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令和２年度 新田児童館アンケート回答結果             

 

①はじめに、あなたのことを教えてください。 

 

学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

男子(名) ２８ １８ １４ ３ ５ ０ ６８ 

女子(名) ３４ １７ １９ ３ ７ ０ ８０ 

計 ６２ ３５ ３３ ６ １２ ０ １４８ 

 

②あなたにとって新田児童館はどんなところですか？ 

 

楽しい ふつう 楽しくない 行きたくない 無回答 

９７名 ４４名 ２名 ４名 １名 

 

 

 

 

 

 

 

③今まで新田児童館では、小学生が内容を考えてお店を開く子どもまつりを行ってきました。 

今年度はコロナのためできませんでしたが、もしおまつりができたら行ってみたいですか？ 

行きたい 行きたくない わからない 

１１６名 １３名 １９名 

 

④子どもまつりや児童館まつりでは、おまつりの企画や準備を行う小学生スタッフを募集してい

ます。もしおまつりができたら、小学生スタッフをやってみたいですか？ 

 

やりたい やりたくない わからない 無回答 

６３名 ３８名 ４５名 ２名 

 

 

 

 

 

  

コロナ禍により、児童館を利用する小学生も制限された中で過ごした１年ではあったが、児童館

ことを「楽しい」と回答する児童が多かった。遊びも、コロナ以前のようにはいかない点もあるが、

その中で子どもたちがどうしたら楽しく過ごすことができるかを今後も考えていくことが必要とさ

れる。 

 

 児童館まつりや子どもまつりに「行きたい」という回答が多かった。今年度はコロナの影響で開催 

できなかったため、より今後の開催を楽しみにしていることが窺える。 

小学生スタッフを「やりたくない」「わからない」と答えた児童は、実際にスタッフがどんな仕事をす

るのか知らないことや経験がないことが考えられる。次年度は、小学生スタッフを「やりたい」という

意欲的な児童の気持ちを発揮できる場を企画していき、子どもの参画を増やしていきたい。 
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⑤新田児童館に「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」など

あったら、おしえてください。 

 

〇体を動かすもの・こと 

・外に遊具が欲しい（ブランコ、鉄棒、すべり台） 

・縄跳びを増やしてほしい           ・跳び箱があったらいいな 

・野球のバットとグローブ           ・サッカーボール 

・竹馬                    ・キックボード 

・リレーがしたい               ・職員と鬼ごっこがしたい 

・バスケの大会                ・自転車がほしい 

・優しいドッチボール             ・本気のドッチボール 

・プールがあったらいいな           ・ボーリング 

・マラソン                  ・一輪車は危ないからやめた方がいい 

 

〇要望 

・学校サテライトにもピアノ（キーボード）がほしい 

・廊下を広くしてほしい            ・流しそうめんがしたい 

・工作をする人しか使えない部屋        ・事務室を探検したい 

・おとまり会がしたい             ・クリスマス会がしたい 

・ひなまつりがしたい             ・ビンゴ大会がしたい 

・パン屋さん                 ・わたあめ屋さん 

・お誕生日会があったらいいな         ・お誕生日をお祝いされたい 

・職員の手伝いをしたい            ・ゲーム持ち込み有りにして 

・テレビが見たい               ・鬼滅の漫画を１～６年まで読みたい 

・新しい職員を増やして、その職員と仲良くしたい 

・スポーツカーのドリフトが見たい 

 

〇遊び・おもちゃ等 

・新しい漫画                 ・カラフルペン 

・なぞなぞの本                ・針と糸（編み物） 

・着せ替え人形と家付きの人形         ・おままごとセット増やして 

・シルバニア                 ・ぬりえ 

・ぬいぐるみ（ポケモン・鬼滅）        ・ふろしき５枚 

・リカちゃん人形               ・ブロック 

・クレーンゲーム               ・射的             

・キーホルダー                ・ガンダム 

・プラバン                  ・自分専用の銃 

・勉強                    ・鍵盤ハーモニカ 

・ガンダム                 ・カラフルペン 

・ゲーム機                 ・ラジコンカー 

・おかし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体を動かすもの、自宅等でやってみて楽しいと感じるものへの要望が多く見て

取れる。児童館で用意できるものは、可能な範囲で用意していこうと思う。 

イベントや児童がやってみたいことは、企画から児童を巻き込んで、子どもの

参画を促していきたい。 
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⑥ 

〇新型コロナウイルスの影響で小学校がお休みになっていた時のことを思い出してみて下さい。

そのとき心配に感じたことはありますか？あてはまるもの全部に〇をつけてください。 

（勉強のこと・家族のこと・友達のこと・自分のこと・とくにない・そのほか） 

 

勉強のこと 家族のこと 友達のこと 自分のこと 特にない そのほか 

４７ ８０ ８５ ５２ ２９ １１ 

 

【そのほか】 

・学校のこと  ・ブラスバンドのこと    

・将来のこと  ・児童館の先生たちのこと  

・大人のこと  ・コロナ大丈夫かなあ    

・おじいちゃんとおばあちゃんの家のこと   

・学校の先生たちのこと ・早く学校に行きたかった 

・ナッツワールドのこと ・お友達いっぱいできるかなあ 

 

〇そのお休みの間、どんなことをして過ごしていましたか。 

＜自宅＞ 

・ゲームをしていた              ・勉強をしていた 

・テレビを見ていた              ・宿題をしていた 

・家で過ごしていた              ・友達と遊んでいた 

・家族と遊んだ                ・家の掃除・片づけ 

・本を読んでいた               ・Youtube を見ていた 

・家でごろごろしていた            ・アイパッド２件 

・工作や絵を描いた              ・スマートフォン 

・ピアノ                   ・フォートナイト 

・小学校の準備をしていた           ・いつも通りに過ごしていた 

・家族と話していた              ・コロナ対策 

・トランプやＵＮＯをやっていた        ・トランポリン 

・筋トレしていた               ・走る 

・プラモデル作り               ・人形で遊んでいた 

・すごろく                  ・フルーツを食べていた 

・いっぱい寝た                ・マック買って食べた 

 

＜自宅以外＞ 

・児童館に行っていた             ・小学校に行っていた 

・公園でピクニック              ・サイクリング 

・リップスティックをしていた         ・外で一輪車 

・公園で遊ぶ                 ・野球の練習 

・おでかけ                  ・公園でトイレをする 

・姉と走り回っていた 

                 

 

学年が変わるタイミングに休校となり、 

学校や勉強のことも不安に感じた意見もあ

ったが、家族や友達を心配する回答が多かっ

た。感染への不安、家族の仕事の形態の変化、

友達と会えない時間が続いたことが影響し

ているのではないかと思う。自分自身のこと

より相手のことを思う姿に、児童の優しい気

持ちを知ることができた。 
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⑦最近は学校が終わったあと、どんなことをして過ごしていますか？ 

どこで？ だれと？ なにしてる？ 

家（自宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童館 

 

 

母 

 

 

 

 

 

 

父 

 

家族・兄弟 

 

 

 

 

 

 

祖父母 

 

１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

友達 

 

 

 

友達 

 

 

勉強 

料理 

おやつを食べる 

テレビを見る 

遊ぶ 

スマートフォン 

宿題 

投げ合い 

宿題 

遊ぶ 

テレビを見る 

宿題 

ＤＶＤを見る 

勉強 

ゲーム 

Youtube 

おやつを食べる 

宿題 

勉強 

宿題 

習い事 

テレビを見る 

模様替え 

アイパッド 

ダンス 

ゲーム 

Youtube 

ゲーム 

アニメ 

バレーボール 

トランプ 

遊ぶ 

ドッチボール 

キャッチボール 
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どこで？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

だれと？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員 

 

 

 

 

１人 

 

 

 

友達 

 

 

 

 

 

 

 

 

なにしてる？ 

鬼ごっこ 

宿題・勉強 

ピアノ 

バレーボール 

おしゃべり 

手芸 

ブロック 

サッカー 

走る 

読書 

病院ごっこ 

カードゲーム 

シルバニアファミリー 

おままごと 

騒いでいた 

弁当食べた 

寝ていた 

遊ぶ 

鬼ごっこ 

勉強 

おりがみ 

一輪車 

遊ぶ 

読書 

工作 

勉強 

遊ぶ 

自転車 

鬼ごっこ 

おままごと 

遊具で遊ぶ 

ドッチボール 

おかしを食べる 

キックボード 

なわとび 
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どこで？ 

 

外 

 

 

 

駐車場 

元気フィールド 

友達の家 

 

車 

塾 

帰り道 

スーパー 

ダイソー 

東盛幼稚園 

おばあちゃんの家 

 

 

だれと？ 

 

友達 

 

 

 

父 

友達 

友達 

 

父 

先生 

友達 

母 

友達 

友達 

おばあちゃん 

 

１人 

なにしてる？ 

ブレイブボード 

話す 

鬼ごっこ 

ボール遊び 

なわとび 

空手の型の練習 

鬼ごっこ 

ゲーム 

習字 

寝る 

宿題・勉強 

楽しく帰った 

買い物 

買い物 

モダンバレエ 

おでかけ 

話す 

ゲーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外出自粛の影響とアンケートの対象が児童クラブの児童ということもあり、過ごす場所

に「家(自宅)」「児童館」という答えが多かった。児童館の利用がない日は、自宅で家族と

過ごしたり、友達と公園で遊んだりと、室内で密にならないようにしているのだろう。 

スマートフォンやタブレット、ゲームをして過ごしている児童が近年多く見られていた

ため、予想していたよりも体を動かして遊ぶ児童も多いことがわかった。 
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⑧今の気持ちを教えてください。何か心配していることや誰かに聞いてほしいこと、大人に言い

たいことなどあったら書いて下さい。 

 

・私の友達がコロナになったら心配      ・コロナにかからないようにしたい 

・コロナにかからないようにしたい      ・コロナがなくなってほしい 

・いとこと一緒に遊びたい          ・コロナのこと 

・手紙を渡したいな             ・地震が多くて困っている 

・友達に困っている             ・地震っていつ来るの？ 

・楽しいです                ・台風こないか心配            

・ママが鍵を忘れないかなあ         ・大人が文句を言う 

・ジャンパーが２つあります         ・大人が怒るとうるさくなる 

・花粉アレルギーです            ・いじわるされるのが嫌だ 

・〇〇くんが走るのがいやだ         ・２年生になったら〇〇くんといたい 

・〇〇ちゃんにもっと友達とかに優しい対応をしてほしい。しつこく言わず１回で言ってほしい 

・〇〇ちゃんにもっと人の気持ちを考えてほしい。人の話をちゃんと聞いてほしい 

・〇〇くんに宿題の漢字を下手だと言われるのがいやだ 

・図書室で静かに読みたいのに誰かうるさくしてくる 

・勉強が遅れているから４年生になれるか心配 

・お友達にしつこく遊ぼうと言われて、他のお友達とすっきりして遊べないし、違うところから

こっそり見てくる 

・何で男子は毎日帰りの会の時、いつも「静かにして」と注意しているのに次の日の帰りの会に

なったら、またうるさくなるのですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナに対する不安・友達関係に対する不安の声が多く見られた。 

子ども同士の人間関係の不安は、普段声に出しにくいこともあるだろう。

児童の見えない気持ちにも気付き、寄り添っていくことが必要だ。 
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⑨コロナの心配がなくなったら何がしたいですか？ 

 

・マスクをはずしたい              ・マスクをはずして手を繋ぎたい 

・おしゃべりをしてお弁当や給食を食べたい    ・くっついて写真が撮りたい 

・コロナの心配がなくなっても、もう少し家にいたい       

・コロナが終わったらみんなの笑顔が見たい    ・友達とわいわいしゃべりたい 

・空気をいっぱい吸って遊びたい         ・友達とおしくらまんじゅうをしたい 

・思いっきり遊びたい              ・ソーシャルディスタンスをとらない 

・みんなで１年生の時みたいに遊びたい      ・今、児童館で出来ない遊びをしたい 

・みんなと大きな声で歌をうたいたい       ・思いっきり鬼ごっこをしたい 

・みんなが参加できるお祭りをやってほしい    ・マスクを外して叫びたい 

・おとまり会をしたい              ・バスケの大会がしたい 

・学校で運動会をしたい             ・ブラスバンドの練習がしたい 

・ＳＯＡＴをしたい               ・児童館まつり 

・児童館まつりスタッフがしたい         ・友達と休みの日におでかけがしたい 

・料理作りがしたい               ・泥遊びがしたい 

・じゃんけん列車がしたい            ・友達とゲームがしたい 

・イオンでおもちゃを買ってほしい        ・キャンプがしたい 

・いっぱい勉強がしたい             ・悪さをしている人の悪さを減らしたい 

・顔面力を磨く                 ・元気に楽しくしたい 

・ディズニーに行きたい             ・家族で旅行に行きたい                      

・県外に行っておでかけをしたい         ・東京にライブを観にいきたい 

・遊園地に行きたい               ・水族館にいきたい 

・おばあちゃんの家に行きたい                   ・いとこの家に行きたい 

・カラオケに行きたい              ・新しい利府イオンに行きたい 

・コロナで行けなかったお店に行きたい      ・プールや海に行きたい 

・公園に行きたい                ・土日にお祭りに行きたい 

・石ノ森萬画館に行きたい            ・ニンテンドーワールドに行きたい 

・行事に行きたい                               ・できなかったことをやりたい 

・外食がしたい                 ・ハワイアンズに行きたい 

・友達の家に行きたい              ・LOVETOXIC に行く 

・清州城に行きたい               ・ショッピングがしたい                          

・温泉に入りたい                              ・いっぱいスケボーに行きたい 

・そりをしたい                   ・からあげくんをいっぱい食べたい 
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⑩新型コロナウイルスのため、いろんな行事ができませんでしたが、今年度、児童館ではこんな

企画をしました。下の表の参加したことがあるものに感想を書いてください。 

そあとの庭（バスに乗って坪沼神社に遠足） 

・楽しかった               ・木を切ることが楽しかった 

・自然に触れられて楽しかった       ・バスに乗れて良かった 

・より自然を感じられた          ・森で遊んだのが面白かった  

・覚えてないです                       ・また行きたいです 

・蛇とかがいてワクワクした        ・秘密基地作りが楽しかった 

・全力で遊びたい             ・色々な体験ができた         

・色々な体験ができました         ・色んなことを知れて勉強になった 

・みんなと仲が深まって嬉しい       ・くっつき虫が服にくっついて面白かった 

・草で行きたくなかったけど楽しかった   ・そんなに面白くない 

・つまらなかった             ・木の公園のような所が楽しかった 

そあとの庭（砂場ワークショップ・舟を作ろう・大きな布に絵を描こう・モザイクアート） 

・もう１回やりたい            ・砂場ワークショップが楽しかった 

・服も手も泥だらけで楽しかった      ・水を汲むのが大変だった 

・舟がちゃんと流れて楽しかった      ・舟が竹に流れる時わくわくした 

・舟を作ることが楽しかった        ・ぬるぬるだった 

・ローラーで描くのが楽しかった      ・みんな絵具で手が汚れていて面白かった 

・自然のもので出来るとは思わなかった   ・SOAT はどんどんやって欲しい 

・色んな絵が描けた            ・工作が好きなので楽しみながらできています 

・モザイクアートが難しかった       ・モザイクアートはみんなと協力して行えた 

・小さい紙を貼るのが楽しかった      ・みんなと楽しく過ごせて良かった 

・楽しかったパーセント５０％       ・つまらなかった 

・１年生にどこに貼る等のことを教えることが楽しかった 

・とても大胆で、心配が少し減った気がした。 

防サイエンスショー 

・とても楽しかった            ・実験がすごく面白かった 

・楽しみながら勉強できた         ・空気砲がすごかった！また見たいです 

・不思議だなあと思った          ・防災のことが色々わかりました 

・電気が手にあるって嘘だ         ・役立つ知識ばかりで面白かった 

・今までより興味を持てた         ・また見たいです！ 

・マジックみたいだった          ・震災のことをよく知れた 

・空気砲で紙コップを倒すのがすごかった  ・床でおしりが痛かった 

・地震が来たらこんな風にするのだなと学べてうれしいです 

・煙のにおいが臭かった(笑)あ、冗談。パンケーキのにおい 
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ハロウィンフォトブース 

・すごく楽しかった            ・仮装できて楽しかった 

・可愛かった               ・またやりたい 

・職員が仮装していたのが面白かった    ・おかしを沢山もらった 

・妹も行きたいと言っていました      ・やったことがないのでやってみたいです 

・みんな嬉しそうでした          ・お友達がいて楽しかった 

・やりたくて仕方がありません       ・嬉しかった 

・回ったりできませんでしたが、可愛いフォトブースの色々な所が工夫されていたり、 

おかしをもらうことができて楽しかったです 

クリスマス会（ステージ発表・ビンゴ大会） 

・とても楽しかった            ・もう１回やりたい 

・ビンゴが楽しかった           ・ステージ発表が緊張した 

・これは絶対やりたいです楽しいから    ・ビンゴで景品が当たって嬉しかった 

・ビンゴ大会の景品、超役に立つ！     ・景品がすごかった 

・ビンゴしたけど景品いらない       ・発表したくない 

・司会をやったからより楽しかった     ・ちょっとやりたくなかった 

・楽しくできたと思う           ・友達がすごかった 

・ビンゴ揃わない人まじワロタ       ・面白かった、今年もやりたい 

・けん玉大成功でした！筆箱ゲットだぜ！  ・最初は緊張したけど披露したら楽しかった 

・コロナでもクリスマス会の行事ができて良かった 

・ビンゴ大会は当たる時が楽しい！友達とお揃いにした 

・最後から４番目くらいにビンゴだったけど楽しかった 

 

 

 

 

コロナの影響で、例年より限られた数・感染対策を行いながらのイベントであったが、

「楽しかった」「またやりたい」という意見が多かった。どこかにでかけたり、行事に参加

したりすることが難しい、我慢や制限の多い日々であったため、こうしたイベントへの参

加は、児童にとって友達と楽しさを共有できた時間になったのではないかと窺える。感染

対策を踏まえつつ、児童が楽しめる・参画を促せる企画を次年度も考えていくことが求め

られる。 



1 

 

令和２年度新田児童館アンケート回答結果 

 

 
① 児童クラブについてどのように感じていますか？あてはまるところに〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■より満足に近づけるためのご意見があればお聞かせください。 

 

・いつも子供をよくみて下さっていて安心しています。 

・いつも助かっています。ありがとうございます。 

・十分満足しています！ 

・いつも一人一人、きちんと見て頂いて安心しており大変感謝しています。これからも変わりなく、 

よろしくお願い致します。 

・これまでずっと、満足です。児童館だから学べる事、体験できる事が沢山で、感謝しています。 

・コロナ禍で何が満足になるかは試行錯誤しないといけない部分があると思うので、色々やってみたら 

いいと思います。イベント等… 

・満足です♪ 

・満足しています！！ 

・いつも子どもに寄り添っていただき、ありがとうございます。 

・今年は利用を控えていたため、直接お話する機会があまりなかったのでこちらにしました。（職員の 

対応：やや満足 の評価について） 

電話での対応は感じが良いです。 

・いつも楽しく過ごしているようで感謝しております。 

・子供からの話では、備品もとても充実しているときいています。マンガにはまっているようです！ 

また、近いお友達と一緒にしていただけていることも子供としても心強いようです。ありがとうござ 

います。 

・職員がみんな優しく、また様々な遊びを教えてくれるので毎日楽しく利用させてもらっています。 

72

81

81

79

22

14

14

16

2

1

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

備品、遊具について

登録場所(本館、サテライトについて)

職員の対応

児童館の雰囲気

備品、遊具について
登録場所(本館、サテライ

トについて)
職員の対応 児童館の雰囲気

満足 72 81 81 79

やや満足 22 14 14 16

やや不満 2 0 1 1

不満 0 1 0 0

満足 やや満足 やや不満 不満

児童クラブについて 

【児童クラブ保護者対象】
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★具体的な要望等があがっていたご意見 

・現状の日割りの方が前よりも良い。このまま続けて欲しい。 

・ぬりえの種類を増やしてほしい。 

・子供の名前を呼び捨てにする先生がいるので、できれば君やちゃんなどを付けた呼び方の方がよいか 

と思います。 

・職員の方によってあいさつがない方がいらっしゃいます。 

・大変かとは思いますが、登録場所は保護者の要望をもう少し聞き入れてほしいです。 

・元気なのはいいが、男子児童の廊下でお手玉など物を投げて遊んでいるのが少し気になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人数 割合 

よく読む ３２人 ６１％ 

読む ５９人 ３３％ 

あまり読まない ５人 ５％ 

読まない ０人 ０％ 

 

 

■児童クラブだより・児童館だよりへのご感想 

 

・児童館の職員の皆さんの思いや考えが伝わってくる内容です。 

・今年はコロナ禍で多くの行事が取り止めになった中、ソアトを開催して頂いて本当に良かったです。 

子供も自然の中で思いっきり遊べて楽しかったようです。 

・いつもいろんなイベントがあってすごいなあと思いながら見させて頂いております。コロナで今年は 

大変でしたが、子育て中には大変助かる情報です。 

・内容も楽しいので毎回読んでいます。 

・毎月お忙しいのにありがとうございます。 

・いつもありがとうございます。おかげ様で、１年間無事に過ごせました。本人もクラスが違うお友達 

もできて楽しく過ごせているようです。来年度もよろしくお願いいたします。 

・世の中が暗いときでもホッとするようなおたよりです。 

・児童館だよりのむしのはんざわさんのコーナーをいつも楽しみにしています。 

・子ども達の様子や取り組みがよく分かり、ありがたいです。 

・今で満足しています。 

 

32

59

5

0

児童クラブだより・児童館だよりについて 

読む  

よく読む 

あまり読まない 

児童クラブについては７割以上の方に満足、やや満足も含めれば９割以上の方に評価を頂くことができ

た。頂いた具体的なご意見も、職員間で話し合い、共通理解を持ち対応したい。 

料金が利用日数によって変わる件は、⑤の「コロナ禍での利用について」の項目でも同様の意見が数件

見られた。こちらは仙台市の方針の話となるため、このアンケートの結果をもって報告する。 

【児童クラブ保護者対象】



3 

 

★具体的な要望等があがっていたご意見 

・まだまだ集まる事が難しいかと思いますので、児童館内の様子をもっとたくさん見れたら嬉しいで 

す。 

・年度初めの職員さんの紹介は助かります。続けていただきたいです。途中、入替があった場合もお知 

らせいただけると幸いです。 

・わかりやすくて見やすいのでありがたいです。児童クラブでの様子写真を増やしてもらえると、うれ 

しいかと思います。 

・小さい頃使用したおもちゃを引き取ってもらえたらうれしいです。そのようなお知らせ…あれば可。 

・2020.10.26 NO.3 のクラブだよりで、子ども達の写真がたくさん載っていて親子で楽しみながら読 

みました。作成するのは大変だと思いますが、ぜひまた写真とコメントのページを作ってください。 

・サテライトの様子ももう少し掲載があると良いかなと思います。 

・他の先生方の紹介？みたいな事を月替わりであると親も先生達と話しやすいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 今年度も、災害に備え緊急連絡カードを作成しました。お手元に携帯されていますか？ 

 

 

 人数 割合 

はい ６７人 ７０％ 

いいえ ２３人 ２４％ 

紛失した ４人 ４％ 

無回答 ２人 ２％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 今年度は感染対策に気を配りながら保護者会を実施いたしました。ご参加されましたか？ 

 

 人数 割合 

はい ７１人 ７４％ 

いいえ ２５人 ２６％ 

 

■頂いたご感想等 

 

・職員の方と直接お話し出来て、本人の様子なども聞けてとても安心しました。 

「携帯している」とお答えいただいた割合は一昨年、昨年、今年と７９％→６１％→７０％と推移して

いる。つい先日も震度５強の地震があったため、常時携帯して頂けるよう声がけしていく。 

好意的にお読み頂いている様子が分かり、大変嬉しく感じた。意外と職員に関する情報もご要望頂いた

ので、早速新年度の内容に活かしたい。児童館内の様子についてはなかなかお知らせできる機会が少な

いので、児童クラブだよりの発行回数を増やし、写真を多めにすることで応えていきたいと思う。 

67

23

4

2

はい いいえ 紛失した 無回答

【児童クラブ保護者対象】
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・クラスごとにして少人数で集まったり、時間等をずらして行ってもらえたので安心して参加すること 

ができました。 

・毎回楽しく参加させて頂いています。 

・普段どのように過ごしているのかあまり分からなかったので、スライドショーで写真を見せていただ 

いたり、色々なお話を聞いて普段の様子が分かって良かったです。 

・感染対策をしていただきありがとうございました。顔合わせなど他のお母さん達とお話することが 

できて良かったです。 

・子供からお友達の名前を聞くも、その保護者を知る事がなかったので、少しでも顔を合わせ直接名前 

を聞く事ができ良かったです。 

・手作りのケーキ、とてもおいしかったです。ありがとうございました。普段の様子が写真で見る事が 

出来、うれしいです。いつもこういう感じですごしているんだなあと安心できます。 

・マーサが作成されているスライド上映が見れていいと思う。動画や写真で子供たちの様子や活動を 

伝えてもらえて親として助かってます。 

・自己紹介の時に何を話したらいいか、いつも緊張してしまいます。 

・子供達の事を話す機会がなかなか無かったので、先生や他の保護者と話す事ができて、とても良かっ 

たです。 

・感染対策されているなと、安心でした。 

・２歳の子と同伴で行きましたが、職員の方も一緒に遊んでくださり、おもちゃも用意されていたりと 

とても親切な対応をしてくださり助かりました。 

・学校で集まることがなく保護者の方とお話する機会がありませんでしたので、クラス分けしてくださ 

ったことはとても良かったと思いましたし、顔見知りになれたことで安心しました。簡単なレクリエ 

ーションで父母の方々の人となりが知れて、和みました！！ありがとうございました。 

・感染症対策はしっかりされていたし、映像で子どもがどのように過ごしているか見ることができて 

良かった。 

・普段の様子がスライド等で見れたので良かったです。ありがとうございます。 

・他の保護者と知り合ういい機会でした。良かったです。 

・１月からの利用の為、参加していません。 

・宮パパと話ができる機会を与えてもらって楽しく、漠然とした不安が解消されたのを覚えています。 

・アットホームで、なごやかな雰囲気の中、大切なことを分かりやすく伝えていただきました。 

・楽しく参加させていただきました。また動画など楽しみにしております。 

・登米市のアピール楽しかったです。普段子供のお迎えばかりで保護者の方々と話す機会なかったので 

時間作ってもらえてよかったです。 

・コロナ禍で保護者同士が話すことがむずかしいなか、開催いただきありがとうございます。 

・子どもたちの様子が分かって良かったです。 

・説明会を８回に分けての開催や、受付時の検温・消毒など対策をきちんとしていて安心して話を聞く 

ことができました。後半の子ども達の普段の様子やイベント時の動画が楽しかったです。編集や準備 

などお疲れ様でした。 

・スライドショーで泣きました。また来年も泣かせてください。（モンパチ、流れてきてヤバかった… 

サーフィスも好きです…） 

・アットホームな雰囲気で良かったです！ 

【児童クラブ保護者対象】
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・楽しく参加できました。 

・スライドショーで児童館での様子が知れて良かったです。また、同じ学年の子供を持つお母様との 

ディスカッションも他のお子さんの家での様子や過ごし方を知れて有意義な時間でした。普段はあい 

さつを交わす位しか関わりのない職員の皆さん、面白い方ばかりなんですね。 

・お時間とっていただき、また、準備ありがとうございました。同じクラスの保護者の方と顔を合わせ 

ることもでき、貴重な時間でした。 

・児童館での様子をスライドショーでとてもわかりやすく楽しく教えていただきました。 

・感染対策をしながら説明会をしていただきありがとうございます。児童クラブの様子をていねいに 

教えて下さったり、親同士の交流がはかれて参加してとても良かったです。 

・色々な取り組みをしている様子がわかった。 

・毎年まーさの作ってくれる映像をとても楽しみにしています。学年があがり、一人帰りが増えなかな 

か児童館での様子もわからないので、ふだんの様子が見えるものがあるとホッとします。新田児童館 

は利用者が多い中、いつも職員の方々が様々な工夫をされ子供たちを見守っていただき、とても感謝 

しています。これからも宜しくお願いします。 

・オンラインにすべき。時勢にそぐわない。 

・子供の姿をスライドで観れたのは嬉しかったですが、もう少し観たかったように感じました。ただ、 

スムーズでとても良かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 新田児童館では子どもの参画のため、小学生自身が企画・話し合い・準備・実施までを行う活動に力  

  を入れています。今年度も児童クラブの中で手作り品の雑貨屋さんやステージ発表会などを行いまし 

  た。 

  このような取り組みについて、保護者の方のご意見をお聞かせください。 
 

・とてもいい経験と思い出が出来て良かったと思います。ステージ発表を行った写真等、見る機会があれ 

ば見たいと思いました。 

・とても良い取り組みだと思います。 

・色々な企画を通して友人関係など多くのことが学べると思います。 

・とてもよい取り組みだと思います。子供も楽しんで参加させていただいております。ぜひ続けていただ 

きたいです。 

・準備を全てしてもらうのではなく、全体のプロセスを周りのみんなと協働して行う活動は児童クラブ 

ならではだと思います。そこで一人一人の個性がまた出てくるのではと期待がありますね。 

・自分で考える力がついたり、上下の学年の子たちと協力するという縦のつながりもあっていいと思う。 

・うちの子も参加した様子で家でも練習してたり、楽しそうに話していたので、ぜひ機会があればまた 

参加させたいです。 

・学校でできない体験です。自分達で考え、作り上げる楽しさ、大変さ、友達と協力して成し遂げる経験 

ができるのはすばらしいと思います。これからも続けていただきたいです。 

コロナ禍により学校での顔合わせができなかったため、同じクラスの保護者の方と話すことができて良

かった、というご意見が多く見られた。また、例年以上に児童館の中を見ることができないため、スラ

イドショーなどが担う意味はより大きくなってきているように感じた。 

個人情報の取り扱いに十分留意しつつ、前述の児童クラブだより同様、写真等を保護者の方が見れる機

会をより増やしていきたい。 

【児童クラブ保護者対象】
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・来年度はコロナも落ちつき、色々なイベントに参加していきたいです。 

・来年度も同じような子ども主体の企画をしていただけると嬉しいです。 

・今年度は特に学校での発表などが少なかったので、子供たちにとってそういう体験を増やして頂けて 

とてもよかったと思います。 

・とても良い事だと思います。学校以外でもこのような素敵な居場所があることに本当に感謝しています。 

・良いと思う。 

・自分達が考え企画したという達成感を得られるのでいいと思う。 

・自らやれる環境は良いと思います。 

・子ども自ら考え行動することは、とても大切なことです。引きつづき、取り組んでいただければと思い 

ます。 

・子供達が積極的に取り組めて、とても良かったと思います。 

・子供からこんなことしたよ～って話してもらってなかったのでよく分かりませんでしたが、楽しそうな 

企画をたくさんありがとうございます。 

「手作りの雑貨屋さん」の雑貨を持ち帰ってきたと思いますが、上手にできていて見に行きたいな～って 

思っちゃいます♫ 

・子供の意見を聞いてくれる機会があり、大変嬉しく思います。 

・去年は特に発表の機会が少なかったこともあり、とても緊張していた様子でしたが、自分達で考え発表 

できた達成感を味わえたようで親としても成長を感じられました。 

・物を作ることは、子供達にとって発見や想像を養う良い機会になるので、今后も感染対策をした上で 

行う分には良いと思います。 

・子供が喜んで参加していました。続けて活動してほしいと思います。 

・自主性、協調性、行動力など大切な事を学べる機会だと思います。 

・子供の意欲を高めることにつながり、良いと思います。 

・とても良いと思う。子供には積極的に参加してもらいたい。 

・自分の子供は余り興味をもってくれないので参加した事がないのですが、すごく良いかと思います。 

・とても良いと思います。今後もよろしくお願いいたします。コロナ禍であっても飲食を伴わなければ 

大丈夫だと思います。 

・ステージ発表会があった日に、子供が楽しそうに話をしてくれました。これからも続けてほしいです。 

・子どもたちが自発的に考え、創り上げていくことは大事で将来の役に立つと思うので、すばらしい取り 

組みだと思います。ぜひ続けてほしいと思います。 

・毎日児童クラブを利用しているわけではありませんが、こどもがたまたま発表会を見たようで、こんな 

ことをしていて楽しかったとか、上級生や同学年のお友達が興味あることを知れたり、刺激を受けた 

ようです。世界を広げていると思います。 

・利用しない日や早い帰りのためか知らなかった。 

・コロナ禍で中々友達と自宅で遊ぶというのが難しいので、児童館でこの様な企画をしてくださると嬉し 

いです。 

・子供にとってとてもいい機会になるので今後も今後も続けて欲しいです。 

・とても良いと思います。そのようなことに参加することを楽しみにしていますし、みんなと一緒に取り 

組むことが大事だと思いますので、ぜひ続けてください。 

・とても良い取り組みだと思います。 

【児童クラブ保護者対象】
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・子供たちがとても楽しく過ごせていて嬉しいです。親としては、子供から話を聞くだけなので、写真等 

で見れたら親子の会話もより弾むなと感じます。 

・コロナによっていろいろなイベントが中止されており、やはり小学生みずから考え、実行することは 

とても大事なことと思います。地域の資源回収をイキイキやっている姿をみて、子供の自信や成長に 

大きく影響すると感じています。今後も感染予防をしながら実施して頂けたらと思っています。 

・家ではめんどくさくなり、興味のある事などあとでねーと言ってやらず終いなので、雑貨屋さん等実施 

して頂けるのはありがたいです。 

・行かない事があると、いつやっていたのか分からない事が多々あり行きたかったのに…と子供より話が 

あったりします。 

・「こんなの作ったよ!!」と仕事から帰ってくると作品を見せてくれます。自分でも作っている様子もあり、 

子供の興味の幅を広げてもらっています。 

・この取り組みはとても良いと思います。子供達が自分たちで考え、発言する場をこれからも設けていた 

だきたいと思います。 

・児童館でなければできないような、子供たちが協力してやるという体験をさせてもらい感謝しかないで 

す！！ありがとうございます。 

・自分で考え取り組むことは、とても良いと思います。 

・本人にとってよい経験、勉強にもなるので良いと思います。コロナに気をつけながら活動してもらいた 

いです。 

・良い取り組みだと思います。先生方は大変だと思いますが、どんどんやっていただきたいです。 

・子供達の考えを尊重して、サポートしてくださって行える事、とても良いと思います。 

・自主的な活動に導く、ということは大変なご尽力かと。ありがたく思っています。 

・子供が主体となり活動することは、今後の成長過程においてもとても良いことだと思うので、今後も 

続けてほしいと思います。 

・子供達が楽しく、笑顔でやれているのは先生方の協力あってだと思います。ありがとうございます。 

・自分で考え、行動の出来る子になって欲しいのでとても良い試みだと思います。 

・子どもたちが楽しんで取り組んでいたので、来年度も是非開催していただきたいです。 

・今後も継続して取り組んで頂きたいです。 

・子どもはすごく楽しんでいました。が、子どもの話だけでは雰囲気や子どもがどの程度主導で活動した 

か分からず…。おたよりも拝見しましたが、もう少し状況が見えるとうれしいです。 

・この活動は子どもの成長に必要なものなので、良い企画だと思います。 

・他の学年のお友達とのつながりもでき、学校でもなかなか体験できることではないので、とてもよいと 

思います。 

・手作品の雑貨屋さんはとても興味があります。 

・自ら考え行動することが苦手な子が今は多いのかなあと感じています。このような活動があることを知 

り、とても素敵だな♡と思いました。特に、児童クラブの子供たちは「自分たちでやりたい！」という 

パワーを感じました。応援したいです！ 

・学校行事がほぼ出来なかったこともあり、児童クラブで発表する機会を設けていただけて感謝です。 

本人のやる気、楽しみにつながっています。 

 

 

 

【児童クラブ保護者対象】
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⑤ コロナ禍での児童館の利用についてお伺いいたします。児童クラブを利用するに際し、あてはまる 

ものに〇や記入をお願い致します。 

 

■利用回数について 

 

 人数 割合 

増やした ０人 ０％ 

いつも通り ３１人 ３２％ 

控えた ４６人 ４８％ 

控えたいが 

難しかった 
１９人 ２０％ 

 

 

 

 

■利用にあたって不安が 

 

 人数 割合 

あった ２１人 ２２％ 

なかった ７０人 ７３％ 

無回答 ５人 ５％ 

 

 

 

■不安の具体的な内容 
 

・初めての利用だったので、お友達と仲良く過ごせるかどうか、コロナクラスターが起きないかどうか 

・子供ということもありマスクに慣れず、口元に下がっていたり予防できない難しさを感じた 

・密状態での飲食（おやつ・お弁当）には不安があったので控えました。 

・人数が多いので子供や他の子に感染が広まるのではないかと思った。 

・新田小でコロナが出たと聞いても、自分の子が濃厚接触者かどうか解らないので 

・子供たちの距離の近さは避けられないので不安がありましたが、子供同士の感染は低いと医師に聞いて 

から不安は減りました。 

・密になることや、飲食をすることが気がかりでした。 

活動を続けて欲しい、という好意的なご意見が多くみられた。コロナ禍によりイベントの機会が減って

しまうことは、子ども達の楽しみとともに成長や学びの場も減ってしまうことになるのだと改めて感じ

た。児童館は他学年と関わることができる絶好の場所となるので、その中で考え、自分達で何かをやり

たいという気持ちに寄り添い、成し遂げていく経験の場を今後もできるだけ作っていきたい。 

人を集める、ということが憚られる状態が長く続くが、引き続き感染対策に力を入れ協議を重ねながら、

児童館の担う役割を全うしていく。 

0

31

46

19
増やした

いつも通り

控えた

控えたいが難し

かった

21

70

5

あった

なかった

無回答

【児童クラブ保護者対象】
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・学校は無言で給食を食べているが、児童クラブでもそうしてくれているか。 

・感染者が増えたりすると、やはり不安があったので控えた。 

・密になってしまわないか。友達ができるか、など。 

・1 人の感染から多数へ感染することでの恐怖があった。 

・密になる点。お弁当を食べる際。 

・昼食をとること→なので一日中児童館の日はなるべく利用を控える等しました。 

・やはり子供たちは遊びに夢中になり、密を回避できなさそうだから。 

・子供同士密になるのでもしうつったらどうしようと思ってました。 

・どうしても密が増えてしまう為 

・人数が多い事 

・自分の子供しかいなかったらどうしようかと思い不安になった。 

・人数が多いので、感染が怖かった。 

・利用人数が多いのでどうしても密になるし、子供に大人のように理解させるのは難しいと思いました。 

子供→子供に移るのかどうかもよくわからなく、不安 

 

■（コロナ禍のなかで）お子さんに変化が 

 

 人数 割合 

あった １８人 １９％ 

なかった ７４人 ７７％ 

無回答 ４人 ４％ 

 

 

 

■変化の具体的内容 

 

・新しい友達ができた。色々なものづくりやゲームを覚えることが出来た。 

・家に帰りたがった。 

・イライラしたり、あたるようになった。思うように体を動かせない、やマスクでイライラするとのこと 

・かぜをひきやすい方だったが、マスクや消毒の効果で？かぜをあまりひかなかったと思う。 

・手洗い・消毒・マスクと、よりしっかり意識してくれる様になった。 

・前年よりもお休みすることが多くなった。 

・学校ではあまり友達と会話出来なかったが、児童クラブでは出来たので、楽しく過ごせたと思う。 

そのせいか、明るくなった。 

・お友達も一人帰りが増えたことで少しさみしがっていました。 

・楽しく遊べる場所ができて、うれしそうでした。 

・利用が減り、子供同士のもめ事、ケンカが増えた。 

・利用者が少なかった面で多少不安はあったようです。 

・兄弟げんかが増えた（休校中から） 

・外に出たがらず、あまり児童クラブに行きたがらなかった。 

・会話できない事や思いっきり遊べない等少しストレスの様でした。 

18

74

4

あった

なかった

無回答

【児童クラブ保護者対象】
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・夜になるとベッタリくっついてくるようになった。 

・一人で留守番が出来るようになりました！ 

・制約が増え、ちょっとイライラすることが増えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コロナ禍での児童館の利用について、何か希望することはありますか？ 

 

・今まで同様、うがい、手洗い、消毒、マスクの着用等気を付けてもらえればと思います。 

・これまで通り、なるべく３密を避けて消毒作業など大変お世話をおかけしますがよろしくお願い致し 

ます。 

・利用回数に応じた利用料金、とてもありがたいです。今後も続けていただけると助かります。 

・これからも変わらず、マスク着用・消毒・体温管理等を続けてほしいと思います。飲食（お弁当・おや 

つ時間）は 1 人で（さみしいですけど…）など、今まで通りで良いと思います。 

・４～５月頃は控えていましたが、学校が始まってからは利用させていただきました。人数が多い中で 

しっかり感染対策していただき助かりました。安心して利用することができました。これからもよろし 

くお願い致します。 

・これまで通りで十分満足しています。 

・引きつづき感染対策にご尽力いただければと思います。 

・先生達が考えて頂いていますので、このままでいいかと思ってます。 

・いつも笑顔で接して下さり、ありがたいです。ダメな事はきちんとしかってくれるので、預ける側とし 

ても、安心できます。 

・今まで通りでよいと思います。 

・手洗いやマスク着用など基本的なことを行いつつ、楽しい活動ができればと思います。 

・お弁当、おやつを食べるときは向かい合わせにならず、同じ方向を向いて食べるようにし、隣同士の 

会話も気をつけられるよう家庭でも伝えてますが、児童館でも徹底して頂ければ安心です。（飲食事の 

マスクなしの時が一番リスクある為） 

・仕事が休めず利用させていただきましたが、密にならないようにいろいろ対策をしていただき、感謝の 

気持ちでいっぱいです。 

・学校生活では他のクラスへ行ったり気軽に会話を楽しむ事ができない様なので、児童館は子供達の唯一 

の交流の場になっていると感じます。不自由を強いられている子供達が楽しそうにのびのびとしている 

姿を見るとホッとします。感染対策に留意しながら今まで通り見守ってお頂けたらと思っております。 

・職員の方々のご苦労には日々感謝しておりますが、どうしても密になっているのが気になります。さら 

なる声がけをお願いしたいです。 

新田児童館は宮城の中でも屈指の大規模児童館であり、また、児童館という特性上三密を避けることは

不可避に思われた。しかし、保護者の方々、地域の方々の多大なるご協力により、緊急事態宣言発令当

初の児童クラブの利用率は大幅に下がり、職員も試行錯誤しながら少しずつ児童館の形を作ることがで

きた。改めて感謝申し上げたい。 

頂いた具体的な不安の内容に関しては、子どもの密回避への難しさ、飲食時の感染のリスクが多くあげ

られた。意外だった点は、コロナ禍での変化にマイナス面だけでなくプラス面もあったこと。 

コロナという見えない不安の中、子ども達の感情の機微に気を配りながら、「児童館＝安心して過ごせ

る場所」であるよう努めていきたい。 

 

【児童クラブ保護者対象】
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あとコストが気になりますが手洗い後のペーパータオルがあればなあと思います。 

・お弁当を食べる時、対面やおしゃべりをさけてほしいです。 

・このまま利用料は回数に応じてにしてほしい。 

・無理のない範囲でこれまで通り受け入れてもらいたいです。 

・異例のことばかりの中、子ども達の環境を“普段通り”に近づけていただこうとする職員の方々の心遣い 

を感じます。 

・今年度のように利用回数によって料金が違うとなると控える家庭が増えるのではないかと思います。 

・現状維持でお願いします。 

・トイレの自動洗浄機能付与 

・親が中まで迎えに入るよりは、玄関の自動ドアが開いた際に音が鳴る等、職員が気付きやすくされて、 

児童が自分で玄関まで来る様にした方が他の児童や職員への感染リスクも減るのではないかと感じます。 

・小学校サテライトが使えない場合（卒業式等）の利用自粛はできるだけ控えてほしい。 

・今まで通りの対応をお願いします。 

・預かっていただけるだけでありがたく思います。 

・５月はコロナの状況などをみて利用を控えるようにしていたが、自身の仕事状況もあり６月からは利用 

をお願いしてきた。このような状況の中で、児童館の運営など本当に大変だったと思いますが、今年度、 

本当に助かりました。 

・大変な中、開館していただきとても助かりました。仕事をお休みしたくとも難しく、又、子どもにとっ 

てもお友達に会える場所があること、とてもありがたかったです。 

・対策していただいているので、ひき続きお願いします。 

・利用を控えられる方々に対して、来年度も声がけをお願いしたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ その他、新田児童館にご意見・ご要望等あればお聞かせください。 

 

・いつも大変お世話になっております。来年度もよろしくお願い致します。 

・いつもお世話になり、大変感謝しております。子供を安心して預けられます。ありがとうございます。 

・親切な対応に感謝しております。安心して仕事をして帰宅することが出来ました。本当にありがとう 

ございました。 

・いつもお世話になっております。今後ともよろしくお願いします。 

・いつも迎えに行くと「○○君、ママが迎えに来たよー♪」と家人と子どもをすぐに結び付けられる職員 

の方々にいつも驚き、尊敬です。 

・子供のことでいつも話を聞いて下さり、アドバイスして下さり感謝の気持ちでいっぱいです。 

・子供は、学校へ行くのと同様に児童館に行く事も毎日楽しみにしています。何かを作ることも、私も 

忘れてしまった昔の遊びも、いろいろ体験して覚えてくる様子、とても楽しそうなのでいつも感謝して 

います。これからも宜しくお願いします。 

・いつもありがとうございます。いつも雰囲気がよくて安心して預けられます！ 

利用回数によっての料金変更に対してのご意見が多く見られた。こちらは市の方へ要望として挙がって

いる旨を伝える。同様に、感染対策への要望も多く見られた。また、たくさんの感謝のお言葉もいただ

き頭が下がる思いである。 

引き続き感染予防に気を配りながら、さらに改善できる点などを随時話し合い対策していく。 

【児童クラブ保護者対象】
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・コロナ禍で大変な中、色々な企画や行事を予定していただき、家ではなかなか経験できない事を経験 

できたようで、子どもも楽しそうでした。ありがとうございました。 

・いつも本当に感謝しております！こんなに安心して働きに行けることが本当にありがたいです！ 

家にいるより断然‼いろんな体験をさせてもらい、本当に色んなことを学ばせてもらっています。私も 

色々勉強になります。 

・いつもお世話になっております。コロナ禍の中でも安心して仕事ができるのは、児童クラブのお陰です。 

ありがとうございます。 

・一人帰りであまり利用も多くありませんでしたが、工作をさせてもらったり楽しませてもらいありがと 

うございました。 

・職員の方々も大変だと思いますが、いつも一生懸命やっていただけてると思いますので、感謝していま 

す。 

・いつもありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。 

・色々手厚くしていただいてるので、特にないです。いつもありがとうございます。 

・学校では、話すことも遊ぶことも普通にできない状態のため楽しいと思う事ができず、時々行きたく 

ないなーと言うこともあります。 

児童クラブでは、職員の方々や友達と一緒に気を付けながらとても楽しく過ごせている様子で、その 

おかげで心が安心しているように思います。とてもありがたいです。 

・いつもとても良くして下さって感謝しています。スタッフの方がたくさんいらっしゃるので（ごめんな 

さい、誰が誰だか把握できていませんが…）その分、子供達の事をしっかりと見てくれているのが感じ 

られ安心しています。これからもよろしくお願いします。 

・温かい雰囲気の児童館で、学校には行きたくないと言いますが児童クラブには行きたいと言います。 

いつもありがとうございます。 

・何かあれば連絡帳へ書いてくれたり、忘れ物があれば連絡をくれたり、いつもお世話になっております。 

行事などもたくさんあり、とてもよい児童館だと思います。これからも宜しくお願いします。 

・いつもありがとうございます。来年度も宜しくお願いします。 

・このような中でも最大限利用できる環境をつくって頂きありがとうございます。今後もまだまだ難しい 

状況があるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。 

・とても子供のことをみて、日々の変化も感じていただけたりとすごくすごく感謝しています。見守り 

ながら子供たちに任せていただいているところもあり、児童館でお世話になっていることで友達関係や 

遊びを通じたルールなど身をもって体験できていると思います。コロナで大変注意も多い中、とても 

ありがたく思っています。 

・「こんな嫌なことがあったけれど○○がなぐさめてくれたんだよ」と、先生方の話をよくします。ニック 

ネームで呼ばせていただき、さらに心の距離が近づき、相談しやすいようです。 

来年度もどうぞ宜しくお願いします。 

・まーさはヤスケンに似ています。TEAM NACKS のファンなのでまーさを見かける度に「あ～ヤスケン 

だ～」と心の中で思っています。この場をお借りして。ヤスケンに。すみません。 

保護者説明会の最終日、最高でした。 

・いつもありがとうございます。職員の方々の明るい笑顔に安心して利用することができます。 

・コロナで色々と制限はありましたが、こども達が楽しく活動できる場を作っていただき、感謝していま 

す。 

【児童クラブ保護者対象】
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・今年はコロナもあり大変な中ありがとうございました。４月以降は少しずつでも行事が増えるといいな 

と思いますが、健康第一でお願いします。 

・子どもの様子をお話ししてくださるのでありがたいです。いろいろな遊び、ゲーム、手芸など体験でき 

るので、自宅でも取り入れています。 

 

★具体的な要望等があがっていたご意見 

・子どもの体調が悪かった時、親身になって心配していただきありがとうございました。子どもにとって 

大好きな場所なので、これからも宜しくお願いします。欲を言えば、もう少し明るく挨拶が飛び交う 

環境だと、子ども達ももっと挨拶をしてくれるかな？と思います。 

・コロナ対応等もそうだが、館内の衛生面は大丈夫か？ 

・いつもお世話になりありがとうございます。子供も毎日児童館へ行くのを楽しみにしています。児童館 

のできごとをあまり話してくれないので児童館でどのように過ごしているのかもっと知れると嬉しく思 

います。 

・土曜日も 8：00～18：00 で行なって頂けると大変助かります。スタッフのご負担も考慮すると課題も 

あるかと思いますが、前向きに検討して頂ければ助かるご家庭もたくさんあると思います。 

・そあとは子供が興味を持つ事で行く度楽しそうだったので続けて欲しい。 

・いつも思うのですが、そしてどうして難しいかもわかるのですが、学校がある時のおやつの時間です。 

17:00 は遅いと思うのです…。 

給食から夕食まで間があるので、やはり子供も途中でお腹が空くようです。もう少し早い時間に食べら 

れたらいいのにな…といつも思っています。毎年同じような事を…スミマセン      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ ご自身のことや子育て等について、相談できるところはありますか？ 

 

■具体的なご意見の内訳 

 

・あります ・・・・・１６件            ・児童館の先生 ・・・・４件 

・ママ友 ・・・・・・・７件            ・保育園の先生 ・・・・１件 

・実母（両親） ・・・・８件            ・家族   ・・・・・・９件 

・学校の先生 ・・・・・３件            ・友達   ・・・・・・９件 

・会社の人 ・・・・・・４件            ・義理の両親 ・・・・・３件 

 

・身近にいるので大丈夫です。 

・児童館の先生にもいつも相談して対応して頂き、ありがとうございます。 

・ママ友や実母へ相談しています。担任の先生とも相談します。 

・会社で一緒に働いている人、子供の親（ママ友）、保育園、児童館の先生方 

児童館での過ごし方に関しては、概ね安心して過ごしてもらえている様子が見えた。大人数のお預かり

といえど、一人ひとりに寄り添っていく姿勢は今後も大切にしたい。 

その中でも挨拶であったり掃除であったり時間のことであったり、頂いた貴重なご意見は会議に挙げ話

し合っていきたい。また、今回のアンケートの設問にはなかった「ＳＯＡＴ」に関しての継続希望も数

件見えたので、今後も学びの場として実施していきたい。 

【児童クラブ保護者対象】
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・家庭内や、友人にできます。ただ、今はないのですがお友達関係で何か起きた時は相談させてください。 

・近所や職場で他のお母さん達と話しています。 

・友人・家族など 

・子供についての悩みはつきませんが（笑）、時間があれば、ママさんや職員の方、先生方などに話を聞い 

て、そのつど安心させてもらっています。 

・学校、家族 

・夫婦の父母 

・友人や職場の人、児童館の先生も親身に話を聞いて下さり、自分自身も助かっています。 

・周りの子育てママさんに助けられています。 

・周りのお友達同志です。 

・子育ての相談は、自分の友人など恥ずかしくて言えませんが、職場の先輩ママなどに話したり、夫と 

話し合いをしています。 

・親や友人に相談しています。 

・あるようなないような…というのが正直なところです。“自分の事”となると皆さん尚更ではないでしょ 

うか。 

・４月～主人が単身赴任になるので子供達に影響がないか少し心配です。何か変化等あったら教えて頂け 

るとありがたいです。 

・親や友人に相談できています。 

・親やママ友に相談できています。 

・児童館のスタッフの方々に聞いて頂いております。 

・義母や姉、友人など 

・実母や会社の方 

・友達、家族など 

・友達や家族に相談できる 

・両親・義母 

・家族がいないので、自分のことはあまり相談できないです。子育てについてはだんなやママ友 

・ママ友や自分の母親、主人に相談したりしています。 

・相談できるところがある、とは知っていますが、なかなか相談できません。 

・大丈夫です。 

・実家の両親や妹、主に家族です。児童館でも相談できるとのことなので、困った時はよろしくお願い 

します。 

・あまりないです。 

・子供のことだけなら話せる場所はありますが、子供だけでなく家族とのかかわりの中で子育てに影響 

してくるような悩みは、正直どこに相談したらよいのかわかりません。いつも一人でいろいろ考えてる 

しかないのかなーと思っています。 

 

 

 

子育てに関しては概ね相談の場があるように見える。しかしご自身のこと等となるとなかなか難しい様

子も伺える。コロナ禍により息抜きもままならない状況だが、お子さんも含め保護者の方々も心身共に

大事にしていただきたい。児童館としても、寄り添う子育て支援を目指したい。 

児童館として、保護者の方もホッとできる場でありたいと思う。 

【児童クラブ保護者対象】
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令和２年度新田児童館アンケート回答結果 

【乳幼児親子対象】 

 

① はじめに、あなたのことを教えてください。 

 

 ■保護者の方の年齢、性別の内訳 

 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代以上 計 

女 ０人 ３人 ８人 １人 ０人 ０人 １２人 

男 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

② 普段どのような目的で来館されていますか？ 

 

・お子さんを連れて ・・・・・１２人 

・その他 ・・・・・・・・・・ ０人 

 

 ■お子さんの年齢内訳 

 ０歳未満 １～1.5歳 1.6～２歳 ２～３歳 ３歳以上 

人数 ６人 ２人 ３人 ３人 ０人 

 

③ 新田児童館にはどのくらい来ていますか？ 

 

 はじめて 週３回以上 週 1.2回 月１～２回 

人数 １人 ４人 ４人 ３人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 新田児童館についてどのように感じていますか？あてはまるところに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

11

2

3

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14

児童館で遊べる時間

遊具・備品について

過ごしてみての雰囲気

児童館で遊べる時間 遊具・備品について 過ごしてみての雰囲気

満足 9 9 11

やや満足 2 3 1

やや不満 1 0 0

不満 0 0 0

満足 やや満足 やや不満 不満

満足 

令和２年度はコロナ禍により児童クラブ運営以外の児童館業務が停止され、制限はありつつもやっと自

由来館が再開された。お子さんを見ながらの大変ななか、１２名の方からご回答を頂くことができた。

心からの感謝を申し上げたい。 

内訳としては働く３０代の親御さんが多く、お子さんの年齢が上がるとまたお仕事に復帰されていくよ

うだ。現場での印象としてはこれまでと異なり、児童館に来て下さる乳幼児親子はコンスタントに来て

下さる方８割、新規の方２割、といった様子が見え、顔なじみのママ同士で仲良く話している姿がよく

見られた。また、アンケートには反映されないものの、今年度はパパの来館も多く見られた。 

リモートワークの普及や子育てへの意識の変化が年々表れてきているのかもしれない。 

やや満足 

やや不満 
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■前述の評価についてのご意見・ご要望 

・感染症対策で飲食ができなくなってしまったのが残念ですが、また状況が落ち着いたら午後まで使える 

 とうれしいです。 

・コロナが落ちついたら、午後も遊ばせたいです！ 

・金魚とめだかが大好きで、みるのがとっても楽しいみたいです！ 

 

 

 

 

 

 

⑤ 新田児童館を知るきっかけとなったことを教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他のご意見 

・家が近所のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 今年度はコロナ禍によりひろばやイベントの開催が難しい１年となりました。その中でも感染対策に 

気を配り、定員や事前予約の制度をとりながら下記のイベントを行いました。ご参加いただいたイベン 

トがありましたら、その時のご感想をお聞かせください。 

 

■さくらんぼひろば 

・手がたをつくれて記念になりました。 

・楽しかったです。ありがとうございました。 

・初めて聞いたわらべ歌でしたが楽しめました。 

・初めて参加しました。自宅ではなかなか難しい手形とりや同齢の子と遊ぶ機会があり、子どもにも刺激 

になったと思います。 

・家ではできない体験ができて楽しかったです。 

 

児童館だより ３人 

のびすく ０人 

区役所 ０人 

ホームページ ２人 

友人、口コミ ４人 

保健師訪問 １人 

町内会回覧 １人 

その他 １人 

概ね満足、やや満足の評価を頂いているものの、感染対策のため利用時間が制限され、さらに飲食も禁

止となっている点が残念に感じる要因となった。それは裏を返せば「午後も過ごしたい場所」として認

識して頂いていると捉え、引き続き過ごしやすい児童館として善処していきたい。 

 

3

2

4

1

1

1
児童館だより

ホームページ

友人、口コミ

保健師訪問

町内会回覧

その他

母数が少ないながらも、「友人、口コミ」が最多となった結果は嬉しく感じる。今後も「行ってみたけ

ど良かったよ」と勧めてもらえる児童館であるように努めたい。 

【乳幼児親子対象】
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■いちごひろば 

・スタッフさんやお友達と触れ合えるのが良い経験となりました！！ 

・クリスマス会に参加しました。落ちつきがない息子でしたが優しく対応して頂いて助かりました。 

・季節に合わせたイベントを考えて下さって、子どもも私もとても楽しく過ごすことができました。制作 

は細かな準備をして下さっていつも感謝しております。 

 

■ばななひろば 

・いろいろな遊びや工作など楽しい時間を過ごさせて頂きました！ 

・季節の行事を色々できて、とてもうれしいです！ 

 

■ハロウィンフォトブース 

・かわいらしいフォトブースを用意していただいたので写真をとれてよかったです！！ 

・友人とのハロウィンパーティーができなかったのでたのしく参加できました！！ 

・とってもかわいくて、写真に残しています！ 

 

■オータムコンサート 

・感動しました！！感染対策しつつの開催に感謝です。 

・高校生のひたむきな演奏に感動しました。毎年開催してほしいです。 

 

■クリスマスデー 

・フォトブースで写真を撮ったり、お下がりおもちゃをもらえて子どもも「サンタさん（に）もらったね」 

と喜んでいました。 

・X‘mas 気分が味わえ、楽しかったです！ 

・おさがりのおもちゃやお洋服をもらえたのがとにかくうれしかったです！ 

 子どももとてもうれしそうでした。 

 

■すべり台の日 

・普段の車の遊具などと一緒に、すべり台でも遊べて、身体をたくさん使えるので助かっています。 

・ダイナミックに体を動かせるのが嬉しいです。 

・お友達とたのしくあそべてありがたいです。 

・大きなすべり台があるので、木曜日は少し密ですよね     楽しいです！ 

・大きなすべり台に、子どももいつもよろこんでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数々の制限はあれど、感染対策にご協力いただきながらわずかではあるがイベントを開催することがで

きた。普段の新田児童館の行事量からすれば大幅に減ってしまったが、それでも乳幼児親子の居場所と

して児童館が担う役割は大きい。今後もできる限りのことを職員間で話し合いながら、実施していきた

い。 

【乳幼児親子対象】
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⑦ 自由来館停止の期間中、どのように過ごしていましたか。 

 

・家の中でおえかきやおもちゃで遊んでいましたが、なかなか体をつかって十分に遊べず、体力をもてあ 

ましていました。 

・ママ友の家であそんでいました。 

・散歩、公園、家の中で母とのみ遊んでいた。 

・ほぼステイホームでした。 

・自宅で絵本など読みきかせ、散歩。 

・家の前で姉や近所の子と遊ぶ。公園、電車を見に行く。 

・外で遊ぶか自宅で遊んでいました。 

・公園や近所など。家で DVD とか！ 

・公園で過ごしていました。 

・人がいない時間で、公園へ。 

・家や公園、散歩 

 

⑧ コロナ禍の 1年を通じて、ご自身やご家族、お子さんの変化はありましたか。 

 

■ご自身・ご家族のこと 

・人とふれあうことが少なく話題がなかったです。 

・色々と大変だった。 

・ショッピングが減って、ダラダラ時間が増えてしまった。 

・外出を控え家族時間が増えた。 

・家族や身近な友だちとすごすことが多くなり、結びつきが強くなったかなと思います。 

・コロナで出産の時家族面会がなかったので、交流ができママ友が増えた。 

・夫が在宅する期間があり、家族のつながりがつよくなったと思います。 

 

■お子さんのこと 

・自粛中は人見知りになりました。 

・あまり他の子と遊ぶ機会がなかった。 

・家にいることが多くて外に出たがる日々でした。 

・外や友達と遊ぶことが減った。 

・なかなか多くの人と関わらせてあげられず、かわいそうに思えた。児童館では楽しそうに遊んでいた。 

・まだ小さかったのであまり変化はなかったです。 

・たくさん児童館に来たので、「たのしい場所」というイメージを持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自粛期間中、幼い子を抱えたご家庭の苦心が伺える。近しい人とのつながりが強まる一方で、色んな人

と出会う機会は成長の場として持っておきたい。たくさんの経験をさせたい幼少期において、コロナが

及ぼした影響の大きさを改めて感じた。そしてまた、「遊ぶ場所」「出会う場所」「他者と関わり、学ぶ

場所」として、児童館は今後も必要とされる存在でなければならないと考える。 

【乳幼児親子対象】
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⑨ 児童館への要望・希望があればご記入ください。 

 

・いつもお世話になっています。近くで来やすいこともありほぼ毎日お世話になっていました。外での 

活動（お庭）などもあるとうれしいです。 

・交流の場がもう少し増えてくるとありがたいです。 

・いつも親共々お世話になっており、感謝しかありません。要望は、お下がり市の服やおもちゃなど、 

もっとスタッフさんのお子さんで欲しい方はもらっていいと思います！！！！ 

１２時の退館のときに、帰る時間だよ！！とわかる音楽をかけたら、子も帰りやすいかも…？？ 

「これなったら帰ろうね！」みたいな…。 

・これからも今のペースでいいので続けてほしいです。（しまっているあいだ、とてもさみしかった！！） 

 

 

 

 

 

 

 

➉ ご自身のことや子育て等について、相談できるところはありますか？ 

 

・親 

・親や児童館に来ているママさんと話します。 

・ママ友 

・近くにはいないのでママ友を増やせるといいです。 

・友人にメールで相談、気軽にできる所がもっとあればいいなと思います。 

・児童館のスタッフさん、ママ友。いつも感謝です♡ 

・友人、親、保健師さん 

 

 

 

コロナの状況により一進一退ではあるが、感染対策に引き続き気を配りながらイベント等を行っていき

たい。その中で、外での活動は密を緩和できるので積極的に考えていきたいと思う。退館時の音楽の件

も目からうろこであり、親御さんにとっても助かる発案に感じた。 

利用する側・小さい子の保護者だからこそ気付く点がやはりあるので、今後もアンケートに関わらずご

要望等は積極的に取り入れていきたい。 

みなさん相談の場はお持ちのように見える。児童館がその役割や場所として機能している点も嬉しく感

じる。今後も地域のほっとステーションとして気軽に来れる場所であるよう努めたい。 

【乳幼児親子対象】
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