してる 

    ゲーム 

    ご飯食べる 

    ごろごろ 

    テレビ 

    どこかに行っている 

    のんびり 

    勉強 

    ゆっくりしてる 

    ゆったりしている 

家 父 遊んでいる 

    ゲーム 

    クッキング 

家 友達 LINE で会話 

    遊ぶ 

    一緒に遊んでいる 

    オンライゲーム 

    ゲーム 

    ユーチューブ 

      

    電話をしている 

    勉強 

家 ネツ友 ゲームしてる。 

家 母 勉強している 

    宿題 

家 ひとり BTS を見ている。 

    YouTube 

    遊んでいる。 

    アニメ 

    絵をかく 

    お菓子作り 

    カラオケしている 

    ゲーム 

    工作（レンジ） 

    宿題 

    死んだふりをする 

    スマホいじり 

    テレビ 

    トイレに引きこもる 

    読書 

    習い事に行く 

    
習い事の練習をしてい

る 

    寝ている 

    はしゃいでいる 

    勉強 

    留守番 

イオンなど 友だち 買い物 

いとこの家 
家族・いと

こ 

ゲームしたり、遊んだ

りしている 

いろいろな所 
いろいろな

人 

習い事をしている 

（3 つ） 

駅で 母 買い物（必要なもの） 

お店 母 買い物 

  親 買い物 

  家族 買い物 

おみつ 友だち デュエマをしている 

温泉 家族 
ゴロゴロしたり、自由

にしている 

    露天風呂に入っている 

学校 クラスの人 居残りしてる 

  友達 絵かいてる 

    遊んでいる 

    委員会 

    長なわしてる 

    話している 

学校・球場 
チームメイ

ト・コーチ 
野球をしている 

学校・放課後 友達 係活動をしている 

学校からの帰路

で 
友達 かえってる 

キッズルーム 友達 ゲーム 

教室 友達 スクラッチ 

    おしゃべり 

    休憩 

    お笑いのネタ考える 

    絵を描いたりする。 
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お笑いのネタを考え

る。 

グラウンド 部員 野球 

研修会（将棋）

で 

将棋のプロ

棋士と 
将棋をしている 

公園 弟 遊んでいる 

公園 親 運動 

公園 家族 遊んでいる 

公園 親友 遊んでいる 

公園 友達 遊んでいる 

    鬼ごっこ 

    遊具 

    カードゲームした。 

    ゲーム 

    サッカー 

    吹奏楽の練習 

    外遊び 

    デュエマをしている 

    
ドッヂボールや鬼ごっ

こ 

    バトミントン 

    ボール 

    野球 

公園 母 運動している 

公園 ひとり サッカー 

校庭 兄 サッカー 

校庭 クラスの人 縄跳び 

    鬼ごっこ 

校庭 チームの人 サッカー 

校庭 友達 遊んでいる 

    いろいろ 

    鬼ごっこ 

    鉄棒 

    サッカー 

    外遊び 

    長縄 

校庭 みんなと 長縄してる 

三角公園 友達 遊んでる 

市民センター 

家族、習い

ごとの友だ

ち 

習い事をしている 

  
将棋が強い

人と 
将棋をしている 

塾 友達 勉強 

ショッピングモ

ール 
家族 買い物 

スイミングスク

ール 

コーチ、先

輩 
練習している 

スーパー 家族 買い物 

    買い物 

    買い物をしている 

スキー場 家族 スキー 

外 家族 買い物に行く 

    お出かけ 

    鬼ごっこ 

  友達 遊んでいる。 

    鬼ごっこ 

    習い事 

  母 犬の散歩 

    買い物をする 

  ひとり 自転車のる 

体育館 友達と バスケをした。 

ダンロップ 
ダンスの先

生 
ダンスをしている 

地球 人間 行動している 

テニスコート 友だち テニスを習っている 

デパート 家族 買い物している 

どこか 家族 買い物 

土木グラント 部員 野球 

友だちの家 ４人ぐらい 遊んでいる 

友だちの家 友達 遊んだ。 

    歌う、喋る 

    ゲーム 

    ねこと遊ぶ 

    勉強 

中庭 友だち アイスを食べた。 

習い事の教室 友達 勉強 
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習い事の先

生と 
レッスンしている 

  ひとり 習い事 

ピアノ教室 
ピアノの先

生 
ピアノを弾いている 

プール 先生 泳いでる 

分室 2 で ひとり 
妹の迎えに行ってい

る。 

部屋 友達 ゲーム 

  ひとり YouTube を見ている 

    
YouTube をとってい

る 

放課後 友達 遊んでいる 

  
他のクラス

の人 
サッカーをしていた 

道 友だち さんぽして話す 

休みの日 家族 買い物をしている 

  家族 出かけている 

  クラスの人 家で遊んでいる 

  ひとり 映画を見た 

山 家族 キャンプ 

雪山 家族 スキー 

ラッキー 

オールディーズ

ショー 

友だち スケボー 

理科室 委員会の人 話し合い 

 

 

◎今、何か心配していることや困っていること・不安なことはありますか。 

〈児童クラブ〉 

・アンケート。 

・大きい地震が来るか。 

・恋の悩み。（2） 

・コロナ。（13） 

・コロナがこわい。 

・コロナがなくなってほしい。 

・コロナ感染。 

・コロナの悪化。 

・地震。 

・外遊べるか心配。 

・特になし。（12） 

・友だちが痛がってる。 

・仲間外れにされたりされる。 

・なし あそびたい。 

・平日の休み少ない。 

・ボードゲームがいつ来るか。 

・ワクチンの副反応。 

・自分が病気になっていないか。 

・自分がコロナにかかったら心配。 

・いとこのお母さんが陽性になって心配。 

・いろんなものがつかえないから困っている。 

・音楽の授業でリコーダーができない。 

・学校でぐずぐずすることがいっぱいある。 

・コロナウイルスがあることがいやです。 

・コロナにかかっている人がいっぱい。 

・コロナにかかって迷惑を掛けないか心配です。 

・コロナにみんなかかってほしくない。 

・自分や周りの人がコロナにならないか心配。（5） 

・陽性だから、自分のまわりの人にうつさないか 

・今私が見ている幽霊に気付いていないことが困っています。 

・感染者がでても学校が休みにならないこと、ロシアとウクライナの戦争→日本に影響があったらやだ。 

・マンションで一緒の一人の友だちが 10 月の途中で待ち合わせに来なくなってしまって、理由も聞いてないか・ら

心配している 

 

〈5 年生〉 

・いつコロナが終わるのか。 

・いつまでコロナが続くのか。 

・今は特にない。（3） 

・学校が楽しくない。 

・コロナ。（2） 

・コロナが増えていること。 

・コロナにならないか。 

・将来。 

・将来の夢が決まらないこと。 

・すてき大人になれるか。 

・大丈夫。 

・特になし。（68） 



【小学生対象】 

28 

・友だちからのいじめ。 

・鼻マスクやめてほしいです。 

・勉強が心配。 

・マスクがなくなるか。 

・受験でうかれるかどうか心配です。 

・不安なことも心配なこともないです。 

・６年になって低学年を引っ張って行けるか心配。 

・いつになったらコロナウイルスがおさまるのか。 

・学校が休校になってみんなと遊べなくなること。 

・コロナがこれからどう変わっていくのかが心配です。 

・吹奏楽は大丈夫か、賢司先生は異動してしまうのか。 

・コロナにかかること。今よりももっと制限されること。 

・ずっとコロナがおさまらないのかなと不安があります。 

・いつになったら、コロナがおさまるか…いきたいけど、いけないところ… 

・コロナがだんだん増えて、学校やバスケができなくなったり、いとこや友達に会えなくなったらいやだ！ 

 

 

◎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。 

〈児童クラブ〉 

・あつい。 

・あまりない。（2） 

・ゲームは楽しいです。 

・コロナの事。 

・しあわせにくらしたい。 

・宿題やってほしい。 

・新型スイッチほしい。 

・特になし。（17） 

・なし あそびたい。 

・ボードゲームは楽しい！ 

・コロナになってほしくない。 

・誕生日に川に行きたい。 

・ママに話してるので大丈夫。 

・このアンケートをかくのがだるい。 

・ディズニーランドにいけるかどうか。 

・仲良く遊ぶにはどうすればいいか気になる。

 

〈5 年生〉 

・あまりないです。 

・今は特になし。（2） 

・お酒の飲みすぎに注意。 

・こまっていることはない。 

・人生楽しい。  

・大丈夫。 

・特になし。（98） 

・毎日が楽しい。 

・村井知事に会いたいです。 

・コロナがなくなってほしい！！ 

・好きな子に告白するかしないか。 

・ペンライト欲しい。CD 欲しい。 

・これからも妹をよろしくお願いします。 ・これからコロナウイルスはどうなっていくのか。 

・子スタをいち早くやりたいです。僕はカードがゴールドなので、教えたいです（子スタの人に）。 

 

★児童数の増加もあり回答数が増えた。記述式が多い中、子どもたちの気持ちが率直に記述されており、児童館が

何でも言える場として受け止めていることが覗えた。 

★コロナ禍に慣れてきたこともあるのか、児童館ではそれぞれの過ごし方を見つけ、安心して過ごしてくれている。 

★「そあとの庭」は人気の企画であり開催数が多いこともあるが、やはり感想からも子どもたちにとって良い 

体験になっていると感じる。 

★『子どもスタッフ』に関心を持っている児童が半数を超えた。「忙しくて参加できない」という状況も分かった

が、次の募集を心待ちにしている様子が覗えた。 

★感染がより身近になったこともあり、コロナ禍での気持ちは前年度よりも明確な不安となって表れている。 

★「自由来館カード」や「同意書」についての子どもからの意見は大変貴重である。 
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令和 3 年度 榴岡児童館アンケート 中学生・高校生対象 

※宮城野中学校と東華中学校の生徒の皆さんにご協力いただきました。 回答数：396 

 

1. あなたのことを教えてください。（学年） 

 宮城野中学校 東華中学校 合計 

中学 1 年 2 0 2 

中学 2 年 225 163 388 

中学 3 年 3 0 3 

不明 1 2 3 

合計 231 165 396 

 

 

2．これまで榴岡児童館に来たことはありますか。 

 宮城野中学校 東華中学校 合計 

来たことがある 66 32 98 

来たことがない 164 133 297 

 

 

2-A. ≪来たことがある人のみ回答≫ 

◎利用しようと思った理由は？※複数回答 

 宮城野中学校 東華中学校 合計 

遊びに来た 24 12 36 

イベントに参加 27 12 39 

ボランティア 3 4 7 

妹や弟の迎え 10 7 17 

児童クラブに 

登録していた 

15 11 26 

その他 2 2 4 

≪その他の内容≫ 

・吹奏楽団として演奏しに行った。(2) ・どこの小学校に入るかと決める前に、いちおう見学に行った。 

・友達の弟のお迎え。 ・部屋を借りたことがある。 

 

◎児童館の雰囲気や印象は？ 

 宮城野中学校 東華中学校 合計 

満足 35 26 61 

やや満足 25 5 30 

やや不満 1 1 2 

不満 0 0 0 
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◎児童館のスタッフの雰囲気や対応は？ 

 宮城野中学校 東華中学校 合計 

満足 35 28 63 

やや満足 23 0 23 

やや不満 1 0 1 

不満 1 0 1 

 

 

2－B．≪全員回答≫ 

◎榴岡児童館で「こんなことしてみたい」「こんなことしてほしい」などを教えてください。 

 宮城野中学校 東華中学校 合計 

自分で企画して誰かを楽しませた

い 

5 8 13 

皆でわいわい楽しみたい 127 95 222 

新しい仲間をみつけたい  17 26 43 

ワークショップなどで何かを教え

てもらったり体験したい  

33 23 56 

その他 14 22 36 

〈その他の内容〉 

・特になし。（38） ・何もない。(3)  ・行くつもりがない。（2） ・何をしているかが分からない。(2)  

・バドミントンがしたい。 ・小学生や中高生が交流できる場を作る。 ・スケボー。 ・指スケ。  

・ハンドボール。 ・バッティングセンターを作って欲しい。 ・本棚開放をイベントにしてほしい。 

・お菓子パーティー。 ・地震体験会。 ・児童館まつり(バザー、屋台など)。 ・遠いので特に無い。 

・ドッジボール。 ・本を自由に読みたい。 ・どんな場所か知りたい。  

・どんな人でも安心して過ごせる空間を作っていきたい。 ・コロナ禍なのでイベントを開かないでくだい。 

・みんなで体を動かすようなことをしたい。 

 

3．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。 

◎知っていましたか。 

 

 

◎参加してみたいと思いますか。 

 宮城野中学校 東華中学校 合計 

参加してみたい 16 15 31 

参加してみたい

が忙しい 

86 66 152 

参加したくない 121 79 200 

 宮城野中学校 東華中学校 合計 

知っていた 21 7 28 

知らなかった 208 155 363 
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4．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？ 

 宮城野中学校 東華中学校 合計 

参加してみたい 21 19 40 

参加してみたい

が忙しい 

93 68 161 

参加したくない 114 76 190 

 

 

5．最近まわりで流行っていることはありますか。 

・ありません、特になし(137) ・わからない(53) ・ゲーム(45) ・コロナ(17) ・Tik Tok(17) 

・アニメ(14) ・マンガ(7) ・勉強(6) ・鬼滅の刃(5) ・荒野行動(4) ・ドラマ(5) ・手押しずもう(4) 

・Apex.(4) ・K-pop(4) ・SNS、インスタ(3) ・ダンス(3) ・YouTube(3) ・呪術廻戦(2) ・スマホ(2)  

・推し活(2) ・東京リベンジャーズ(2) ・スマブラ(2)  ・ルービックキューブ(2) ・フォートナイト(2) 

・BTS(2)  ・にじさんじ(2) ・りんごあめ ・進撃の巨人 ・ポケモン ・chess ・Snow Man ・ニコニコ 

・ワンピース ・韓国ドラマ ・2 ちゃんねる ・イカゲーム ・トランプ ・読書 ・野球 ・ひろゆき 

・スプラトゥーン ・走れメロス ・ズボンをめくる ・ものまね ・FH5 ・一発芸 ・いろいろ ・映画 

・アルセウス ・有吉の壁 ・長電話 ・韓流アイドル ・メンヘラ ・おしゃべり ・韓国 ・大声を出す 

・手指消毒 ・妖怪ウォッチ ・昔小学校で流行った遊び ・Let it be. ・歌 ・運動 ・サッカー ・テスト 

・作詞作曲 ・クロームブック ・かぜ ・芸能界のニュースを話す ・実況者 ・小説を書く ・スケボー 

・強いていうならみんなで遊ぶこと ・スマホゲーム ・第五 ・デュエルマスターズ ・ヒロック ・モアイ 

・フロスピ ・プロスピ A ・平成フラミンゴ ・北京オリンピック ・ヘビゲーム ・ほうれんそうゲーム 

・ボカロ ・ポケ GO ・胸をどつくこと ・指スケ ・洋楽を聞く ・ラクガキ ・ランダムダンス  

・恋愛系 ・リズムゲーム ・今はない ・ウェェェェ ・Sruwl Stars ・TWTCE ・もふもふ？ 

・宮城県の感染者が急増したこと ・夢ノート、数年後の自分の職業とかお家とかお金のやりくりの仕方などを書く

というものです 

 

 

6．新しい生活様式が定着してきました。 

昨年と変わったことはありますか？ それについて、どう思いましたか？ 

遊びにくくなりました。 

遊ぶことが減った。 

外出しにくくなった、県外への移動ができなくなっ

た。 

友達と遊ぶことが難しい。 

全く家から出れなくなってしまった。 

最悪。 

特に何とも思いません。 

楽しくなくなってきたなと思った。 

さすがに外出しないといけない。 

遊びたい。 

友達と遊んだりすることも出来る限り控えるようになり少

し残念な気持ち。 

コロナ予防のためだし、仕方ないと思う。 
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自由に外出したりすることができなくて 

悲しかったです。 

友達と遊ぶことはとても楽しいから早くもどって 

ほしい。 

外遊びが減ったと思った。 

あまり外にでなくなった。 

外出する機会が減った。 

買い物の頻度。 

友だちと遊べなくなった。 

イベントがなくなって物足りない。 

悲しい。 

だんだんコロナが近づいてきてると思いました。 

外出をしたい気持ちもあるけど、 

我慢しなければいけないと思う。 

慣れるしかない。 

一緒に出かけたりしたい。 

もう少し外に出たい。 

遊びたい。 

楽しみが減った。 

しょうがない命がかかってるかもだから。 

消毒をこまめにするようになってきた。 

よく手を洗うようになった。 

手洗い・うがい・人との距離。 

マスクの着用。 

めんど。 

手が荒れるのであまりしたくない。 

しょうがない。早く終わるといいな。 

コロナがまた増えてきて、 

手洗いの回数とかを増やして、 

ウィルスとかに気を付けていこうと思いました。 

特になし。 

あまり外にでなくなった。 

外出する機会が減った。 

買い物の頻度。 

友だちと遊べなくなった。 

イベントがなくなって物足りない。 

悲しい。 

だんだんコロナが近づいてきてると思いました。 

外出をしたい気持ちもあるけど、 

我慢しなければいけないと思う。 

慣れるしかない。 

一緒に出かけたりしたい。 

もう少し外に出たい。 

遊びたい。 

楽しみが減った。 

しょうがない命がかかってるかもだから。 

より一層コロナ対策が日常化してきた。 
常に意識して感染予防にしっかり 

取り組みたいと思った。 

感染対策などの変わりはないと思う。 いいと思う。 

昨年以上にコロナについて 

気を付けないといけないこと。 

友達との距離とって話したり、手洗いうがいを 

必ずするべきだと思います。 

相手との心の距離。 相手とあまり会話ができないから難しいと思います。 

より、距離を取っての生活。 これをすることで感染者が減るんなら良い。 
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勉強が大変。 

難しくなった、多くなった。 

勉強する内容、集中できるようになった。 

授業の内容においつけるように頑張ろうと思いました。 

がんばらないとなーと思った。 

大変。 

疲れる。 

集中力が高まっていくことによって、 

何か成功につながると思いました。 

先輩となって責任を感じるようになった。 

勉強に対する思いが変わった。 

部活自粛・中止、給食お代わりなし。 

学校行事の縮小・中止。 

学力が落ちた。 

学校生活で前向き、マスクをつける。 

勉強に対する思いが変わった。 

学校の感染対策の強化。 

がっかりした。 

大会がどうなるか不安。 

新しくても楽しく過ごせているのでいいと思う。 

特にありません。とくに思わない。 

良いと思った。 

少しさみしい、つまらない。 

これに対してまだ宴会やら飲みとかしてる 

大人がどうかと思う。 

早くコロナがなくなってほしいと思った。 

悲しい、やってみたかった。 

コロナがなくなってほしいと思います。 

学校生活の制限が増えた、楽しみにしていた 

行事や試合がなくなって悲しい。 

リモートが充実した。 コロナ禍の範囲でも、できることが増えた。 

たくさんある。 もとにもどってほしい。 

前と比べて生活しづらい。 はやく元の生活がしたい。 

タブレットでの授業が多くなった。 持ち帰りするのに荷物が増えて少し大変になった。 

とつぜん、臨時休校になったりしたこと。 みんなと話せず悲しい気持ちになった。 

休校が増えてきた。 心配。 

給食中静かに。 しょうがない。 

学校がコロナとか出て休みに 

なった時があった。 

ずっと休みではないし、数日だったから 

楽でよかった。 

イベントが少ない、行事がなくなった。 
楽しいことがかなりなくなりました。残念。 

悔しい。悲しい。 

リモートになったりした。 リモートは便利だけどたまに聞こえないときがある。 

人と話さなくなった。話し合いがみじかい。 

人と近づいて話すことが難しくなってしまった。 

話すことが減った。 

もう少しコミュニケーションをとるようにしたい。 

もっと話し合いたい。 

もっと人と話せるようにしたいと思った。 

少し残念だと思った。 

話し合いなどの機会が増えたこと。 うれしいです。 

人の表情を気にするようになった。 どうも思わない。 

人との距離。 仲良くなれるか心配…。 
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ソーシャルディスタンスをとること。 馴染みづらかった。 

人とマスクを外して会話するのが 

はずかしくなった。 
当たり前になったから違和感がない。 

消毒をたくさんするようになった。 

手洗い・うがいの回数。 

空気清浄器をいれた。 

コロナ対策が当たり前になってきた。 

コロナ対策が厳しくなった、強化された。 

コロナへの意識。 

コロナがふつうになってきたこと。 

冷たい。 

手洗い、うがいの意識が変わった。 

コロナ前の生活の仕方を忘れそう。 

もっと自由に過ごしたい。 

こまめにしているので、安心できている。 

いいと思った。苦とは思わない。 

安心。 

なにも。 

マスクでの生活がなれてきた。 

マスクに慣れてきた。 

マスク外すと落ち着かない。 

マスクをとるのが恥ずかしくなる人がでてきている。 

マスクしていない人を本当に見かけないこと。 

顔に気持ち悪い感触がしてものすごく嫌だった。 

暖かい。 

仲良くてもマスクの下を見た事ない人もいるので 

コロナ収束してほしいです。 

顔が見えないから、さみしい。 

息がしずらくなったりする。 

慣れるのが早いと思いました。 

どうも思わない。しょうがない。 

新型コロナウイルスの影響がこんなところに 

出てきて驚きました。 

慣れてきた。少しずつ落ち着いてきた。 

みんなコロナ対策理解してきたきがする。 
良いと思う。 

黙食。   

外にあまりでれないし、わいわいさわげない。 もっとわいわいさわぎたい。 

昨年も定着していたのでなにも 

変わりませんでした。 
特にない。 

昨年よりも人との密着について強く 

呼びかけられるようになった。 
大変だが仕方のないことだと思った。 

さらに予防をする。 
だるいけど、しなくちゃいけないことだから 

仕方ない。 

家での DVD 鑑賞などが増えた。 たくさんの人とかの話しの物語が分かるし楽しい。 

ネットをよく見るようになった。 どうも思わない。 

肌が荒れ始めた。 憎い。 

表情が見えない。 小さい子とか心配。 

周りの人が変わって行く。 すごい。 

みんなで集まれなくなった。 悲しい。 もう少し会いたい。 

めっちゃ運動するようになった。 痩せるし、楽しいし一石二鳥って感じ。 

やりたいことをやれない。 嫌だ。 
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良い意味で当たり前になった。 良い事だと思う。 

よく手を洗うようになりました。 せいけつになるし、いいと思っています。 

ライブが開催されるようになったこと。 とてもうれしいです。 

ワクチン。 
打つ打たない、それぞれの自由なので打ってない 

人に圧力かけたりしていて、それはどうかと。 

ありずぎて困る。 考えるほどのことでもない。 

制限が多くなった。 ストレスがたまる。 

コロナ。 ひどい。 

コロナが落ち着き、部活動で大会に 

出れるようになった。 
うれしかった。 

コロナ感染者が増加し昨年よりも 

制限されたこと。 
企画していた行事などが出来なくなり、少し悲しい。 

コロナに対してガミガミうるさく 

なりすぎてきた。 
甘くしろとは思わないが、細かすぎる気がする。 

コロナの影響で集まることができない。 つまらない。 

気が抜けている。 もっと気をつけていかなければならない。 

気の緩みだと思う。 もっと自分の頭で考えた方がいいと思う。 

身長。 伸びたいなあ。 

ポテトの S がなくなった。 M が食べたい。 

2021 年→2022 年。令和３年→令和４年。 1 年が終わった。 

わからない。 

知らん。 

わからない。 

しょうがない。 

特になんとも思ってないです。 

知らん。 

  さびしいなと思いました。 

いろいろなところに遊びにいけるようになった。 うれしい。 

友達が増えた。 うれしい。 

ジュニアリーダーなどのボランティア活動に 

参加できるようになった。 
うれしいし、楽しい、良い経験。 

特に変わりはありません。 

特に変わらない。 

特に何もありません。 

どうも思わない。 

変わったことがなくて良かったなと思いました。 

いつも通り。 

変えなくてもしばらくは大丈夫だと思う。 

早くコロナ禍が終わらないかなと思いました。 

コロナがいつまでつづくのか心配になった。 

もうちょっと密に気を付けたほうが良い気がした。 

マスク生活にも慣れてきたので良いと思います。 

よくわからない。 
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良いと思う。 

そんなかわんないと思った。 

普通。 

少し、変化がほしい。 

特にありません。 

特に何も思わない。 

早くコロナ収束してほしい、遊びたい。 

思い出作りがしたい。 

変わらないから、何も思わなかった。 

対策がよくできている。 

元に戻って欲しい。 

うれしい。 

早く、普通の日常に戻ってほしい。 

 

 

7．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。 

・あまりない。 ・家族のことですね。 ・早くコロナが終わってほしい。 ・身長を伸ばしたい。 

・小学校のときこどもまつりなど参加しました！楽しかった思い出があります。 ・知らん。 ・特になし。 

・つかれた、精神的にしんどい。 ・伝えたいことは何もありません。 ・特に大きなことはない。 

・ないです、ありがとうございます。 ・イベントを開催して欲しいです。 ・感染したくない。 

・思い出づくりをもっとしたいです。 ・感染対策するならもっと徹底したらどうですか？  ・わからない。 

・コロナやばいです。 ・このえんぴつ欲しいです。 ・結構です、間に合っています。 ・熱でませんように。 

・叫んでもいいですかー？ ・自分たちにできることは少ないから、無理しない程度に頑張ってほしい。 

・先生から生徒へのいじめをなくす、教育委員会で取り上げる。 ・リモート授業をしたい。 

 

 

★中学生・高校生対象アンケートには数年前から東華＆宮城野中学校の協力の基、数年来は 1 年生を中心に実施

していたが、R3 年度は前年度との比較をするため 2 年生対象に実施した。忌憚のない意見が出されている。 

★流行について「分からない」という回答が多かったが、ただ疎いと言うだけでなくコロナ禍でのマスク生活 

 で直接の会話が減っている影響もあるのではないかと感じた。「みんなとワイワイ楽しみたい」という気持ち

がある一方で、一人で遊べるものも多く挙がっている。 

★「中学生合宿」や「イベントへのボランティア」についての認知は不足しているが、興味がある中学生が増え

ていることが分かった。参加してみたいが忙しい、という中学生の現状も分かった。 

★昨年度との変化については、喜ばしい変化もある反面、長引くコロナ禍で解消されない不満が溜まっている 

 様子が見てとれる。新しい生活様式に対して、良くも悪くも「慣れが出てきている」と中学生も感じているよ 

 うだ。 
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令和 3 年度 榴岡児童館アンケート 子育て世代対象 

回答数：13 

◎年齢 

20 代以下 30 代 40 代 50 代 60 代以上 

2 8 2 0 0 

 

◎回答者について 

男性 女性 

0 11 

≪お子さまの年齢≫ 

・0 歳 10 か月 

・0 歳 11 か月 

・0 歳 5 か月 

・1 歳 1 か月 

・1 歳１か月 

・1 歳 4 か月 

・1 歳 5 か月 

・1 歳 6 か月 

・1 歳 9 か月 

・2 歳 0 か月 

・2 歳 5 か月 

・3 歳 0 か月 

・3 歳 10 か月 

・4 歳 0 か月 

・5 歳 4 か月 

 

 

◎今日はどのような理由で来館されましたか。※複数回答 

自由来館 イベントに参加 子育て支援クラブの活動 その他 

13 0 0 0 

 

 

◎榴岡児童館はどのくらい利用しますか。 

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 

2 6 4 0 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 町内回覧 その他 

5 2 5 4 4 4 1 

 

 

◎児童館だよりの内容はいかがですか。 

満足 やや満足 やや不満 不満 見たことがない 

11 2 0 0 0 

 

 

◎ホームページの内容はいかがですか。 

満足 やや満足 やや不満 不満 見たことがない 

11 2 0 0 0 
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◎児童館で過ごしてみていかがですか。 

満足 やや満足 やや不満 不満 

12 1 0 0 

 

 

◎児童館スタッフの対応はいかがですか。 

満足 やや満足 やや不満 不満 

13 0 0 0 

 

 

◎2021 年 12 月より、乳幼児の土曜日の自由来館も一部再開されました。コロナ禍での児童館の様子やひろば等の

定例会、イベントはいかがですか。 

・（土曜日の自由来館）知らなかったです。 

・12 月以降、今日が初めての来館となった。 

・イベントはいつも楽しませてもらっています。 

・感染対策されていて、安心して遊べて楽しいです。 

・児童館で思いっきり遊べて大変助かります。 

・助かる。 

・感染対策をしっかりされていて安心して参加できた。 

・イベント等いつも内容盛りだくさんで親子で楽しめるのでいつもとても楽しみにしています！！そして大満足です

♡ 

・誰もが大変な中、様々なイベントを開催いただき、感謝しています。 

・ハロウィンイベント、ママ・ココ・フェスティバルに参加し、息抜きになるとともに子どもにとっても良い影響だ

と思いました。 

・ほとんど来れていません。久しぶりに来たら（3/22）、春休み前でにぎわっていてホッとしました。 

・密集は気になりますが、他の子とふれあう機会を持たせたいのでいろいろ参加したいです。 

 

 

◎児童館が利用できない期間（緊急事態宣言発令中・まん延防止等重点措置実施中、小学校の長期休暇中等）を過ご

して、困ったことや不安に思ったことはありますか。 

・遊ばせる場所を探すのに困った。 

・行き場をなくした。 

・子どもの遊び場がない。 

・夏冬は遊ぶところがなくて困っている。 

・やはり遊び場が少ないことです。 

・雨の日など遊び場が近くになく家で過ごすしかないこと。 

・行き場所が公園位しかなく、寒い日や雨の日は特に困りました。 

・家族以外との会話が少ない。幼稚園に行っていなかったら発達上もよくなかったと思う。 

・公園も寒く、毎日遊ばせる場所に苦戦していました。 

・子どもと同年代の方達と交流できる機会が減ってしまったこと。 

・寒い日でも公園で時間を潰したり、雨天時はひたすら家で遊ぶのがマンネリ化して辛かった。 

・生活リズムのちがう乳児と小学生を同時に世話していく不安はあります。 
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◎子どもたちにスマートフォン・タブレット等（学習教材を除く）をいつ頃から利用させようと思いますか。また、

メディアやインターネット・SNS などの利用について感じることはありますか。 

利用開始予定 

※すでに利用している場

合も含む 

 

未就学児(1)  

小学校低学年(4) ・依存性やトラブルが不安。 

・どのくらい見せて良いのか。 

小学校高学年(2) ・メディア、ネット、SNS は制限して注意が必要だととても思います。 

・周りの環境に応じて考え中、利用させすぎで家族の会話が減らないよう注意した

い。 

中学生(1) ・本当は中学くらいからと思っていたが、教材、ビデオ代わりのユーチューブ、知育

アプリは 3 歳でもう使わせています。もはや大人のゆとり作るためにも欠かせな

いです。 

小学校高学年・中学生(1)  

中学生・高校生(2) ・遅ければ遅い方がいいと考えています。SNS は正直利用させたくないです…。 

未選択 ・検討中。 

 

 

◎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。 

 

ぴよぴよひろば（0 歳児） 

・友だちができました。 ・初めての児童館がこれで、とても楽しかった！ 

・赤ちゃんとの遊びが分からない時期、家遊びの参考になって良かった 

 

よちよちひろば（1 歳児） 

・子どもと工作作業ができて良かった ・引き続き楽しめました。 

 

ぴょんぴょんひろば（2 歳児～） 

・数回ですが、アクティブな内容も多く楽しそうです。 

・息子はいまいち興味を示していなかったが、いい気分転換になった。 

 

つつじがおか子育てサロン 

・いつもお話が貴重で勉強になることばかりです。 

・私がたまたま参加したのが講習会？みたいなので息子はひまそうだった。 

 

ハロウィンパレード（乳幼児） 

・言うまでもなく最高です☆ ・話せるママ友ができたし、息子も楽しそうだった。 
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・3 年ぶり！！にとても楽しみにしていました。地域のみなさんとふれあえて嬉しいです。 

 

ママ・ココ・フェスティバル 

・これも大好きなイベントで、心の栄養剤です（笑） 

・ステージイベントが楽しかった。 

・イベントで、いろいろ作って楽しかったです。 

・楽しかったです！お土産も嬉しかった、コンサートも◎ 

・母も子もとても楽しめました。お土産もたくさんありがとうございました。 

・先生方やスタッフの方々が息子を見てくれてリフレッシュできた。 

・”ママ”でいることを楽しめる、自分を大事にできる一日になりました。 

 

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共催〉 

・シール張りを楽しめてお土産もありがとうございました。 

・毎年、かわいいツリーにいやされています。 

 

プチクリスマス会 

・楽しいコンサートやクリスマスプレゼントもありがとうございました。 

・クリスマスを楽しめてよかった！ 

 

 

◎つつじがおかじどうかんでは、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。コロナ

禍以前はママ・ココ・フェスティバルや児童館まつりで活躍、現在は月 1 回程度の集まりを持ち、乳幼児親子のイ

ベント企画やクラブ内での活動をしています。 

 

・『子育て支援クラブガーネット』を知っていますか 

知っている 知らなかった 

6 5 

 

・『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 

0 1 8 

 

 

◎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。令和 4 年度からは、今までのようなおま

つり毎の募集ではなく、1 年間通しての『子どもスタッフ』を募集しようと考えています。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。

・自主性が生まれて良いと思います。 

・すごくいいと思います。 

・ぜひ参加させたいです。 

・良い取組み。 

・大きくなったら参加させたい。子どもの“生きる力”“自分らしさ”を引き出せそうです。 

・子どもがスタッフになるのはとても良いと思います！ 
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・自分で考えて周りと相談して一つのものをつくるのは小さい時からやっていてほしいです。 

 

 

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

たら、お聞かせください。 

・ZOOM でのイベント。工作、ダンス、うた、クッキングなど。 

・お祭り等コロナでイベントがなくなっているので子どもに経験させてあげたい。 

・コロナがなくなったら、外でランチ会みたいなものもやってみたいです♡ 

・乗る車が増えたり、ジャングルジムなどがあると嬉しいです。 

・早くコロナの制限がなくなって、イベント再開できるといいですね。 

・幼児参加のクリスマス会や、子どもの交流会。 

・幼稚園期の人のイベント、集まりなどやっていただけたらうれしいです。 

 

 

◎ご自身や子育てのことなどで、悩んでいることや不安なことはありますか。 

・コロナでの発達の影響が出ていないか。 

・イベントへ参加する機会の少なさ（人数制限など）。 

・走り書きですみません。あたたかく見守ってくれる職員さんに日々感謝です。共に子育てしてくださり、ありがと

うございます！！ 

・ママ友を作る機会がなかなかない。 

 

 

★実施期間を長めにとっていたが、ほとんどコロナウイルス感染拡大の影響で利用休止期間と重なってしまい、

思うように実施できず唯一のサンプル数減少となった。 

★サンプルが少ないながらも、行事の感想などから普段から利用している方の声が聞けたように思う。 

★児童館の存在の大きさを感じ取れる回答が多かった。また開催されるイベントを通し、交流を増やせることに

充足感を得ている声も多かった。 

★長期休暇も含めた児童館を利用出来ない期間は、「遊び場に困った」「他児との関わりが少なく心配」との声が

多かった。土曜日の自由来館も知らなかったという方もいたので、短い時間でも利用できる日をもっと案内し

ていきたい。集える場としての児童館の存在が大変大きいと再認識した。 
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令和３年度 榴岡児童館アンケート 児童クラブ保護者対象 

回答数：112 

◎お子様の学年 ※任意 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

45 32 25 14 2 0 

 

◎児童館の雰囲気はいかがですか。 

満足 やや満足 やや不満 不満 

94 18 0 0 

 

 

◎スタッフの対応はいかがですか。 

満足 やや満足 やや不満 不満 

96 16 0 0 

 

◎遊具・備品はいかがですか。 

満足 やや満足 やや不満 不満 

70 38 2 0 

 

◎登録場所（本館・分室）について何か不安はあります

か。 

満足 やや満足 やや不安 不安 

82 24 7 0 

 

◎上記でやや満足、やや不満（不安）、不満（不安）を選んだ内容について、より満足に近づけるためのご意見をお

聞かせください。 

・兄弟で別館のため。 

・友達と分かれてしまうこと。 

・分室 2 にたくさん本があると嬉しい。 

・家から近い場所だともっと助かる。 

・本館のほうがたくさん外で遊べていると思います。 

・1 階、道路沿いなので、色々想像してしまうとこわいです。 

・18 時前の本館への移動時の安全面（交通量、夏の暑さ） 

・職員さんにしっかり対応いただいているので、不満はありません。 

・登録場所に入ったことがないため、様子が分かりづらい。 

・分室 3 の場合、来年からエレベーターを一人で乗っていくことが心配。 

・分室に所属している子にも運動室の利用の機会があると良い。 

・ボランティア（地域の高齢者等）にも参加（見守り・遊び相手）してほしい。 

・コロナ禍での小学校入学・児童館の利用開始なので、親が介入できない場面が多く意見が出せない。 

・コロナ禍での入学だったので親は館内に入れないので館内にどんな遊具や備品があるのか分かりません。 

・もっと一人ひとりがみんなのことを優しくしてくれるといいそうです。 

・もう少し広いと良いと思う(地域的に難しいと思いますが、思いっきり遊べる場所と静かに過ごせる場所と分けれ

ると良いと思う)。 

・若いスタッフ（学生さん？）も活躍されているようですが、人手不足なのかな？と思うこともあってやや満足にし

ました。 

・1 年生で本館だったため、自身としてはありませんが、分室になった際に、静かに過ごさなければならないなど聞

いたため、なるべく同じように(どこでも)過ごせるとありがたいです。 

・本館だったので満足。来年度以降は分館になるかもなので不安。自宅と学校の位置を考慮して決めてほしい。利用

頻度が低いと分館にされてしまいそう。 
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・児童数が多いため、目が行き届かない部分があるのではないか不安な時がある。 

 

 

◎児童クラブだよりの内容はいかがですか。 

満足 やや満足 やや不満 不満 

94 16 0 1 

 

 

◎児童クラブだよりで知りたいことはなんですか。 

・活動内容。 

・行事予定。（2） 

・イベントについて。（2） 

・児童館の感染対策。 

・子どもたちの遊びや流行・過ごし方。（20） 

・子どもたちの様子（写真が楽しみです）。 

・子どもたちや地域の状況。 

・現在の内容で十分様子が知れてとてもいいです。 

・子どもたちの様子、過ごし方、気を付けること。 

・子どもたちの様子、職員さんのプチ情報、流行っている本・マンガなど知りたいです。 

・子どもの様子を知りたいと思っていますが、それも毎回かかれているので満足しています。 

・土曜日以外に行事があるとき知りたいです。工作とかやる日時を知りたいそうです。 

・読む時間がないのでほとんど見ていません。ごめんなさい。利用できる日が分かればイイです。 

・異学年や児童館メンバーでの子ども同士の関わり方、(例えば異学年同士で○○の遊び方や宿題を教えましたよー

など。) 

 

 

◎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」を携帯されていますか。 

携帯している 携帯していない 紛失した 

67 39 3 

 

 

◎懇談会や交流会の実施 

必要 必要でない 

50 53 

≪ご意見≫ 

・ZOOM でも良い。 

・あれば参加したいです。 

・コロナ明けは必要と思う。 

・コロナが落ち着いたとき 

・コロナが終息したらあってもいいかなと思います。 

・コロナ禍では、必要ない。 

・どちらともいえない…職員さんがお迎えに行くと様子を話してくださるのがありがたいです。ですが親同士が顔を

合わせる機会が減ったと思いますが、コロナ禍で難しいとも思います。 
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◎最近の児童クラブの利用状況はどのくらいですか。 

週 5 回以上 週 2～４回 月３回前後 ほとんど 

利用していない 

全く 

利用していない 

44 40 14 13 4 

 

 

◎昨年度よりコロナ禍が続いており、仙台市からの要請によって未だに児童クラブの「利用自粛」をお願いしている

部分があります。今の状況や児童クラブを利用して、どのように感じていますか。また、昨年度から何か変化はあ

りましたか。 

・1 年生なので、コロナ前が良く分かりません。 

・いつも預かって頂いて助かっています。 

・感染予防に気を配っていただき感謝します。 

・コロナが落ち着くまで仕方ないと思います。 

・自宅での過ごし方が上手になった（留守番）。 

・大変よくやってくれていると思います！ 

・長期休みの時は利用を控えている。 

・適切だと思います。 

・できるだけ利用しないように、心掛けています。 

・テレワークが増えたため利用を控えている。 

・特になし。（10） 

・特に不便なく利用させていただきました。 

・よくわからない。 

・利用自粛は仕方のないことだと思う。（4） 

・しっかりと対策されており安心して利用できている。 

・このような中皆様考えてくださっていると思います。 

・「どうしても密接してしまう」と心配に思うことがありましたが、子どもたちのマスク着用の意識の高さ、職員さ

んたちも同じように思ってくださっているので、案外、安心安全の場所と考えるようになりました。  ですが、

状況次第では利用自粛したいと思っています。 

・イベントが減ってしまったり、交流の場が減ることはさみしいと感じる。 

・今の状況で、感染対策等をしっかりやって頂いていると思います。コロナ禍でも運営していただいて感謝しており

ます。 

・色々な制限のある中で、工夫して対応して頂き、感謝しております。 

・お友達と遊べる場所でしたので少し残念ですが、仕方ないと感じています。 

・親がテレワーク時は地区帰りにしています。直前までその予定が分からず、ご迷惑をお掛けしております。なるべ

く利用自粛していこうと考えています。 

・親の仕事柄、自粛が難しく、コロナ禍においても感染対策をしながら受け入れていただいていることが本当にあり

がたいです。子どもにとっても友達や職員さんと一緒に過ごせる児童館の方が、家で留守番するより楽しいようで

す。 

・各自無理のない範囲で利用自粛できているなら、児童館も混み合わずいいと思います。 

・学年が上がってきているので、利用を控えて自宅で少し留守番をしてもらおうか悩んでいます。コロナも不安です

が、家に一人になることも不安です。 

・学年が上がるにつれ自粛すべきなのかとも考えますが、勝手に友達の家に行ったり・来たりして、まだ信用して一

人にはさせられないと感じています。 

・学年が上がるにつれ利用日数も減っているので、お留守番はとても増えました。 

・家族に持病があるため、かなり利用を自粛している。３年生になり、未自害時間であれば一人で留守番できるよう

になった。 

・厳しい状況の中、子どもを預かって頂いて、共働きなので大変助かっています。 
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・子どもが 1 年生なこともあり、自分ひとりで帰宅するのに勇気がいる日もあるようで、なかなか利用調整に狭量で

きず心苦しい部分があります。 

・子どもが成長をして、少しずつお留守番も出来るようになってきましたが、長期休みなどは仕事をしていると利用

せざるをえません。出来るところからやっていきたいです。 

・子どもたちが感染しないことが一番だと思うので、仕方ないと思います。でも、子どもたちは児童館でみんなと過

ごすのが好きなので、少しかわいそうかな、と思います。 

・子どもたちの遊びと生活を支援していただき、児童クラブの皆さまにはとても感謝しています。ありがとうござい

ます。 

・子どもは行きたいと言っているが、自粛しているため、利用出来なくて残念です。 

・この状況下にもかかわらず受け入れてくださり、ただ感謝です！！ 

・コロナ禍で夫が在宅勤務日が多く、今のところ児童館を利用せずとも過ごすことが可能です。 

・コロナ禍でも児童クラウを利用せざるを得ない日もあり申し訳なく思っています（高学年なのに）。できる限り本

人とも相談しつつ、自粛できればと思います。 

・コロナ禍でも児童クラブが利用できることありがたく思います。自由来館の機会が減っているのがとても残念で

す。 

・こんな状況の中でも、スタッフさんたちのおかげで利用させてもらっています。なかなかイベントなどできない中

でも守っていただいて感謝しております。 

・在宅勤務や姉がいる時は４時帰りにしています。子どもたちは家で個々に遊んでいることがほとんどなので、コロ

ナが収束してくれれば、もう少し児童クラブで子どもたち（お友達）や職員の方々と遊んでもらいたいなぁと思い

ます。 

・光触媒でのコーティングもしてくださっていて、安心してお任せしています。 

・昨年よりも児童館仲間が増えて、週２～３回の利用が楽しく通っています。 

・仕事があり、利用自粛が出来ず申し訳ありません。制限が多い中、出来る事を探して、みんなで楽しむために、力

を尽くしていただいている職員の方々や地域の方々、関係いただいている皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。毎

日ありがとうございます。 

・仕事が昨年と違いテレワークにならなくなってしまい、毎日児童館を利用させてもらうしかない状況。 

・仕事を休むことができず、短縮の預けも困難なため、以前と同じ時間帯でお願いする状況を非常に申し訳なく思

う。 

・自粛とはいえ、家庭や子どもに合わせて受け入れてもらっていてありがたいと思っています。クラスターが起きて

もおかしくない状況で、現状それもなく、すごいとも思っています。 

・自粛の中でも子ども達は成長しているので、それなりの学校での過ごし方、児童館での過ごし方を考えているよう

です。計画立てながら過ごしているのでいいと思います。 

・児童館が遊びの場となっているのは確かで、何かと制限がかかる遊びしかできずちょっとかわいそうですが、その

中で楽しそうにしているので十分ありがたいです。 

・児童館で昼寝したり、折り紙したりする時間が幸せのようです。 

・小学校での感染状況をみながら、極力自粛したいとは思っています。しかしながら低学年を抱えていると、児童館

の存在がないと仕事継続が難しい、退職もよぎっています。 

・状況を見ながらでかまわないので、行事等に参加できると良いと感じます。コロナ自粛はもちろん承知ですが、こ

どもの「心の成長」の機会を増やしてあげたいです。 

・少しずつ自分でお留守番も出来るようにしていき、児童館だけを頼らずにしていかないといけないと感じる。 
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・スタッフの方々も大変だと思います。日々の感染対策等、お疲れ様です。 

・スタッフの皆さま方には大変感謝しております。学校では普通にしゃべることも制限されているようなので、児童

クラブでの交流は貴重です。 

・先生方・生徒の安全を考えれば、休館することが最善なのでしょうが、働く身としては預かりを続けていただき大

変助かっていますし、クラスターが出ないのは、日頃から消毒や清掃等、感染対策を行っていただいているからと

思います。感謝しかありません。 

・仙台市からの要請も、利用者（保護者）の現状も、様々あるかと思います。児童館の職員の方々が、一生懸命やっ

てくれているので不満はありません。テレワーク率が低く利用回数は減っていないです。 

・夏休みなど長期休暇のみ、自由来館として利用したいと思っていましたが、今の対策では児童クラブに入っていな

いと利用ができないことに不便を感じています。 

・春休みは何回か利用と思っているが、おやつがなくなると、迎えの時間までおなかが空くから利用したくないと子

どもが言っている。 

・引き続き週 5 回利用しています。大変お世話になっています。 

・放課後ひとりで在宅させることもできるようになったが、毎日一人になるのはまだ心細いと言うため、コロナ禍で

も児童クラブを利用できるのはとてもありがたいです。 

・ほとんど利用していないので分かりません。 

・利用回数によって負担金が変わるのはありがたい。 

・密集・密接がなかなか避けられない状況であるように感じています。そのことから、自宅の状況が許すかぎり利用

自粛もしていますが、そうできない時もあるので不安に思いながら利用させていただいているのが本音です。 

・夜勤や平日休みがあるので長期休業以外は月 5 明以内の利用となっている。利用頻度が低いと登録できなくなるの

ではと不安。職場の異動もあるかもしれないので。 

・良く対策していただいていると思います。変化に対しては、子どもが、コロナ対策（マスクや黙食）を受け入れ、

慣れたと感じます。 

・リモートワークがまだできない環境の時は、児童クラブの自粛は不安が大きかったですが、リモートワークが主流

になってきたので、状況に応じて利用するということができるようになりました。 

・利用自粛可能な時は自粛しているものの、どうしても利用が必要な時も多いので、利用させていただくことができ

て、とても助かっています。 

・利用自粛が出来る状況であるなら協力したいと思った。 

・利用自粛させたいと思いながら児童クラブを利用していた。感染予防も一生懸命していただいているとは思ってい

ましたが、不安な気持ちもあった。 

・利用自粛については、まだコロナ禍が続いているので仕方ないと思います。この状況で頑張って下さっていること

に感謝しています。 

・利用自粛はやむを得ないと思います。我々も慣れもあるのか、さほど不便さや窮屈さを感じておりません。 

・利用しなければならない人のために自粛をしていましたが、大変な部分や子どもに負担や我慢をさせることも多く

ありました。自粛要請は必要だと思いますが、他の対策や対応があればと思います。 

・利用を自粛するようには言われておりますが、それでも児童クラブは開いているので感謝しております。 

 

◎児童館や児童クラブについて何か疑問点や気になっていることはありますか。 

・特になし。（30） ・いつもありがとうございます。 

・お姉ちゃんは利用回数が月３～４回くらいになるのですが（長期休み以外）、現在お休みの連絡をしていますが、
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お休みの連絡より行く日の連絡の方が良いか？２月は０回だったので、毎日メールの返信を頂くのが申し訳なく… 

・言葉遣いや子供たちの行儀、どこで覚えてきたんだろう→〇〇が言っていた、と聞きます。私も人様の子を預かる

身、厳しい意見かもしれませんが… 

・子どもなので、マスクを外してしまったり鼻マスクになっていたりがあると思うのですが、大丈夫なのでしょう

が。 

・コロナ禍に関わらず、その中でできることを考え、実施していただき感謝している。 

・市で運営している児童館と NPO などの他の団体が運営している児童館、それぞれに違いはあるの？ 

・児童を呼び捨てにするのはあえてなのか、よく意図が分かりません。スタッフによっても違いますし、学校ではさ

ん付けで統一なので、関係性ができる前は戸惑います。 

・しばらく夕方のおやつが中止ということで、育ち盛りの時期に給食から帰宅（18：30）まで何も食べられないの

は少し厳しいかなと感じます。 

・職員さんの名前を呼び捨てなのが若干気になっています。が、目的があってのことだと思いますので、いいかと思

います。 

・誰かが悪いことをすると全員怒られるのが嫌だといっていました。 

・特になし。おやつタイムがなくなるのは残念です（仕方ないが…）。 

・土曜日 9：00～17：00 の理由、仕事の始業に間に合わず、終業よりも早いので半休でも対応できない。せめて

8：00～18：00 だとありがたい。 

・夏休み・冬休みなどの長期休みの際、来る・来ないを事前に知らせなくても良いとのことですが、家では行ったと

思っていても実際は来ていなかったということは今までなかったのでしょうか？ 

・何年生まで実際受け入れていただけますか？(定員でお断りの状況などどの位ありますか？) 

・はじめはスタッフの方が若い方が多くて髪色も明るく、大丈夫かな？と思っていましたが、利用していくうちに皆

さん子どもときちんと向き合ってくださり、子どもも職員さんたちと接するのを楽しみにしていて、安心して預け

られています。ありがとうございます。 

・迎えに行ったとき、職員さんが自分の子どもを呼んでくれているのかどうかわかりにくい時があります。「誰を呼

びますか？」「○○ちゃん、今お呼びします」と言って下さる方は助かります。 

 

 

 

◎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。令和 4 年度からは、今までのようなお祭り

毎の募集でなく、1 年間通しての『子どもスタッフ』を募集しようと考えています。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。 

・1 年を通しての活動（参画）でよいと思う。 

・ありがたいです。 

・いいと思います。（10） 

・おもしろいと思います。期待しています！ 

・子どもの参画はとても良いと思う。 

・参画についてとても良いことだと思います。 

・自主性が養われ良いと思います。 

・成長や思い出につながり、ありがたく思います。 

・積極性が身につく良い機会だと思います。 

・とても良いと思う。（9） 

・とても良い取り組みだと思います。 

・良いと思います。参加させたいです。 

・1 年を通してモチベーションを維持できる子どもがいれば（1 年を通してやりたい！という子がすでにいるな

ら）、良い企画だと思う。 
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・子ども達が自主的に参加することはとてもいいです。子どもスタッフ途中からの参加は不可でしょうか？ 

・子どもたちが自分たちで色々考える力が付いたり、達成感や責任感など学ぶ機会になるのでとても良いと思いま

す。 

・子どもたちがスタッフとして自分たちで考えて運営するのはとても良いことだと思います。 

・子どもの経験としてとっても素晴らしいことだと思う。遊びとともに沢山の事を学べる機会があった方が良いと思

う。 

・1 年だと長い気もするので、半年ごとはどうでしょうか。子どもの自主的な活動によって成長ができると思うの

で、賛同いたします。 

・１年を通してではなく、都度が望ましいと思う。子育て支援が入っていないなら、１年でいいかも。目的をしっか

り持って決めてほしいです。 

・受け身でなく自発的に参画できる貴重な機会だと思います。 

・考えて行動することが身につき、とても良いと思います。 

・企画、運営、評価をするというのは、いい経験になると思います。 

・子どもが考えて行動するのは良いと思います。1 年を通してスタッフをすることで、前回の反省や良かった点を生

かすことができるようになるのではないでしょうか。 

・子どもが楽しんでできるなら、やった方がいいと思います。 

・子ども主体の行事は、成長する良い機会だと思います。 

・子どもたちが貴重な体験をできて良い！と思います。 

・子供たちの成長につながると思うので良いと思います。 

・子どもにとってとても良い経験になると思います。賛成です。 

・子どもの自主性、創造力をのばすために良い取組みだと感じます。 

・子どもの自主性が育つすばらしいことだと思います。 

・子どもの自主性やできた、挑戦したいという気持ちを育めるのでいいと思う。 

・子どもの自立にもつながりとても良いと思います。コロナ禍の中、工夫して実施してくださりありがとうございま

す。 

・子供の成長につながると思います。他学年との交流は良いです。 

・子どもの成長や考え、責任が芽生えて良いと思います。 

・子どもの成長や経験につながって良いと思います。 

・こどもまつりでの『子どもスタッフ会』では、子どもの大きな成長が見られたので、とても良いことだと思ってい

ます。対して、1 年間ずっと同じ子が、という意味だと長いなと感じます。 

・子どもも役割を与えられると喜び、頑張るのではないかと思いますが、コロナ禍で状況により利用しないことも多

くなると考えると、難しい気がします。そのために体調不良でも無理して出てしまうことがないようにと思いま

す。 

・コロナ禍で大変な状況だと思いますが、子どもが主体となる楽しい計画を工夫しながら実施してほしい。 

・コロナの感染対策を講じての募集であれば賛成です。 

・最近はイベント・行事が減っているので、新しい企画などは出来る限りやってほしいです。 

・賛成です。自ら役割を持って動く経験は貴重と思います。 

・自覚を持って児童館の“運営”に参加できるのは、良いことだと思う。 

・自主性、計画性、責任感、協調性…自立して社会に出る際の基本行動が学べるのはと思います。とても良い企画と

考えます。 
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・自主性は精神面の発達にいい影響があるように思います。やる気のあるお子さんは、嬉しいと思います。 

・自主性を尊重できて、良いことだと思います。何を開催するかあらかじめアナウンスが有難いです。 

・児童クラブの利用回数は減りましたが、上の子が子どもスタッフを経験し成長できたこともあり、下の子も是非経

験させたいです。 

・自分の意見を出すことや、子どもたちで計画することなど、とても大事だと思うので、ぜひとも行ってほしい。 

・主体性や自分事として考えられるようになる良い機会だと思います。子どもにも、こういうお仕事ができるスタッ

フという役が出来るよと話してみたいと思います。 

・主体的に考えられるようになると思うので、良い取り組みだと思います。 

・素晴らしいことと思いますが、コロナ禍で我が子は参加しておりません。 

・積極性の成長につながる良い取組みだと感じます。 

・責任感や達成感、皆の意見を聞く力もつくと思いますので、どんどん自分の子どもにも、少しでも興味があるなら

やらせてあげたいな、と感じます。 

・積極的に子どもスタッフをやりたいと考えるお子様にとって、やりがいのあるポジションだと思う。 

・通年で同じ役割を担当することで、単発とは違い、見えてくることが変わって良いと思います。 

・低学年は難しいかもしれませんが、中高学年にはいい機会になりそうです。 

・とてもいいと思います。が、うちの子は全く興味がないようで…。下の子たちのお姉さんになるよう色々と参加し

てほしいし、自主的に意見を出したりがあったらなぁ…と思います。 

・とても良い事と思っています。一方で、コロナ禍でもあり、子どもに積極的に参画させてあげられるかの不安もあ

ります。 

・とても良いと思います！お客さんと運営側、全然やることが違うし、アイデアを出してみんなで協力して、実現す

るという経験をしてほしいです。 

・とても良いと思います。1 年をとおした方が計画しやすいですし、社会性を学び身につけるには、自ら長いスパン

で計画・実行が必要と考えます。 

・年間通したと、一部の子どもしか経験がつめないように思います。役もみんなで分け合うほうが良いように感じま

す。 

・張り切ってやりたがると思います。でも、令和 4 年度からは児童館の利用を卒業する予定なので残念です。 

・自ら考えてやることはとても良いことだと思う。ぜひ参加させたい。 

・良いと思います。その都度もプラスで募集してほしいです。 

・良いと思う。やる気がある子はぜひ参画してほしい。 

・我が子はこういう活動に消極的なのであまり関わりはないものの、子どもの意欲を高めるので良いことだと思いま

す。 

 

 

 

◎昨年に引き続き、今年も定員・予約制・抽選などで人数を限定する工夫をして、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やご興味のあるイベントについて、保護者の皆さまの感想やご意見をお聞かせく

ださい。 

そあと『砂場ワークショップ』 

・穴掘りがとても楽しかったそうです。 

・楽しかった。 

・楽しかったようです。 

・とっても楽しんでいました。 
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・とても楽しかったようです。 

・穴掘り、とても楽しかったようで話をしてくれました。 

・親が子どものころ当たり前に知っていた「笹船」なども、子どもは初めて知った！と嬉しそうにしていて、そうい

う経験の大切さを感じました！ 

・参加したかったのですが、予定が合わなかったのと、抽選で外れてしまったこともあり、今年度は一つも参加でき

ませんでした。ざんねん！ 

・砂ほりは大変だったようですが、とても楽しんで帰ってきました。 

・そあとに行きたいと言っていたのですが、なかなか参加することができす残念そうにしていました。日程等もう少

し早くわかるとありがたいです。 

・楽しそうでした。保育園のころを思い出しました。 

・ドロだらけになることがあまりないので、思いっきり土と関われて楽しそうでした！ 

・本人が楽しそうで、参加させて良かったと思います。 

・砂だらけになりながらも、さいじいとの楽しい時間を過ごせたようです。 

 

そあと『モザイクアート』 

・親は過程がなかなか分からないところがありますが、子どもが「協力して出来上がるのがとても楽しかった！」 

・館庭で出来る身近さが良いですね！楽しかったようです。 

・写真とても楽しそうでした。ありがとうございました。 

・そあとに行きたいと言っていたのですが、なかなか参加することができす残念そうにしていました。日程等もう少

し早くわかるとありがたいです。 

・参加したかったのですが、予定が合わなかったのと、抽選で外れてしまったこともあり、今年度は一つも参加でき

ませんでした。ざんねん！ 

 

そあと『坪沼ワークショップ』 

・身体が強くなったようだといっていました！ 

・貴重な体験になったようです。 

・抽選にはずれて残念そうだった。 

・とても楽しかったみたいです。 

・バスの中で酔ってしまったようです。 

・日頃経験できないことが出来て楽しかった様子。 

・二度と行きたくないといっていました。 

・自然と触れ合い、貴重な体験が出来ました。 

・今後もぜひ続けてください。自然とのふれあいは大切！！ 

・自然とのふれあうことができ、毎回楽しみにしてあります。 

・自然の中でノコギリなどを使った作業が子どもに好評でした！ 

・身体を動かしてとても満足して帰ってきてよかったです。 

・自然を体験させることがなかなか難しいので、ぜひ次年度以降も続けてほしいです。 

・ぜひ参加したいのですが、なかなか日程が合わず残念です。 

・そあとに行きたいと言っていたのですが、なかなか参加することができす残念そうにしていました。日程等もう少

し早くわかるとありがたいです。 

・外で力いっぱい体を動かし、遊べてよかったです。畑作業は貴重でした。 

・大根をたくさん持って帰ってきて誇らしげだった。 

・沢山、外で体を動かして、たくましくなって帰ってきました！自分でできる、できた、の経験が自信につながる時

間となりました。 
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・都会ではなかなか体験できないステキな経験でき、本当に感謝しかないです！疲れの限界を超えた顔は忘れられま

せん(笑) 

・とてもいい経験になりました。また参加したいです。 

・とても成長して帰ってきました。ありがとうございました。 

・とても良い体験だったと思います。また行きたがっていました。 

・初めて参加しました。達成感に満ちあふれた表情で帰ってきて、行って良かったと本人も言っていました。 

・普段できないような体験をすることができ、子どもも喜んでいました。また参加したいです。 

・夜に参加するので、特別感があり、とても楽しそうにしていました！ 

・参加したかったのですが、予定が合わなかったのと、抽選で外れてしまったこともあり、今年度は一つも参加でき

ませんでした。ざんねん！ 

 

七夕かざりづくり 

・七夕の歴史や、七つ飾りの意味などとても勉強になります。 

 

おいでよ。夜の児童館へ 

・3 年生になったら…と今からドキドキわくわくしています。 

・行きたいと言っていました。 

・コロナでイベントが少なくなってしまった夏の楽しいイベントとなり良かった。 

・怖そうと言っていましたが、参加してみたい気もあるようです。 

・抽選にはずれてしまい、すごく残念がっていました。親も参加してみたい企画です！！ 

・ヒントだけで火起こしをさせてもらえて、とても楽しい夏休みの思い出になりました。 

・参加したかったのですが、予定が合わなかったのと、抽選で外れてしまったこともあり、今年度は一つも参加でき

ませんでした。ざんねん！ 

 

眞山さんのワークショップ『手描きシール』 

・子どものイラストのシールがもらえてうれしかったです。 

・自分で描いたものがシールになり、とても喜んでいました。 

 

眞山さんのワークショップ『ボトルキャップマグネット』 

・子どもが喜んでいました！ ・冷蔵庫に飾っています。 

・子どもがすごく楽しかったと言っていました。マグネットは大活躍しています。 

 

 

せっきーのお話し 

・せっきー人気は健在ですね！！^^ 

 

ハロウィーンパレード 

・おもしろかった♪と話しています！ 

・参加前からとても楽しみにして参加しました。 

・楽しかった。来年も参加したいです。 

・とても楽しかったとの事でした。 

・とても楽しかったみたいです。お疲れ様でした。 

・夢のように楽しかったそうです。 
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・すごく楽しそうでまた参加したいです。 

・いろんな場所を回って地域の方と接する機会もあり、楽しく過ごせたようです。お菓子自慢が停まりませんでし

た。 

・おかしなどたくさんの地域の方の協力があったことに感謝です。地域のことも知れるのでとてもいいと思いまし

た。 

・お友達とパレードし、お菓子を沢山頂けたと喜んでいました。 

・希望者が多かったようで、自宅ハロウィンで楽しみました。 

・小学生のパレードに初めて参加できて、とても楽しんでいました。一緒に申込みをした友だちが皆参加できなかっ

たので、来年度は参加したい人が全員参加できるようなイベントが増えるといいです。 

・楽しかった。お菓子もらえてうれしかった。近所のお付き合いが感じました。 

・初めての参加。長い時間歩いて様々なところでお菓子をもらったようですが、全く疲れたとは言っていませんでし

た。 

・普段は特に仲良くない子とも一緒に楽しめたようでよかったです。学区内のいろいろな場所に行き、地域とのつな

がりも感じられた様子。 

・参加したかったのですが、予定が合わなかったのと、抽選で外れてしまったこともあり、今年度は一つも参加でき

ませんでした。ざんねん！ 

 

１年生イベント『作品展に出そう！行こう！』 

・参加して、自分は何かを作るのが好きだなーと言ってました。図工好きが加速しました。 

・作るのが楽しかった。 

・皆で電車に乗り、行けたことが楽しかったようです。ありがとうございます。 

・わくわくと積極的に取り組んでいました。実際に作品をみにいくことで達成感をより得られたようです。 

 

異文化理解教育プログラム 

・コロナ禍の中、異文化を学ぶ機会を作ってもらえてよかったです！ 

・思っていたより楽しかった！と言っていました。色々な学年が参加してくれたらもっと充実しそうですね！ 

 

プチクリスマス会 

・抽選にはずれて残念そうだった。 

・はずれましたー； 

・来年は当たると良いなと言っていました。 

・集まって何かすることが難しい今、感染症対策をしながらのパーティーは楽しかったようです！ 

・サンタクロースの劇とふだん児童館にいない友達と遊べたことが楽しかったようです。 

・招待状がとてもステキで、楽しみが倍増するな、と感じました。 

・抽選だったが参加できてよかった！季節の行事を友だちと楽しめて良かった！ 

・ドキドキで参加しましたが、楽しかったそうです。新しいお友だちとコミュニケーションできたそうで良かったで

す。抽選で当選して良かったです。 

・とても嬉しそうにしていました！コロナの状況が落ち着いたら、人数を増やせると良いですね…。 

・とても楽しかったようです。おやつも喜んでいました。 

・ミッションがたくさん用意されていて、最後にもらったプレゼントよりも、チームでミッションをクリアしたこと

が思い出に残っているようです。 
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・普段は特に仲良くない子とも一緒に楽しめたようでよかったです。 

 

冬の親子ステージ探検隊 

・子どもが積極的に参加していた。 

・とても楽しめました。コロナ禍で何もできなかったので冬休みの思い出にもなりました。 

 

その他 

・こんなに色々あるんですね！！楽しみが沢山あっていいですね！ 

・いくつか応募してみましたが、抽選で落選してしまったため、今年はどれかに当たって体験させてあげられると良

いなと思っています。 

・イベントに関しては出来るだけ参加させたいですが、「楽しかったー」と帰ってくるのに、次は行かないと言われ

るので、全部強制にしてしまおうかと悩んでいます。 

・イベントの定員をもう少し増やしてほしいです 

 

 

◎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。 

・…あまり思いつかなくてすみません。 

・ウサギなどの小動物、畑（食育） 

・英会話教室やプログラミング体験、書道教室。 

・お泊まり会。（2） 

・将棋、カルタ 

・特になし（今のままで十分です！！）。 

・特になし。（8） 

・バザー。 

・満足してます。 

・雨の日の児童館での映画鑑賞？とても楽しいようです。家では YouTube ばかりになってしまうので、楽しい映画

をじっくりたくさん観てほしいです。DVD の提供します。グーニーズとかサマーウォーズとかとか… 

・いつも楽しい企画、イベントありがとうございます。来年も楽しみにしています。 

・映画鑑賞をとっても楽しんでいました。またあったらいいなと思います。 

・大人が話せる会が、またできるようになると良いな。 

・お泊り会、コロナが収束したら参加したいそうです。年長の時、お泊り保育が中止になってしまい、とても残念が

っていたので。 

・お弁当を入れる冷蔵庫。お昼寝ができる場所（夏休みのお昼寝タイム） 

・学校のクラブ活動みたいなことをやりたいそうです。 

・危険だな、と思うことがある。柵へ登っていたり、利用者が多すぎて見れないですネ。図書があるのはとても良

い。 

・クリスマス会は、場所を借りるなどして、希望者全員が参加できるようにしてほしいです。 

・工作。有料での勉強の指導（静岡ではやっていると聞いた）。夏休みの弁当の配達（有料）。将棋教室。 

・コロナでできなくなってしまったイベントが早く行えるようになると良いなと思っています。 

・沢山イベントを開催いただいてありがとうございます。 

・討論会・ディスカッション…児童館や学校生活での問題点や日常のこと（ゲームどのくらい?おこづかいの使い方

など）を異学年間で意見を出して、お互いを知る。正解を決めない。 

・畑仕事。お正月などにおっきい紙で習字。お年寄りとのふれあい。目が見えない・耳が聞こえないなどの体験。障
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がいのある方とのふれあい。LGBT 等性的マイノリティについて学ぶ。 

・人手不足と思いますので、難しいかもしれないのですが、写真の販売があればうれしいです。 

・冬のスノーボード教室やってほしいです！じゅん先生！！！！ 

・ボランティア活動（地域の清掃、福祉施設への訪問等）。学校外、多世代の人々と交流する機会をつくってほしい

です。 

・本館にピアノを弾きに行きたいです。家族で好きなので、時々市民センターに行って弾いていますが、利用料があ

ってあまり頻繁に利用できません…（平日午前とかに親だけで引きに行きたい。とてもリフレッシュになると思

う。） 

・もっと外遊びの時間を増やして欲しい。（子どもの意見） 

・ものを組み立てたり、つなげたり、木製のプラモデルみたいなものがあるとおもしろいと思いました。皆でつかう

ものでなく個人のものとして買っても良いですし（家庭で）0：00～0：00 は興味ある子は教わりながら作製し

ていく、どーでしょうか？ 

 

 

◎子どもたちにスマートフォン・タブレット等（学習教材を除く）をいつ頃から、利用させようと思いますか、また

いつから利用させていますか。メディアやインターネット・SNS などの利用について何か感じることはあります

か。 

利用開始予定年齢（回答

数） 

※すでに利用している場合

も含む 

感じること 

未就学児（17） ・1 日の使用時間を決めて親のものを使わせています。そこから作ってみたいお

やつを見つけて作ったりしているので、上手に使っていけばいいのかなと思い

ます。 

・3 歳。 

・YouTube やゲームをします。やりすぎと思ったら一度中断させます。 

・YouTube をよく見ているのですが、マネをすることがあり、表現が良くない

時は注意するように気を付けています。 

・家ではつい長い時間使わせてしまうので、児童館で違う遊びをしているようで

安心しています。 

・時間を決めて利用させています。無制限では成長に影響があると思うので。 

・時間を制限するのがとても難しい…。 

・自宅にタブレットはないのですが、私の実家に行った時など使用しています。

時間を決めてもなかなかやめられず困ります。 

・小学 1 年生、キッズケータイ。SNS などのインターネットは今のところ考え

ていません。 

・デバイスは使っていますが、インターネットや SNS へはまだアクセスできな

いようにしています。善意の人ばかりではないのでもう少し判断がついてから

と思っています。 

・入学前からタブレットで YouTube を観ていました。入学後は学校から
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Chromebook を割り当てられたのと同時に、子どもが使うことを考えて、近

い形のノート PC を用意し、scratch を使ってみたりしています。最近は

Switch やスマホゲームの時間が増え、適度な使用時間のルールづくりに悩ん

でいます。 

・未就学の頃より利用している。メリットデメリットは理解した上で利用してい

る。 

小学校低学年（31） ・3 年生から持たせている。（スマートフォン）親とだけ line ができるように設

定し、インターネットは使用できないようにしている。 

・3 年生の 8 月～。LINE の電話のみ使用しています。子どものスマホでインタ

ーネットは見れないようにしています。 

・あくまで家族との連絡のため、そのためだけに使いたい。が、色々制限しても

抜け道があり、動画を観ている。 

・あまり使わせたくないツールと考えていましたが、今の時代使えない方が不便

なのではないかと、最近感じています。 

・今のところ AmazonPrime でアニメをみる程度ですが、検索機能を覚える

と、いろいろな情報に触れてしまうので、親の管理が必要と思います。（が、

今は具体的方法なし） 

・親がみている範囲では、時間を決めてメディアに触れさせているが、お留守番

など子どもが一人の時は守るのが難しい。 

・休校時期にタブレットでゲームをさせたところ TV ゲームよりも楽しくなって

います。近視が心配です。SNS は高校生が使用するとしても心配です。 

・切り替えが難しい時がある。 

・最近キッズフォンを持たせた。防犯のため、習い事を考えているため、連絡

用。インターネット・SNS は利用はさせたくはない。いじめ仲間はずれ、陰

での悪口など増えて、それで子どもが可愛そうな思い、体が壊れるなどある時

代。みんなケータイに頼りすぎ。使用しないで、友達で仲良くしてほしい。 

・時間や内容を話し合って決めて利用させています。 

・小 1 から利用させている。時間を決める、課金しないなど、約束事を守って

使わせているが、情報の内容を親がすべて把握するのは難しいと感じる。 

・小学三年生から。まだ持たせていないのですが、ネット・SNS の利用はあま

りさせず、親との連絡にのみ使用しようと考えています。 

・小学校 2 年生～スマホを持たせています（親と連絡を取り合うため、GPS の

活用のため）。タブレットは小学校 3 年生から本人用で持たせています。・分

からない言葉を検索したりするのに使用しています。 

・使用時間を制限することで、ある程度害から守れるように思います。 

・スマートフォン、タブレット等は目が悪くなったり「止められない」状態にな

ってくるので、利用させる年齢がおそければおそい位で良いと思っています。

ただ家でさせていなくても友達の家や他の環境で触れる機会が多くなってきて

います。インターネット等勝手に情報が入ってくるので怖いと思っています。 

・スマートフォンは連絡手段として持たせている。メディアや SNS などの利用
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については、小学生のうちは親が把握していることが必要だと思う。 

・スマホ、タブレットともにすでに利用させている。情報リテラシーをはぐくむ

ために必要なツールであると考える。利用時間や使用法はルールを決めてい

る。 

・制限をかけて使用する必要がある。不要な情報が出てきている時が多い。 

絶対にダメ！とは言えないと思いますので、時間を決めて使用したり、親自身

も子供の前で使用を控えるなどが必要かな、と感じています。 

・正しく使えば悪いことばかりではないと思います。 

・ついそればっかり見る時間が長くなり、家ではあまり工作とか、絵をかいたり

しなくなってしまった。 

・使いすぎ、トラブルが心配です。夢中になりすぎることも困っている。 

・日頃、口うるさく見張っているつもりです。広告など自分の意志と違うものが

ヒュンと出てくるので心配しており、特に YouTube は極力見る時間・回数

を減らすように声かけしています。 

・まだ外には持ち歩いてはいないので、今後持ち歩くときにきちんとルールを決

めて使用していこうと思っています。 

・やはりインターネットや SNS の利用が心配です。スマートフォンを持つこと

の良い面・悪い面を考え、よく話し合ってから持たせようと思っています。 

・わがやは、ユーチューブをよく見ます。ルールを決めても守れないことが多

く、毎回ケンカにこまります。これからの世代には欠かせない物なので、まっ

たくやらせない(みせない)も違う気がするので、どこまで良しとするかで悩み

ます。 

小学校高学年（17） ・SNS 等で知らない人と連絡を取ったりするのは心配。 

・インターネットなどは不安なので、本人の様子や周りの子の様子を見ながら決

めようと思っています。親が管理できるように持たせるつもりです。 

・現代の必須アイテムでしょうから慣れさせる必要はあると思います。どうして

も、ネットや SNS に関してネガティブな情報ばかり目や耳に入ってきてしま

うので、不安な部分もあります。きづけばおやであるじぶんもネット(スマホ)

依存じゃないかと思うこともあり、年齢問わず色々考えさせられます。 

・子どもが不安な時にすぐ連絡取れるのがいい所だと思うが、使用状況を親が管

理しておかないと友達とのトラブルやゲームのチャット等で問題を岡が起こる

かもしれないので、持たせるべきかずっと迷っている。 

・時間を決めて見ている。 

・児童館は３年生までの予定なので、４年生からスマホ利用を考えています。ゲ

ーム・動画は曜日を決め、１日の利用時間を設定する予定です。 

・自分で管理し約束を守れるようになったら。 

・小学校高学年から友達との様子や必要に応じて検討していこうと考えている。 

・便利なものではありますが、害もあるものなので、上手な付き合い・活用の仕

方を親子で話し合いながら利用させたいと思っています。 

・まだスマホもタブレットも、自分では使わせていませんが、「使いたい」と言
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でう頃には話し合いながら、渡したいと思います。利用する時間帯や、マナ

ー、メディアリテラシーについて教える必要があると思います。 

・利用時間を決めていてもルーズになっている。 

中学生（20） ・SNS 等によるいじめが心配。 

・YouTube やゲームが子どもを夢中にさせる力はすごいと思う。依存しないか

心配。 

・YouTube や動画配信サイトは長時間視聴してしまうため、自分自身で時間を

制限できる年齢になるまでは、スマホやタブレットを渡すのを考えてしまう。 

・YouTube を見ることが多いです。暇になると YouTube を見ています。休

みの日は長い時間 YouTube を見ることがないよう外で遊ぶように促してい

ますが…。 

・今は、親のスマートフォンで祖父母とテレビ電話する程度使っています。子ど

も個人ではまだ持たせていません。中学生になったら持たせると思いますが、

不安もあります。ライングループのいじめなど。あまり持たせたくないのが、

本音です。 

・親も SNS に疎く、まだ特別に SNS 教育は行っておりません。 

・簡単にアクセスできるため、怖いなという印象です。SNS などでのいじめも

心配です。 

・子どもたちがスマホやタブレットなどを利用する年齢がどんどん早くなってい

るが、できればあまり持たせたくない。SNS 等を利用して、問題事が起きな

いか不安。 

・中学居年生の兄がおり、スマートフォンを利用しています。周囲のスマートフ

ォン利用率に負けた形で与えました。下の子からの希望があれば、中学生から

検討します。色々制限はつけますが、基本的には親主導のもとテクノロジーへ

触れさせます。 

・中学生でも早いと感じるが、友達とのやり取りなどに必要なのではとも思う。

気軽に写真や「○○くんと遊んだ」というような情報をアップしないでほし

い。そのように指導したい。 

・中学校入学時で十分と思っています。自分で必要な情報を得られる年になって

から… 

・使い方や約束をきちんと決めて、それを守れているなら持つことは問題ないと

思う。 

・はじめは親がしっかり管理し、正しい利用方法を教えていきたいと思っていま

す。 

・日頃より、家庭内での教育、ある程度の管理を必要に感じます。中学であれ

ば、リビング内でのみの利用をさせる家庭があると聞き、参考にしたいと思っ

ています。 

・本当は利用させたくないのですが、周囲の状況しだいだと思います。親の知識

やどう利用させるか、情報リテラシーの問題など考えなければならないことが

たくさんあるので、「各家庭の判断」というだけでなく、保護者向けの説明会
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や講座などがあるといいと思います。 

・リスクを認識させるのが難しい。 

・利便性をきちんと教えて、理解させたうえで利用させたいと感じています。 

高校生（8） ・YouTube やインターネットは時間を決めて家庭内での利用で十分だと思う。

様々なトラブルを考えると、スマホの個人利用は自制心の成長具合を見て利用

させたいです。 

・大人でも利用にのめりこんでしまうのに、子どもが分別を持ってネット・

SNS を利用出来るとは思えない。そのため、スマートフォン等はまだ利用さ

せられない。 

・大人の管理下で使用するなら、多少はいいかと思いますが、子ども同士だけで

はトラブルになりやすく、そのトラブルに気づきにくいのではないかと不安で

す。実際人間関係がうまくいかなくなった話も耳にします。 

・周囲の子友達が使用しているのを見ると、持たせてもらえないため仲間外れに

ならないかなど、心配な点はあります。出来るだけいろんな遊びに目を向けら

れるように、関わっています。 

・できるだけ遅く持たせたいとは思っていますが、時代はどんどん低年齢層化し

ていて何とも言えません。周りに合わせてしまうかも。 

・友達との状況で、中学校からの使用も考えなくてはいけないかもと思っていま

すが…。依存してしまう傾向のあるものだと感じていて、できるだけ利用時期

は遅らせたいです。 

・必要に応じて、の時の状況で利用させようと思います。 

未就学児・小学校低学年

（1） 

・タブレット教材は１年生から使わせ、YouTube 等も折り紙の折り方を見るに

限り、使用させています。本心としては中学卒業まで SNS 等させたくありま

せんが、時代に対応していくには全く正反対に、使用法をしっかり教育し、使

いこなせるようにすると同時に、ルール・セキュリティーについても伝え学ば

せなくてはならないと思います。 

小学校高学年・中学生（3） ・タブレットは今も YouTube 視聴やゲームアプリの使用に、親のいる場所で

使用しています。少しずつ利用させながらルールを守れるようにしていき、そ

の上で中学生あたりにスマホの携行など考えようと思っています。 

・タブレットは使っています（時間を決めている）。スマホを 4 年生になって買

いました。友だちとのやりとりに少し不安もありますが、親との錬訳与方法が

スマホしかないため買いました（GPS 付）。 

中学生・高校生（3） ・親がしっかりしていれば問題ないと思う。 

・家族でルールをしっかり話し合いたいと思います。 

・時代の流れで状況をみながら利用させていこうと思います。 

選択なし（2） ・スマートフォンは 3 年生の 6 月ころから習い事の時に週 1 回、防犯と通話体

制確保のため利用しています。メディア・インターネット・SNS は適宜使い

ますが、極力ひとりではさせていません。 

・未使用。周りにちらほらキッズ携帯を持っているお子さんがいて、本人も欲し

がっています。私（母）もデジタル系に強くないため、どんなものがあってど
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んな風に SNS やメディアとかかわっていけばよいか意見交換が出来るような

場があれば、助かります。デジタル必須の時代でもありますし。 

 

 

◎ご自身のことや子育てなどで、何か不安や困っていることはありますか。 

・特になし。(20) ・小さいうそをつきます； 

・いつもありがとうございます。楽しんで通えています。 

・都度、話しやすい職員に話しているのでありません。 

・コロナ禍で家族に持病があるため、子どもを児童館のイベントに参加させられず残念でした。 

・10 歳になる年…私の 10 歳とは全く別世界ですから（笑）成長は頼もしいですが、たまに大人びたセリフに悲し

くなります；「友達のような親子」な面もありますが、本当の友達をたくさんつくってほしいと切に思っている今

日この頃です。 

・コロナ禍で、遊び方が家の中が多くなり、必然的にゲームやカード遊びが多くなり、やや内向的な性格になってき

ているように感じ、不安がある。 

・コロナ禍で外出を避ける中で、特に冬はダメーな生活を送っているな…と思います。参考になる過ごし方、あれば

教えていただきたいです。 

・コロナで外出の頻度が減っており、体力の面や新しいことへの挑戦や体験が減っていることが不安。 

・仕事を理由に子どもと向き合う時間が少ないのは、いつも不安になります。 

・忘れ物が多いことです…（いつもご迷惑をおかけしてすみません…） 

・心配事や不安は子育てにつきものだと思っています。ひとりで悩まないことが大切だと思います。 

・スマホやインターネット・SNS 等の質問の回答と重複しますが、ゲームや動画視聴の時間が多く、一般的に聞く

ような「1 日 1～2 時間」を子どもも納得したうえで、守ってもらうことがとても難しいです。 

・性教育についてどうしたらいいかな、と考えています。性被害防止の為にも必要だと思うのですが… 

・大変な状況ですが、職員の方に助けていただきながら乗り越えたいと思っています。よろしくお願いします。 

・もっと子どもと過ごす時間が欲しい、でも仕事をしなければならない。子どもの声を、聴ける親でいたいと思いま

す。 

・仕事の時間が長くて、最近子どもたちとの時間が減っている気がして、子どもたちを優先したいのに…と葛藤の

日々が続いています。仕事を変えようかな～と悩んでいるところです。 

・いつも職員さんのあたたかな雰囲気のおかげで、親子共々楽しく児童館が利用できていること、感謝の気持ちでい

っぱいです。ありがとうございます。 

 

 

★遊具・備品についてはコロナ禍に入って以来、特に「館内に入れないので分からない」という意見が多 

 く、こちらもおたよりなどで伝える工夫をしているが、より伝わる方法を模索していきたい。 

★光触媒コーティングなど感染予防対策を行っていることに、感謝の声も多く聞かれた。 

★行事はコロナ禍の中での人数軽減のため抽選を行ったものがほとんどで、はずれてしまった家庭は、子ども

を参加させたかったという声があった。開催時の状況に合わせて、実施回数や会場などの調整で多くの児童

が参加出来るようにしたい。 

★新たにメディアやインターネットについての質問を追加したが、回答が多く寄せられた。すでに抱えて 
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いる不安とこれからの不安の記述が多数だった。中にはこんな工夫をしている・する予定という回答も 

あり、この集計の冊子が少しでも不安な方々の役に立てば、と思う。R4 年度の地域公開セミナーでメディ

ア接触について実施したい。 

★設問の時点でコロナの影響を受けたものが多かったが、回答にも長引くコロナ禍の影響が感じられた。 
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榴岡児童館アンケート『小学校教員、一般』 

回答数：  38 名 

1．あなたのことを教えてください。 

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代以上 合計 

10 10 4 7 5 36 

 

 

2．榴岡児童館に来たことはありますか？ある場合、どのような時ですか？ 

◎来館経験 

あり なし 

24 14 

 

◎どのような時に？ 

児童クラブの様子をみる 遊びに来た イベントに参加 そのほか 

12 2 5 14 

〈そのほかの内容〉 

・イベントを見るために。 

・入口のみ児童に連絡 

・総合の打合せ。 

・弟子入り留学。（2） 

・届け物で。 

・ふとした時に。 

・忘れ物を届けに。（4） 

・イベントの様子をみる

 

 

3．榴岡児童館の雰囲気はいかがですか？ 

満足 やや満足 やや不満 不満 

22 7 0 0 

 

 

4．榴岡児童館職員の雰囲気や対応はいかがですか？ 

満足 やや満足 やや不満 不満 

22 0 0 0 

 

 

5．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？ 

・活動の楽しい様子が伝わってきます。 

・充実していると思います。 

・イラストもあり、見やすくてよいと思います。 

・素晴らしいと思います。 

・楽しいです！ 

・楽しい内容、分かりやすくよいと思います。 

・楽しい内容だと思います。 

・楽しく読んでいる。（2） 

・発信することは大切と考えます。 

・毎日興味深く見ております。 
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・良いと思う。（3） 

・活動内容が知ることができ良いと思います。 

・とっても詳しくて情報がたくさんわかると思います。 

・内容、構成が工夫されていて、とても見やすいです。 

・イラストなどいろいろ工夫されていると思います。 

・乳幼児向けのものが魅力あるなと思いました。 

・様々なイベントが行われていて、魅力を感じました。 

・見やすく、様々なイベントがあり、楽しそうです。 

・様子がよくわかり、とても温かいおたよりです。 

・興味のあるものが掲載されており、思わずみてします。 

・イベント情報を詳しく知ることができ、楽しく拝見しています。 

・児童館職員の方や、館内の様子がよくわかり、充実した内容だなぁといつも感じています。 

・内容が盛りだくさんで読んでいて楽しさが伝わってきます。 

・見ている子どもたちが楽しくなる内容で、分かりやすいと思います。 

 

 

6．コロナ禍ではありましたが、定員・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、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。 

◎そあとの庭ワークショップ（坪沼、砂場、モザイクアート） 

・低学年の生活科と関連ができそうで楽しそう 

・子ども達が体いっぱい使って、体験する取り組み、とても素晴らしいと思います。 

 

◎七夕かざりづくり 

・子どもたちの工夫がみられかわいらしいです。 

 

◎ハロウィンパレード 

・地域をまきこんだ取り組み、コロナ禍で制限されていますが、終息したときは大々的にやってほしいです。 

 

◎プチクリスマス会 

・実際に見に行ったことはないのですが、子どもたちから感想を聞くととても楽しいと言っています。 

 

◎その他 

・あまり顔だせず、すみません。 

・今年は何も参加できず、申し訳ありません。 

・不審者訓練実施に良かったと思います。 

・すみません、イベントに出ておらずわかりません…。 

・（全項目に対して）残念ながら知りません。 

・（全項目に対して）すみません、わかりません… 

・（全項目に対して）わかりません。 

・今年度はコロナ禍でほとんど伺えず申し訳ありません。弟子入りでは大変お世話になりました。 

 

 

7．榴岡児童館のイベントで「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。 

・吹奏楽の演奏 

・特にありません。（3） 

・わかりません。 

・SDGｓに関するイベント、入門編とか「自分たちにできることは何か」とか 
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・特にありません。いつも楽しいイベントをされていると思います。 

・様々な内容を行っているので、とても良いと思います。コロナ禍においても、様々な対策をとりながらの実施、大変

だと思いますが、頑張ってください。 

 

 

8．毎年、 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』を行ってきました。 

来年度からはおまつり毎ではなく、1 年間を通してのスタッフとして募集しようと考えています。このような子ど

もの参画や通年でのスタッフ募集についてどのように感じますか？ご意見やご感想をお聞かせください。 

・経験がつめることは大切と考えます。 

・試みとしては面白いと思いと思います。 

・子ども主体で考え、行動できて良いと思います。 

・賛成です。 

・上記のような考えで良いと思います。 

・良いと思います。（2） 

・よくわかりません。 

・1 回ごとの反省が次に生かせると思うため、その子にとってすごく成長につながることだと思います。 

・以前、子どもスタッフとしてやりがいを感じて取り組んでいたクラスの子がいました。そのような機会があっても

良いのかなと思います。 

・学校だけではなく、児童館でも子どもが輝ける場をつくっていただけるのはとても良いことだと思います。 

・継続した取り組みにより、その子の主体性や行動力などが大いに育つ一方でときに、負担になることもあるのでは

…と思います。 

・子どもスタッフの活動内容は、榴小の教育ビジョンとつながるものがあり、とても良い活動だと思います。 

・子どもたちの意見が反映されて、すばらしいと思います。 

・子どもたちの主体性や責任感が伸びるすばらしい取組だと思います。 

・子どもにそういった経験があると助かります。より多くの子に学校としても呼び掛けていけたらなと思います。 

・子どもの主体性が育つすばらしい取組だと思います。 

・主体的な子供が育っていくのは、とてもよいことだと思います。 

・通年のスタッフの良い点は、リーダー制や責任感などが育つこと。マイナスかも知れない点は、特定のメンバーだけ

が頑張り、他がお客さんになってしまうこと。 

・とても素晴らしいと思います。学校でも『主体的な子ども』は、育てたい姿なので、企画・運営・見直し等大変な所

はたくさんあると思いますが、ぜひ実施して欲しいと思います。 

・良いと思います。責任を持って活動に参画することができるようになると児童の今後の人生は明るいなと感じます。 

・わかりません。ただ、子ども主体というのはそれを指導する方に負担が行くと思います。 

 

 

9．長く続くコロナ禍の中で不安なこと、児童館の対応についてどのように思ったかお聞かせください。 

◎不安に思ったこと 

・いつクラスターや感染が出るか、とても不安です。 

・子供たちとのコミュニケーション不足 

・子どもの心の中にたまる。 

・職員の皆さんの安全。 

・特にありません。（4） 

・密に対しての対策。 

・わかりません。（2） 

・学校も同じですが、狭い空間にたくさんの子どもたちがいることで、様々な対応が大変かと思います。 
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・特にありません。子供たちのためにありがとうございます。 

 

◎児童館の対応について 

・子供たちが多く大変な中、いつもありがとうございま

す。 

・大変そうだな…と思いました。 

・特にありません。（2） 

・放課後の見守り、とても助かっています。 

・よくしていただいていると思います。 

・よくわかりません。（3） 

・とても気配りしていて、頑張っていらっしゃると思います（頭が下がります）。 

・マスク未使用の時期があり、見ていて心配になることがありました。 

・学校に情報をいつも素早く教えていただいているので、大変助かっています。これからもよろしくお願いします。 

 

 

10．コロナ禍で児童のスマートフォン・タブレット等（学習教材は除く）の利用時間が増え、インターネット・SNS

によるメディア漬けも不安視されています。学校生活で影響や何か不安に感じた出来事はありましたか。 

・運動不足。 

・睡眠不足。 

・他人との関わり。 

・特にありません。（3） 

・自分の子どものメディア時間が心配です。 

・話題になる機会は確実に増えたと思います。 

・「殺す」や「死ぬ」が平気で出てくるのも、影響の一つなのではないかと感じました。 

・Line のグループ内での会話を保護者が把握していないことが不安です。 

・かなりの時間、何かしらの危機に触れているようだというのを感じます。 

・クロームブックになると、目を輝かせていることが不安です。授業の中で、上手く使いつつ、頼りすぎにならないよ

うに、気を付けていきたいと思います。 

・ゲーム、SNS でのトラブルが増え、親が把握していないことが多いことが不安に感じます。 

・子供どうしの中で金銭や物品のやり取りや貸し借りがありました。大人以上にそうしたスキルや知識をたくさん持

っていること、行われていることに大きな衝撃を受けました。 

・小学生にスマートフォンを持たせることの危険性を親がしっかり認識してほしいと思っています。SNS 等で友人関

係がおかしくなる事例はたくさんあるので。 

・どうしても利用時間が増えてしまいますよね…（学校でも眠そうにしていたりするお子さんも見られます）。 

・特に高学年はそれがもととなるトラブルが多く大変だと思います。 

・使用時間が増えているのはすごく実感しています。クロームブックの使い方でルールを守れず子どもたちと何度も

話し合いをしました。使わなきゃいけないけれど、それに見合った情報モラルが育っていないと思います。SNS に

関しては、ご家庭の協力が必要なので、どうにか関心を持ってもらえない、ご家庭の協力が必要なので、どうにか関

心を持ってもらえないかと…。 

・正確には把握していませんが、子どもたち同士の LINE 等のつながりで、友達関係でもめたりすることがありまし

た。 

・外遊びや異学年交流が減り、以前よりかは人との関りが少なくなってきています。（例：縦割り活動→無し） 

・使い方で色々と制限されている分、子どもにとって特別感のある魅力的なものになっているのかなと思います。そ

のため、良くも悪くも影響を受け、そこで知った言葉を意味も良く知らずにつく様子が気になっています。 

・どの学年も実体験がとても少なくなって、経験から学ぶことや経験をともに豊かに想像する力が、低くなっている

気がします。 
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11．あなたは児童館はどのような場所だと思いますか。 

・家に一人で入れない子の居場所だと思います。 

・異学年とも交流できる貴重な場所。 

・学校ではできない子供同士の関りができる場所。 

・学校と同様、子どもたちとともにある場所。 

・学校の生活が終わりホッとできるところ。 

・活発に自分を表現できる場。 

・子供が家庭にいるような安心感を得られる場所。 

・子どもたちがのびのびと過ごせる場所。（2） 

・子どもたちがほっとできる場所。 

・子供同士、親同士も気軽に交流できる場。 

・子供の居場所。 

・子どものお楽しみ場所。 

・児童の居場所。安心できるところ。第二の家。 

・楽しく友達と過ごせる場所だと思います。 

・放課後、のびのび体を動かす場所。 

・放課後に子供たちが集まることのできる場所。 

・異学年との交流や、様々な先生方と触れ合える場所。 

・子どもたちが安心して過ごせる場所だと良いと思います。 

・家庭や学校と同じように、子どもたちの一つの居場所だと思います。 

・子として、また親として利用したことはなく、よくわかりません。 

・子どもたちにとって自分を出せる安心できる場所であり、心の居場所だと思います。 

・仕事をしている親、子育てしている方、子供にとって安心できる場（つながりができる場）。 

・社会の超重要インフラ。私も利用していますが、感謝しかありません。今後ともよろしくお願いします。 

・放課後、子どもたちが安心して過ごすことができる場所。 

 

 

12．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。 

・一部の保護者が、自分のこと優先であること（他の子どもたちのことも考えていただけると…） 

・特にありません。（6） 

・特にありません。いつも子どもたちがお世話になっています。 

・特にありません。このまま連携を続けていけたら、ありがたいです。 

・利用者の数の増加で職員の方の負担が増えているのではないか心配です。 

 

 

★回収方法を工夫し、サンプル数が大幅に増加した。 

★児童館についてよく見ていただいている・こちらの思いが伝わっていると思える回答もある反面、「わからない」

という回答もあり、コロナ禍で児童への感染も広がる中で学校も児童館も緊張感が途絶えないが、連携＆共有

の仕方をより深めていきたい。このアンケート実施を通じて児童館のイベント・活動が伝わり、先生方の理解

が拡大していくように努めたい。 

★新しく追加したメディア・インターネットの回答ではゲームや SNS でのトラブルが増えており、危惧する声が

聞かれた。子どもを思う心情が伝わって来た。 

 


