
R3年度　アンケート回答 教員

① はじめに、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

② 新田児童館（学校サテライトを含む）に来たことはありますか？

ある場合どのような時ですか？

→ 日直で回る、町探検

③ 新田児童館の雰囲気はいかがですか？

④ 新田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 わからない

7 11 0 0 2

わからない

5 12 0 0 2

その他

2

満足 やや満足 やや不満 不満

児童の引率 地域の日の巡回

6 6 7 8

ある 19

ない 7

児童クラブの様子をみる イベントに参加

無回答

4 4 3 4 0 11

20代

26%

30代

27%

40代

20%

50代

27%

児童クラブの様子

をみる

21%

イベントに参加

21%
児童の引率

24%

地域の日の巡回

27%

その他

7%

満足

26%

やや満足

63%

わからない

11%

満足

35%

やや満足

55%

わからない

10%
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④について

・子どもたちが家庭のように楽しんでいるようすがあたたかいなと感じました。

・いつも本校児童を楽しく安全に過ごさせていただき、ありがとうございます。

・サテライトで校庭や体育館を使用する際、学校と同じルールで使うよう共通理解を

図りたい。サテライトではOK、学校ではNGだと一貫性がなく、子供も混乱するので。

例）芝生部分は入らない、アスファルト部分での鬼ごっこ×　など

・いつも多くの児童がお世話になり、ありがとうございます。

⑤

⑥ 毎月児童館だよりを発行していますが、ご覧になられていますか？

⑥について

・ご意見、ご感想があればお書きください

・いつもありがとうございます。何かあったら教えて下さい。

・学級の子どもたちがイベントを楽しみにしています。

・⑤の学校と児童館の情報交換が必要と応えたことについて

→必要だとは考えていますが、個人情報が含まれることなので、非常に気をつけなければ

いけないと考えます。きちんとした場を設けて、直接会ってやり取りができればいいのでは

ないかと考えます。例えば、配慮の必要な児童について、学校と児童館とが同じ対応ができる

ようになれば、ステキだと思います。

・特になし

よく読む たまに読む 読まない

7 18 1

新田児童館では学校と児童についての理解や様子について情報交換をしたいと考えていますが、

必要だと思いますか？

必要 必要ではない どちらともいえない

16 2 8

必要

61%

必要ではない

8%

どちらともいえない

31%

よく読む

27%

たまに読む

69%

読まない

4%
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⑦

・児童の興味を引くような取組を考えていただき、ありがとうございます。

・なかなか学校でそういった場が設定しづらいので、輝ける場があるのはうれしいです。

・ありがたいです！

・学校では味わえない活動ができて、子供たちはうれしいと思います。

・クラスでも、そのような活動を行ったことを話してくれます。とても楽しかったと話していました。

学校の中だけでは体験しにくい、異年齢とのかかわり、主体的に活動することetcを経験させて

いただいていること、とてもありがたいと思います。

・児童間での関わりが深まると思います。担任している子供たちが、児童館での思い出を楽しそうに

話してくれる機会が何度かありました。

・子どもたちが楽しみながら活動しているようで、とてもよい取り組みだと思っています。

・子どもたち自身の成長に大きくかかわると思ってみています。とてもよい取り組みだと思います。

・学校では取り組めないような企画や異学年交流は、とても大切だと思います。

・コミュニケーション能力が身に付いて良い取り組みだと思います。

・とてもよい企画だと思います。

・とてもよい取り組みだと思います。

⑧ あなたは、児童館はどのような場所だと思いますか？

・学校とご家庭をつなぐ場所だと思います。

・共働き家庭で放課後帰宅しても一人になってしまう児童に、家庭に代わり学習支援も含めて

安心安全に過ごすことのできる場を提供するところ

・おうちの都合で、家の代わりに帰る所というイメージです。(学校では気を張っている子たちも

児童館での様子を見ると、少しリラックスしているように思います。)

・異学年の児童同士が交流することのできる場所

・学校とは違う味わいのあるコミュニティの場

・放課後の留守家庭が、安心して子どもたちを見守ってくれる所

・放課後や土日の時間を大人の見守りの中、楽しくすごせる場所

・子供たちが学校とはちがった関わりを楽しむ居場所。保護者の方々が安心してあずけられる場所。

・安心できる場所

・地域の人たちの交流の場

・様々な形で交流を図り、社会性を育む場所の一つだと思います。

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、先生方のご意見をお聞かせください。

・児童館に通っている子ども達から、「○○をつくったよ！」と聞くことがあり、嬉しそうな様子から何か

を作成するのはとても良い経験だと思います。また、話し合って活動していることも、とても良い取り組み

だと思います。

・放課後や休日に過ごせる楽しい場所だと思います。子どもたちからも「土曜日児童館で友達と遊んで

楽しかった！」と聞きます。安心感があるんだなあと感じてます。
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⑧ あなたは、児童館はどのような場所だと思いますか？

・放課後については、家庭だけでは身に付かないコミュニケーション力を高める場所と思います。

・異学年交流ができる

・学校とは少し異なり、素が出せる

⑨

・トラブルも多いので心配しています。

・状況によっては必要であるが、人と人は対面が基本と伝えたいです。

・長時間の利用が当たり前になっており、身体への影響が心配（視力・集中力低下）

・友達とのトラブルの心配もある。

・血の通った人間関係を築けるのかとても不安です。

・体験的な学習の不足が心配です。

・御家庭をまきこんだ時間設定の指導などをしていくことが必要になってくると思います。

・与え方に注意がかなり必要。学校でも指導するが、家庭での声掛けが絶対必要です。

教員のアンケートを受けて

・新田の地域にお住まいの御家庭は、どのおうちでも各家庭でメディア漬けにならないよう、工夫されてる印象が

あります。一方で、フォートナイトやスプラトゥーンなど、通信対戦できるようなもので遊ぶのは、帰宅時間後

（夜遅く）などに、友達と対戦できたりするので、そういう点は心配だなと思います。

・コロナ禍もそうですが、公園その他で遊ぶという子たちが減ってきたように感じます。保護者も他の

家庭とつながりをあまり持たないような気がします。

・良いこともあると思う反面、ルールやマナーなど守られず（本人も自覚なく）友達とのトラブルに発

展するイメージが強いです。環境としては様々あると思いますが、社会全体の責任、悪い大人の悪影響

もあると思います。１対１の関係、みんなに支えられて…という考えの欠如。「自分」を守る風潮。何

でも人のせい…という風潮…。もちろん良い人、コミュニティもたくさんあります！が。

今回から新田小教員へアンケートをお願いした。その回答を得られたことは非常に嬉しいこと

である。様々な年代からの意見があったが、その6割が児童館との情報交換を必要だとしてい

る。児童館の「参画」への取り組みを評価して頂き、また児童館が子どもたちにとって必要だ

と感じており、今後もより良い方向へ双方が共有していくべきと感じた。教員にとってもメ

ディア漬けの子どもたちの現在と将来を危惧していることが理解できた。

コロナ禍で児童のスマートフォン・タブレット等（学習教材を除く）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。こうした児童の環境について

ご意見をお聞かせください。

・オンラインゲームの使い方には注意するよう声掛けしています。安全に使えるようこれからも指導と

見守りをしていきます。ご家庭とも協力しながら進めていきたいです！

・私の家庭も含め、そういった状況になってしまっていると考えます。切り離すのではなく共存すると

いう観点でインターネットと付き合っていくことが大切だと考えます。また、子どもたちには付き合い

方を教えるのが私たち親の役目だとも考えます。
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R3年度　アンケート回答 一般

① はじめに、あなたのことを教えてください。

② コロナ前、児童館に来たことはありますか？また、どんな目的で来館されてましたか？

来館理由

・児童館まつり ・民生委員として子育て支援で伺ってました

・子どものお迎え ・色々なイベントで招待され見学など

・地域連絡会 ・孫たちがお世話になっていた頃

・イベントを見に行った ・イベント（サロン等）のお手伝い

・切り絵教室に参加 ・新田地区民児協定例会

・防犯教室 ・児童館だよりをもらうため

・オータムコンサート ・外から活動を見た

・ドーナッツさんでの防災講座 ・児童館内に入り見学させていただきました

・七夕飾り作りの手伝い ・孫がお世話になりました

・孫や子どもを遊ばせるため ・児童クラブ

③ 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〇をつけてください。

・児童館で過ごしてみての雰囲気

・児童館スタッフの対応について

27 10 0 0 2

23 14 0 0 2

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

3

ある 35

ない 4

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

無回答
20代 30代 40代 50代 60代以上

0 0 2 0

60代以上

0 1 3 2 11

0 0 1 2 14

女
20代 30代 40代 50代

男
20代 30代 40代 50代 60代以上

満足

59%
やや満足

36%

無回答

5%

満足

69%
やや満足

26%

無回答

5%
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③ の続き

・児童館だよりの内容や見やすさは？

・ホームページの内容や見やすさは？

③について

ご意見・ご要望があればご記入ください。

・活動の中のお手伝いとして参加した時は、いつも自分自身が楽しく過ごさせて頂いてました。

・遊具が沢山あり良かったです。ままごとや絵本等。

・子どもたちのお世話、大変だと思います。一生懸命対応している姿を見て、いつも感謝しており

ます。

・ほっこりサロンもこのコロナのため中止が続き、児童館もご無沙汰続きで寂しい限りです。以前

のように新田カフェが再開できるのを願っています。来館する度に感じていたのは、職員の方々が

皆さま明るく接して下さりウェルカムの姿勢が伝わってきて、また来館したいと思わせてくれま

す。児童館だよりも毎月楽しく拝見しています。見やすいですし、はんざわさんの記事は勉強にな

ります。

・指定管理者評価シートの管理運営に係る評価の欄は全て満点である。私の評価も同様である。サ

テライトが４ヶ所あるところはあまりないので、職員の方々には良くやってもらっている。

・新型コロナ及びオミクロン株がおさまって、また以前のような日が新田児童館に一日も早く来て

ほしいものです。

21 4

・児童館のスタッフの皆さんがいつも笑顔であたたかく迎え入れて下さるので気持ち良く参加させ

て頂いています。

・職員の方々はいつも笑顔で対応してくださって気持ち良く楽しく過ごすことができました。子ど

もたちも同じ気持ちだと思います。コロナ禍、大変でしょうが頑張って下さい。

オータムコンサートも楽しみでした。「はんざわさんの自然となかよし」のコーナー（児童館だよ

り）を読むのが好きです。勉強になります。

・児童館のスタッフの皆さんはアットホームな雰囲気で相談しやすく、何度も子どもと来館させて

頂きました。児童館だよりの半澤さんの生きものの話が好きです。

不満

8 6 0 0

見たことがない 無回答

見たことがない 無回答

0 1

満足 やや満足 やや不満

27 10 1 0

満足 やや満足 やや不満 不満

満足

69%

やや満足

26%

やや不満

2%

無回答

3%

満足

21%

やや満足

15%
見たこと

がない

54%

無回答

10%
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③について…続き

・児童館内における内容等がよく解からないので、定期的に地域広報として教えてもらいたい。

・前のようにまた切り絵などを教えていただきたい。

④ 新田児童館を知るきっかけになったことを教えてください。（複数回答可）

その他ご意見

・民生委員の定例会

・近隣に開設

・町内会の仕事上

・民児協でのお知らせ

・民生委員・児童委員になってから活動を通じて

・新設時に知った

・新田にできることを榴岡児童館で聞いた

⑤ 児童館へご意見・ご要望などありましたらご記入ください。

・手品、コーラス他、イベントに参加したい。

・児童館の役割、内容が解からないので教えてほしいです。

・コロナが落ち着いたらイベント等できたらいいですね。

・以前のような活動が早く再開されれば良いですね。またお手伝いに参加したいと思います。

・現在はコロナ禍であり、外部との交流を控えていることと思いますが、収束した暁には高齢者等

の交流も検討していただければ幸いです。

・高齢者も集える会もあると良いかと思います。ほっこりサロンがいろいろな高齢の方が集える場

に！！地域の方へ児童館だよりなどで宣伝されると良いと思います。

・児童館だよりは町内会回覧で地域の方にも周知されていると思いますが、児童館の存在が学童的

機能のための施設と思われている方も少なくありません。ほっこりサロンが再開されるようになっ

たら、地域の老人クラブ等にチラシでも配りお知らせするのもいいかも？です。今の引きこもりの

生活から早く脱したい！早くお手伝いと称して、めんこい子どもたちに会いたいです。また宜しく

お願い致します。

21 3 1 5 18 9

児童館だより 区役所 ホームページ 友人・口コミ 町内会回覧 その他

・新田地区町内会の等との児童館連携は児童館だよりだけですか？もっと地域において児童館が活

用できるといいと思います。

・もっともっと地域の方を交えたイベントを開催してほしい。地域が一体となって子どもたちを支

援・見守りたいです。

児童館だより

37%

区役所…

ホームページ

2%友人・口コミ

9%

町内会回覧

31%

その他

16%
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⑤ 児童館へご意見・ご要望などありましたらご記入ください。…続き

・コロナが終息したら参加したいと考えております。

・いつもありがとうございます。

・日々ご苦労様です。今後もよろしくお願いします。

・館長さんはじめ多くのスタッフの方々の活動に感謝いたします。

・働く、仕事を持っているお母さんの為にこれからも頑張って下さい。

・特にありません。

一般のアンケートを受けて

・民生委員になって初めて児童館に伺いました（オータムコンサート）。コロナ禍の中で活動もな

かなか進みません。早く収束し、通常の活動に戻ること、楽しみにしています。

・コロナにより行ける機会が減ってしまい残念ですが、児童館の存在はとてもありがたいです。こ

れからもよろしくお願いします。

・開設当時から関わってきたので、当時も現在も変わらず子ども第一として運営していることに感

謝申し上げます。

児童館に対する印象が満足・やや満足で9割を超えている。このままで満足することなく、より多くの

満足に繋がるようにしていく所存である。児童館だよりの感想としては、１つのコーナーを楽しみにし

ている…など、しっかりと読んでもらっていることが窺える。地域の方からの声では、もっと地域に

とって「おらほの児童館」という印象を持てるように、より地域に溶け込む必要がある。

児童館への意見では、活動を共にしたい声や感謝の声がたくさん回答されており、地域から期待されて

いることが分かった。コロナ禍だからできない、ではなくコロナ禍であっても何かできることはないか

…等をもっと模索し、地域と一体化した児童館を目指していきたい。

・コロナ禍の中、児童館へ足を運ぶ機会も減ってしまいました。早くいろいろな行事ができ

るようになるといいですね。その時はまたお手伝いに行きたいと思っております。

・コロナになって行事等にも参加できず残念です。早く終息してほしいですね。子どもたちと接す

る事は自分にも元気をもらっていますので、また足を運ばせて頂きます。お互い頑張りましょう

ね。

・コロナ禍により児童館に行く機会がなくなり残念です。早くコロナが去ることを祈る思いです。

いつの日か又よろしくお願いいたします。
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R3年度　アンケート回答 小学５年生（新６年生）

① はじめに、あなたのことを教えてください。

② あなたは児童館に来たことがありますか？（ないを選んだ人は⑥へ）

③ 児童館に来る時は、どんな時ですか(複数回答有り）

その他ご意見

・町探検 ・３歳くらいのとき ・妹の迎え

・夏休み ・元々入っていた

④ 新田児童館で遊んだり、過ごしてみたりしてどうでしたか？

⑤ 児童館でよくする遊びや楽しいことは何ですか？

・ドッジボール（複数回答有り） ・鬼ごっこ（複数回答有り） ・おりがみ

・でんでんまつり（複数回答有り） ・バレーボール ・お絵描き

・職員と話す ・友達とおしゃべり ・バスケットボール ・ブロックス

・トランプ ・工作 ・サッカー ・けん玉

・友達と宿題 ・カードゲーム ・なわとび ・外で遊ぶ

・読書 ・切り絵 ・一輪車 ・プール

・マンガ ・メダル ・野球

楽しい ふつう 楽しくない

54 41 5

児童クラブ 遊びに来た イベントに参加 子どもスタッフ その他

42 41 48 2 6

62 84 1

ある ない

100 47

男子 女子 無回答

男子

42%女子

57%

無回答

1%

児童クラブ

30%

遊びに来た

30%

イベントに

参加

35%

子どもス

タッフ

1%

その他

4%

楽しい

54%

ふつう

41%

楽しくない

5%
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⑤ 児童館でよくする遊びや楽しいことは何ですか？…続き

・ぬりえ ・あやとり ・フラフープ ・おもちゃで遊ぶ

・すごろく ・こま回し ・おままごと ・焼きそばを食べる

・パズル ・フラフープ ・なんじゃもんじゃ ・じゃんけん

・オセロ ・おはじき ・かくれんぼ ・色々なマンガがある。

・ドッジボールやマンガを読んで、たまにバスケもするのですごく楽しいです。

・2年生の時だったので忘れました。でもたぶんドッジボールとか。

・児童館まつりで食べ物を食べたりすることが楽しかった。

・おまつりの買い食いとかが楽しかった。

・イベントの時には、色々な食べ物があったりして楽しかった。

・イベント参加で、食べ物を食べたり、姉と児童館を回るのが楽しかった。

・イベントにしか行ったことがないのでわからないけど、でんでんまつりが楽しかったです。

・本を読んだりする。見たことのない本がある。

・児童館にいる友達と一緒にプラバンをよく作っていた。

・３歳くらいの時に行ったので何したか忘れました。

・2年前なのでよく覚えてません。

⑥ 今年度は土曜日の１３：３０～１６：００の間、自由来館で遊びに来ることができます。

知っていましたか？また、利用したことはありますか？（２月中は来館できません）

利用したことがある利用したことがない 無回答

29 110 8

・外で大なわをするのが楽しかった。外遊びで色々な遊び道具があったり、自分たちで遊びを考え

たりすることも楽しかった。

・イベントでお化け屋敷などをしたらとても楽しかったので、イベントがある時に行ってみたいで

す。

知っている 知らない 無回答

44 102 1

知っている

30%

知らない

69%

無回答

1%

利用したこと

がある, 

20%

利用したことが

ない, 75%

無回答, 

5%
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⑦ 今年度新田児童館では、新型コロナウィルスの為たくさんのイベントができませんでしたが、

「小学生ハロウィン」や「小学生クリスマス発表会」など、皆さんが参加できるイベントを

少しだけ企画しました。参加しましたか？

⑧ 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。

今年度もコロナの為開催は難しいところですが、もしおまつりができたら行ってみたいですか？

⑨ “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？

➉放課後やお休みの日はどんなことをして過ごしていますか？

（回答数が多いため、別ページに記載）

⑪ コロナの心配がなくなったら何がしたいですか？

・友達と遊ぶ（複数回答有り） ・児童館まつり（複数回答有り）

・外で遊びたい（複数回答有り） ・お祭り（夏祭り）

・制限がなく思いっきり遊びたい（複数回答有り） ・ディズニーランドに行きたい

・旅行に行きたい（複数回答有り） ・ＵＳＪに行きたい

・海外に行きたい ・友達の家に行きたい

・東京に行きたい ・家族でイオンに行きたい

やりたい

40

やりたくない

47

わからない

60

行きたい

92

行きたくない

12

どちらでもない

43

イベントに参加した

13

知ってたら参加したかった

22

イベントに参加しなかった

112

イベントに参

加した

9%

知ってたら参

加したかった

15%イベントに参加

しなかった

76%

行きたい

63%
行きたくない

8%

どちらでもない

29%

やりたい

27%

やりたくない

32%

わからない

41%
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⑪ コロナの心配がなくなったら何がしたいですか？…続き

・祖父母の家に行きたい ・友達とプールに行きたい

・いとこの家に行って遊びたい ・カラオケに行きたい

・ベニーランドに行きたい ・日本中のお城巡りをしたい

・友達と遊園地に行きたい ・転校した友達と遊びたい

・友達と色々なイベントを楽しむ ・大会や試合がしたい

・友達と接触したい ・キャンプがしたい

・お泊り会 ・パーティー

・鬼ごっこ ・バスケットボール

・ドッジボール ・野球

・みんなと料理を作りたい ・友チョコを作る

・みんなと給食を楽しく食べたい ・近距離で話しながら給食を食べたい

・大きな声で叫ぶ ・マスク無しで過ごしたい

・コロナでできなかったことをしたい

・児童館に遊びに行きたい

・そのまま家に引きこもってゲームがしたい ・児童館の先生に会いたい

・いつも通りがいい ・特になし（複数回答有り）

⑫ 児童館に対する希望はありますか？また、何ができれば良いと思いますか？

・児童館まつり（複数回答有り） ・でんでんまつり（複数回答有り）

・ドッジボールができればいい ・ドッジボールの時間を増やしてほしい

・野球 ・サッカー

・バスケットボールの大会 ・バドミントン

・バスケットボールの時間を作ってほしい ・逃走中

・かくれんぼ ・鬼ごっこ

・なわとび大会 ・鬼ごっこ大会

・おばけやしき ・イベント

・また沢山のイベントやお祭りをやりたいです。 ・誰でも参加できるイベントを増やしてほしいです。

・みんなが楽しめるイベントをもっと沢山行う。 ・児童館のイベントを知りやすくしてほしい

・「小学生○○」みたいな小学生限定のイベント ・大会（クイズ大会、百人一首大会）を開いたら、

　でも中学生のお姉ちゃんや友達と行きたいと 　みんなが楽しめると思います。

　思ってます。 ・楽しいことが増えればいいと思う

・みんなでゲームを持ち込んでローカルプレイしたい ・大人も子どもも楽しめて、思い出になりそうなこと

・もっと新しくして、もっと馴染みやすくして ・知らない人と友達になって遊ぶ

・マスクをはずして友達の顔を見ていっぱい遊んだ

りしゃべったりしたい
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⑫ 児童館に対する希望はありますか？また、何ができれば良いと思いますか？…続き

　もっと明るくする。 ・児童館に行ったことがない人に、児童館の楽しさを

・楽しく遊べるものや本を増やす 　アピールしてほしい。

・本や小説を増やしてほしい ・コロナでできなくなったこと

・職員は、ずっと同じ児童と遊んでいるのではなく ・元々児童館に通っていた子を少しでも覚えて、気軽

　色々な児童と関わった方がいいと思います。 　に話しかけられるような雰囲気でいると良いと思う。

・児童館の横の公園で遊んでいると、たまに児童館 ・マスクをはずしたい

　から音が漏れている。 ・行ったことないのでわかりません

・このままでも素敵だと思います。 ・今が特に良いので、ありません

・児童館は楽しいです！なのでありません ・特になし（複数回答有り）

⑬

・コロナが終息してほしい。（複数回答有り）

・2年間ずっとマスクなので、うんざりしてます。

・コロナで色々なことが制限されているので、早くコロナがなくなってほしい。

・コロナ死滅しろ、マジで消えろって思ってます。

・コロナウイルスの感染が心配

・コロナを気にせず生活したい

・コロナが心配です。いつになったら終わるのか今とても悪い状況で、コロナにかかったらなど

　とても心配です。

・コロナが心配なので、マスクをきちんとつけて、手洗いを徹底的に行うことを頑張っています。

・マスクをつけるとすごく苦しいので、外でもつけろと言わないでほしいです。

・コロナが流行っていても、児童クラブで行き、遊んでいる時間がとても楽しいです。

　これからもよろしくお願いします。

・コロナがおさまっていなくても、コロナの感染を防げる遊びだったら楽しい。

・世界中で争いが起きないでほしい。

・自分の病気がいつ治るのか、治らなかったら将来どうなるのか心配。６年生になるから

　ちゃんとしなさいと言われるのが嫌だ。

・友達の一人に避けられている気がする。だけどほぼ楽しい日々がありまくり。

・言いたくない。 ・早く帰りたい。

・ブラバンやりたいブラバンやりたいブラバンやりたい！！

・できることをやっていきたいです。

・児童館まつり・子どもまつりを開催できたら行きたいです。

・児童館でイベントがあったら行ってみたいと思いました。

・早く児童館の先生方と話したいです！

・自分の妹がいつも私の物を取ったり壊したりします。どうすればこのようなことは起こりませんか？

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

ことなどがあったら書いてください。
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⑬ 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

…続き

・児童館を新田東にもう１つ作ってほしい。理由は家が遠くて行けないから。

　あと宮パパって、誰のパパですか？

・聞いてほしいことはありません。早く児童館で遊びたいです。

・最近犯罪が増えているから、防犯の取り組みをした方が〇

・特になし（複数回答有り）

➉ について

・えっとですね…学校はとても楽しいです！！それに、アンケートをとってくれてありがとうございま

す！！

ネットの友達 オンラインゲーム

外遊び

かくれんぼ

ゲーム（オンラインゲーム）

遊ぶ

ゴロゴロする

友達 宿題・勉強

パズル

読書

ピアノ

縄跳び

お絵描き

お菓子作り・料理

映画鑑賞

テレビを見る

家族 宿題・勉強

ゲーム

お絵描き

家事

ランニング

野球の練習

マンガを読む

ゴロゴロする

スマートフォン・タブレット

テレビを見る

ゲーム

Youtube

どこで だれと 何してた

家（自宅） 一人 宿題・勉強
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いとこ 一輪車

縄跳び

一人 自主練習（野球、サッカーバスケットボール）

走る

宿題・勉強

カードゲーム

ボール遊び（サッカー、バレー、ドッジボール）

鬼ごっこ

元気フィールド 友達 遊ぶ

ゲーム

散歩

鬼ごっこ

買い物

ドライブ

鬼ごっこ

家族 おでかけ

ボール遊び（サッカー・ドッジボール）

ゲーム

自転車

外 友達 遊ぶ

ボール遊び（サッカー、ドッジボール）

遊具で遊ぶ

走る

家族 遊ぶ

おかし食べたり雑談

一人 バスケットボール

散歩

リップスティック

リレー

自転車

カードゲーム

ボール遊び（サッカー、バレー、ドッジボール）

ゲーム

遊具で遊ぶ

缶蹴り

宿題・勉強

公園 友達 遊ぶ

鬼ごっこ

どこで だれと 何してた
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5年生アンケートを受けて

自由来館に対する認知がとても低く、遊びや居場所を求める子どもたちへもっと広報していく必要があ

る。また、児童館まつりに対する期待や要望が多くあり、子どもの参画を進めていく中で、子どもに

とって自己実現の可能性がある行事を再開できるように努めていくことが求められている。

もうすぐ小学校最高学年となる子ども達の的を射た率直な意見や不安がとても多く、低学年よりも現実

的な考え方、コロナ禍が終息した際のやりたいことなどは大人と近い意見が見らて採れる。「ウィズコ

ロナ」において、児童館は子どもたちにとって少しでも安心できる居場所となることが求められている

と感じる。

川の土手 弟 散歩

海 家族 シーグラス拾い

海辺のカフェに行く

習い事 友達 勉強

（塾・ダンス） 練習

グラウンド 父親 野球の練習

（野球の練習場） チームメイト 野球

体育館 バスケットボール バスケットボール

(市民センターなどの） 家族 バスケットボール

スケボーパーク 友達 スケボーの練習・対決

家族 スケボーの練習

友達 トランプ・UNO

サッカーの練習

家族 ゲーム

学校 一人 読書

友達 買い物

祖父母 買い物

（イオン、モールなど） 買い物

ゲームセンターで遊ぶ

すごろく

ショッピングセンター 家族 遊ぶ

読書

ゲーム

どこで だれと 何してた

友達の家 友達 宿題・勉強
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R3年度　アンケート回答 中学2年生

① はじめに、あなたのことを教えてください。

② 今までに児童館を利用したことがありますか？

→「ない」と回答した方は④へ

③ どんな目的で来館しましたか？（複数回答可）

→その他ご意見

　・ドッジボール（回答２名）・部活 ・親の仕事

④ 今、土曜日の１３：３０～１６：００の間、中学生も自由来館で遊びに来ることができます。

知っていましたか？また、利用したことはありますか？

（２月は緊急特別要請のため来館できません）

15 184 22

33 186 2

利用したことがある利用したことがない 無回答

58

その他

4

知っている 知らない 無回答

78

ボランティア

6

弟・妹の迎え

8

児童クラブだった

141 78 2

遊びに来た

85

イベントに参加

110 109 2

ある ない 無回答

男子 女子 無回答
男子

50%
女子

49%

無回答

1%

ある

64%

ない

35%

無回答

1%

遊びに来た

36%

イベントに参加

33%

ボランティア

2%

弟・妹の迎え

3%

児童クラブだった

24%

その他

2%

知って

いる

15%

知らない

84%

無回答

1%

利用したこと

がある

7%

利用したことが

ない…

無回答

10%
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⑤ 児童館では、おまつりや季節のイベントの時などボランティアをお願いしてきました。

もし、可能であれば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？

⑥ 児童館に対する希望はありますか？また、何ができれば良いと思いますか？

・中学生のドッジボール大会をしたい。（元気フィールドを使って）

・前にやっていた児童館まつりのようなもの

・もっとイベントがあればいいと思う。

・子どもたちが「楽しい」「幸せだ」と思えるようなこと。

・小・中・高校生が楽しめるライブ

・先生のバンド

・中学生と小学生の交流会があったらいいなと思う。

・勉強会を開いて、小学生に勉強を中学生が教えるとか。

・何でもできたらいいと思う（危なくないこと以外）

・１人でゆっくりできる場所がほしい。

・遊戯室を広くしてほしい。

・遊びに来た児童たちを楽しませて、良い気持ちにさせた方がいいと思います。

・コロナ対策を行いつつ、みんなと交流したい。

・お泊り会

・マンガの種類をもっと増やしてほしい。

・自由来館の時間がもう少し長いといい。

・利用できる時間などをもっと色々な形で知らせるといいと思う。

・どんな活動をしているのか、もっと知らせてほしい。

・仲良くできれば良いと思う。

・私はジュニアリーダーをやっているので、何か手伝えることがあれば要請をお願いします。

・そのままその活動を続けてください。

・一度しか行ったことがないので、何があるのか全く分かりません。

・特になし（回答多数）

・おまつりなどのイベントを沢山呼びかけて、いろんな人が利用することができれば良いと思いま

す。

無回答

33 101 81 6

・最近利用していないので分かりませんが、ドッジボール以外の遊びを遊戯室で行ってもいいと思

いました。

参加してみたい 参加したいが忙しい 参加したくない

参加してみ

たい

15%

参加したい

が忙しい

46%

参加したく

ない

36%

無回答

3%
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⑦ 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があったら書いてください。

・学校が楽しいです。

・コロナが心配です。

・勉強が少し不安です。

・ふつう

・とても眠いです

・めんどくさい

・大丈夫です

・コロナが出て、ちょっと児童館に行けなくて少し悲しいと思った。

・「児童館」と聞いて、懐かしいなと思いました。

・中高生の時間に、小１～小３が遊戯室に入ってくるのが危ないから心配。

・ドッジボールがやりたい！

・髪型や服装の校則が変わることはあるのでしょうか？

・新田児童館に行くことがあったら、その時はよろしくお願いします。

中学2年生のアンケートを受けて

・図書室で読みたい本が沢山ありますが、３年生になると入試やらで忙しくなるので、全部読める

か心配です。

回答者の半数以上が児童館を利用した経験があることが分かり、とても嬉しい。しかしながら8割以上

の生徒が土曜日利用のことを知らなかった。児童館に対する要望もいくつかあり、中学生も児童館を利

用したい思いがあるため、広く周知できるように努めていくことが必要である。東仙台中の協力の基、

学年で対応いただきサンプル数が増えた。

中学生の気持ちは今現在考えていることを素直に記述してくれている。児童館が中学生の居場所の一つ

として存在できるよう、来期も継続して中学生の気持ちを聴く必要がある。
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R3年度　アンケート回答 児童クラブ保護者

① 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〇をつけてください。

・児童館の雰囲気はいかがですか

・職員の対応はどうですか？

・登録場所（本館・各サテライト）について

・備品、遊具について

・児童クラブだより、児童館だよりについて

よく読む 読む あまり読まない 読まない

36 55 6 0

無回答

58 23 0 1 15

78 18 1 0

満足 やや満足 やや不満 不満

79 15 2 0 1

満足 やや満足 やや不満 不満

78 17 0 0 2

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

満足

80%

やや満足

18%

無回答

2%

満足

81%

やや満足

16%

やや不満

2%

無回答

1%

満足

80%

やや満足

19%

やや不満

1%

満足

60%やや満足

24%

不満

1%

無回答

15%

よく読む

37%

読む

57%

あまり読まない

6%
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〇上記のことについてご意見・ご要望があればご記入ください。

・職員の方達が常に色々と気を配って下さったので心配なくお願いできました。

・今後ともよろしくお願いいたします。

・子供からいつも楽しく過ごしている様子を聞いているので、ありがたく思っています。

・常に良い環境だと思ってます。安心です。 ・とても楽しんで通っており安心しています。

・問題にも丁寧に対応してもらっています。助かっております。

・子供のことをよく見てくれていて、また様々な経験をさせてくださってとても感謝しています。

・いつもありがとうございます。こちらの児童クラブで良かったと思っています。

・いつもお世話になっており感謝しております。

・いつも楽しく過ごさせて頂いて感謝しております！

・長期休みの際、朝児童館に集合人数が多く、密だと感じる。

・お迎えの時、入口に先生が誰もいない時、中に入れないのでなかなか気付いてもらえない時がある。

・先生方も優しく厳しく対応して下さり、とてもありがたいと思っております。

・色々な遊具があり、教えてくれたりしています。家にはないものなので、体験できてありがたいです。

・どの職員も皆さん親切にして頂いてありがたいです。

・いつもお世話になっております。ありがとうございます。

・いつも子供達のことを見ていてくれてありがとうございます。時折様子を教えていただけた時は嬉しく感じ

ます。

・一人帰りをさせているので、心配な事がある時等学校まで送って下さっている事、本当にすみません。助

かっています。

・職員の皆さんには大変お世話になっています。娘が普段と違う様子だった場合など、お迎えの時に声を掛け

てお話して頂けるのでとてもありがたいです。

・新田地区は児童館が小学校に隣接しておらず、離れた場所の児童館や各サテライトへ移動をしなければいけ

ないのは仕方がないと思いますが、だからこそ登録場所は保護者児童の意見をもう少し聞き入れて欲しいで

・児童館では、一定のルールの中自由もありながら、相手を想いやる気持ちも学年とともに成長しており、大

変感謝しております。

・職員の方の丁寧な対応にいつも感謝しております。玄関・入り口付近でお迎えの際、名前を伝えたところ、

対応していただけないことがありました。聞こえなかったのかな？と思いましたが、入口でずっと待っている

のにも関わらず、名前を再度聞かれることもありませんでした。他の職員様に伝えたところ、声を掛けて下

さって、帰宅に至りました。

・子供は児童館へ行くことが楽しみなようです。工作などが好きなので楽しく過ごさせていただきありがとう

ございます。

・コロナの影響で、お迎え時は保護者は中に入れませんが、どこにも職員がいない時があり、気付いていただ

くまで時間がかかることがあり戸惑います。ベルを鳴らす等、何かいい方法があればと思うのですが…。

・いつも楽しく利用させて頂いております。コロナ禍でも沢山の児童が利用していても、クラスターになる事

もなく安心しております。

・コロナ禍で預かって頂けるだけありがたいと思っていますが、１年生という事もあって、どのように過ごし

ているのか少しでも知れればと思っています。ですが、迎えに行き名前を伝え、速やかに帰るという流れがあ

るため、様子をお聞きするのも申し訳ないなと思い１年生が終わってしまいます。
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〇上記のことについてご意見・ご要望があればご記入ください。…続き

・いつも皆さんに親切にお声掛け頂いています。ありがとうございます。

・職員の皆様がいつも優しく暖かく迎え入れてくれてとても雰囲気が良いと思います。

・いつも親切に対応して頂けるので感謝しています。

・いつもありがとうございます。

・子供の気持ちに寄り添って頂けてすごくありがたいです。

・子供にとって「児童館は楽しいところ」と思わせる、感じさせる素晴らしい雰囲気です。

〇児童クラブだより、児童館だよりへのご希望・ご感想等があればお聞かせください。

・分かりやすく、毎回楽しみです。

・これからも子供達の様子を写真などで紹介してもらえると良いかなと思います。

・児童クラブだより、写真がたくさんでいつも楽しみにしています。

・いつも楽しく見させて頂いています。

・写真をたくさん載せてもらっていて楽しく見ています。

・写真で我が子を見つけると嬉しいです。読みやすく楽しい内容ですね。

・毎回楽しく読ませて頂いてます！

・写真もいっぱいで良いです。

・日頃より感謝しかありません。

・もう少し子供の写真がよく分かると嬉しいです。

・子供達の楽しそうな写真があって見ていて嬉しくなります。

・カラーのお便りは明るくて見やすくてとても良いです。

・各登録場所の様子が伝わる内容でいつも楽しみにしています。

・日々の学童には大変満足しているし、ありがたいと感謝している！引き渡しの対応もコロナになり入口対応

もとても良いと思う。

・今年度は、コロナの影響で利用回数を減らすなどしました。子供には、もっと児童館に行きたいと言われ、

子供にとって大好きで大切な場所だと改めて感じました。本当にいつもありがとうございます。

・どの先生方も話しやすい先生ばかりで、子供の１日の様子を詳しく話して下さったり、私の愚痴まで聞いて

下さり、ほっとできる場所です。いつもありがとうございます❤

・先生達の取り組み、プロフィールが分かると、親がもっと近く感じてコミュニケーション取れるのかなと思

います！もっと知りたいです❤

・お迎えの時中に入れず様子が分からないので、お便りの写真や説明会のスライド等で楽しそうな我が子の様

子が見られるととても嬉しく安心します。ありがとうございます。逆に１枚も無かった場合はとてもがっかり

します…。

・コロナの制限などある中で、外遊びやホール遊びなど学年ごとで分けて頂いたり、色々工夫して遊ばせても

らえて子供達は喜んでます。

・子供も楽しそうに通わせて頂いています。先生達の優しく見守って下さっている様子が子供の話から伺え、

安心しています。

・職員の方が明るく楽しい雰囲気で安心しています。なかなかお会いする機会が少ないのですが、保護者の顔

も覚えていただき、声を掛けていただいています。ありがとうございます。
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〇児童クラブだより、児童館だよりへのご希望・ご感想等があればお聞かせください。…続き

・日々の様子などが分かりやすく、読みやすいです。

・楽しみながら読んでます。写真も子供が写っているか探したりしながら、父母で見ています。

・今年の職員紹介コーナー、毎月楽しみでした。

・今は児童館の中に入れないので、お便りで普段の過ごし方などが分かりとても良いです。

・毎回写真が多いので、子供の様子やイベントのことなどが分かっていつも楽しみにしています。

・読んでいても見逃していることもありますが…見やすいと思います。

・先生方の写真などを見つけ子供が名前を教えてくれます。

・児童館でどんなことをしているのか知ることが出来てありがたいです。

・今後もどうぞよろしくお願いします。

・字ずらではなく、写真がたくさん載っているので読みたくなる！カラー版になりよく分かりやすくて良い！

・写真も取り入れていただきありがとうございます。

・色々な情報をありがとうございます。

・子供の様子や写真が楽しみです。お弁当の日も親切に載せて頂きいつも助かっています！

② 昨年度よりコロナ禍が続いており、今年の２月・３月は休校や学年閉鎖などで心配な日々ですね。

この状況下での児童クラブの利用について感じることはありますか？

（回答多数のため、別ページにて掲載）

③ コロナの心配がなくなったら何がしたいですか？

（回答多数のため、別ページにて掲載）

④ 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？

無回答 2

・保護者が館内に入館できないので、子供達の様子が分かりません。もう少し詳細に毎日の様子などお便りを

通して知ることができればなと感じております。

・たくさんの写真やかわいいイラストが楽しみでいつも親子一緒に見てます。子供がこれはこの遊びだよとか

その時のエピソードを話してくれます。

はい 82

いいえ 13

・児童館だよりの「はんざわさんの自然となかよし」コーナーを毎月親子で楽しく読んでいました。はんざわ

さんが３月でお辞めになるということでとても寂しくなりますね。いつも楽しい話題をありがとうございまし

た。

はい

85%

いいえ

13%

無回答

2%
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⑤ 今年度も感染対策に気を配りながら保護者懇談会を実施しました。ご参加されましたか？

また、今後も実施は必要だと感じますか？

・状況に応じて　　１

・低学年の方向けには必要　　１

〇保護者懇談会について、ご意見・ご感想等あればお願い致します。

・親同士で顔合わせる機会がないので、保護者会の場で色々な話が聞けるのは良いと思います。

・色々な人に意見が聞けて楽しいしためになる。

・親が児童館に行くことがほとんどないので様子を知るためにある程度は必要と思います。

・保護者の方々はこのような機会がないと交流がなかなかないのであっても良い。　

・オンラインの配信があると助かります。

・子供の友達の親子さんに会って挨拶できたり、学校ではない子供の様子を知ることが出来たのが良かった。

・忙しい親が利用しているので更に大変。

・今回私は行けませんでしたが、普段では分からない児童館の様子が分かるので楽しみにしています。

・長く児童館に行っている親は必要ではないと思います。なので、新一年生のみでいいのではと思います。

・今後も児童館での過ごし方等知りたいです。

・スライドがとても楽しいです！ぜひ、今後もよろしくお願いします！

・親同士が顔を合わせる機会がないのでありがたいです。子供達の日々の様子も見られて良いです。

・普段の子供達の様子や、同じ年代の子育てをする保護者の方と子育て悩みなどお話したり、聞いたり、すご

く参考になりました。

・終了時間が19時を過ぎてしまうと、子供の夕ご飯も遅くなってしまうのでもう少し早く始めていただくか、

時間を短縮してほしいです。

分からない 8

・私も登米大好きなので、登米推し喜んでます(^_^)子供の児童館でのsmileを見られて楽しみなイベントの１つ

です。また、スタッフさんの仲良しなところを見られるのも楽しみでした。

・なかなか時間にタイミングが取れず参加できませんでしたが、情報共有などコミュニケーションとしてなる

べく参加できたらと思ってます。

・形式的な連絡ではなく、子供の様子やスライド映像で知らせて下さり、それがとても面白く先生方の「愛」

を感じて良かった。スタッフの先生方が本当に素晴らしいと常々思っている。

・本来はあった方が良いと思いますが、コロナの感染状況などを考えると大勢で集まることはできるだけ避け

たいと思っています。

不参加 34 必要ではない 14

無回答 2 無回答 10

参加 61 必要 63

参加

63%

不参加

35%

無回答

2%

必要

66%

必要で

はない

15%

無回答

11%

分からない

8%
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〇保護者懇談会について、ご意見・ご感想等あればお願い致します。…の続き

・今回私は行けませんでしたが、普段では分からない児童館の様子が分かるので楽しみにしています。

・同年齢の親同士悩みを共有し、解決策を共有することが出来たのでとても良かったです。

・youtubeでのアーカイブ配信でも良いと思います。

・先生や子供達の様子、親同士交流が出来るのであれば行きたいです。

・初めて出席したので、必要性があるかないかよく分からないです。

・子供の様子をゆっくり聞ける唯一の機会だったと思います。

・時間が合わず不参加でした。何回か分けて幅広い時間帯で行っていただけると助かります。

・他の子供の様子が分かりすごく助かりました。

・動画とかで日々の様子や活動など見ることができれば嬉しいなと思います。

・児童館での子供達の様子を知ることが出来るいい機会だと思います。

・2年以降の児童については任意で参加でも良いと思っています。

・もう3年生で慣れてきたようですので、必要ではないと思う事もありますが、面白いので行っています。

・普段の様子が分かって良かった。また、同学年の保護者とお話し出来る機会が持てたのも良かった。

・小学校では授業参観等がコロナで中止になったりで、他の方との接点があまりないので貴重な会でした。

・学校の行事も少ない中、同じクラス・学年の親御さんと接する初めての機会でとても貴重でした。

・交流や情報交換は必要な人にとってはあった方が良いものと考えます。(参加者の数ではなく残した方が良い

もの)

・子供達の様子を見ることが出来るので毎回楽しみにしています。悩みなどを相談できる場としても、とても

良い機会になっている方もたくさんいるんじゃないかと思います。

・児童館での子供達の様子を写真等で知ることができて良かった。他の保護者の方と心配している事等のお話

を共有する機会を頂けて良かった。

・スライドなどで児童館での様子を見られるのが嬉しいです。コロナが落ち着いたら積極的に参加したいで

す。

・コロナ禍が続いて、他の保護者の方と接する機会がなくなり、情報交換の場もなく不安に思っていたが、割

と問題なく学校生活も送れているので、特に必要とは感じなくなりました。参加は任意でいいかと思います。

・仲良くしているお友達のお母さんを知ることができる場所なので、あったら嬉しいです。学校ではまだ難し

いと思うので…。

・まーさが子供達の様子を紹介してくれ、また登米愛を感じることができるので今後も楽しみにしています。

・参加された保護者の方のお話を聞くことができ参考になる。他のお子さんの様子も分かるので懇談会は必要

だと思います。

・本年は日程が合わず参加できませんでしたが、低学年のうちは実施して頂けると日頃の様子や児童館の雰囲

気が感じ取れありがたいです。

・子供達の児童館での様子を知る良い機会になっています。特にコロナ禍で学校行事も限られ、他の親御さん

ともお話することがほとんどなかったのでとても良い時間でした。

・児童館での様子を知ることが出来て安心します。作成は大変だと思いますが、とても分かりやすく写真など

の映像で取り組んでいることが想像することが出来ます。また、他の保護者との交流になり助かっているから

です。
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・短時間で、日頃の子供達の様子を知ることができればと思います。

・同じ年頃の子供に関する悩みや疑問について意見交換できる良い機会だと思います。

・普段の児童館での様子をお話していただき、スライドもとってもありがたいです。

⑥ 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・実行までを行う

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、ご意見をお聞かせください。

・どんどん参加してほしいです。色々な力が身につきそう。

・本人の自信に繋がると思う。

・クリスマス会は楽しく参加させて頂きました。

・子供達自身のやる気を育てるため、必要だと思います。

・子供同士協力したりできる場になると思うので良いと思う。

・子供達主体で行えるのは、とても良いと思います。

・自分達で考えて実行できる仕組み取り組みはとても良いと思います。

・自分達で考えて発表することは、本人の成長にもつながり良い取り組みだと思います。

・すごくいいと思います。ただ家の子は自由参加ですと参加しないので…。

・自ら取り組む活動はとても良いと思います。このような機会を増やしてもらえると嬉しいです。

・子供達が自ら考え話し合うことでより思考が豊かになるので、今後も是非続けて頂きたいです。

・子供達自身が自分達で考え実行まで行う活動はとても成長に繋がるかなと感じております。

・小学生自身が企画話し合い等で、自分の意見を伝えたり、相手の話を聞いて色んな考え方がある事を知る事

は良い事と思います。これからもよろしくお願いします。

・とても良い取り組みと思います。学校でもあるとは思いますが、学校とはまた違ったお友達とも取り組める

ので、良い経験になると思います。

・みんなでアイディアを出し合い計画し発表するというのは、とても大切なことですが、なかなか家で取り組

めることではないので、そういう場を作って頂いていることがありがたいです。

・今は小学校でも縦割り活動等がほとんどないので、子供達の自主性を大切にし、上級生が下級生を引っ張

り、また下級生が上級生のかっこいい姿を見ることが減っています。このような取り組みはぜひぜひ大切に続

けていただけたらなぁ…と思っています。

・子供達が自主的に行うことでルールを守る事の大切さ、チームワーク力のＵＰに繋がると思います。ぜひ今

後も継続して行ってほしいです。

・コロナでなかなか同じ学年の保護者の皆さんとお話ができずにおりましたが、久々に情報交換ができて良

かったです。

・お友達とも接するのが難しいコロナ禍だからこそ対策をした上でそのような活動をすることは子供達のこれ

からのためにもぜひ行ってほしいです。

・一度参加したら良さが分かるのでしょうが、その一歩が踏み出せないようです。逆にどうしたら積極的に

なってくれるのか？

・とても良い取り組みと思う。何かをやるためには、それを作り上げる土台やアドバイス等先生方がきっと大

変になる中、常に子供ありきで計画して下さる事が素晴らしいと思う。

・協力して何かを作り上げるのは、子供達の良い経験になると思います。他の学年の子供さんとの関わりも児

童館ならではだと思いますので、ぜひ続けてもらいたいです。
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⑥ の続き

・子供の自由な発想を形にする良い機会だと思う。

・子供達にとっても思い出に残る楽しい企画だと感じております。

・とても良い活動だと思います。子供が中心の活動をどんどん増やして欲しいです。

・コロナでなければどんどん企画して良いと思います。

・学校行事とは違うイベントが出来る事、学年問わず交流が深める事が出来るので、今後もお願いします!!

・コロナもあり参加できていませんが、今後参加してみたいです。

・非常に有り難い取り組みと思います。自身に余裕があればお手伝いしたいとも思います。

・このようなものがある事を知りませんでした。

⑦ 今年度、感染対策を行いながらＳＯＡＴワークショップ（バスに乗って坪沼神社に遠足・砂場

ワークショップ・モザイクアート）を行いました。お子さんはご参加されましたか？

・学校生活では、経験できない事と思います。自由な発想の中で得る事は大きく、子供達の自信に繋がると思

います。

・とってもいい事だと思います。家庭ではなかなかじっくりと考える時間がなく親から提案することの方が多

くなるので、子供自身が考えてそれを型にする活動は、すごく成長を感じるしキラキラした目で話してくれる

と嬉しくなります。

参加 不参加 知らなかった

59 35 3

・子供の成長過程において、自分で何かを考える、みんなで協力して何かを作り上げるという事は、とても重

要だと思いますので、ぜひこれからも続けて欲しいと思います。

・とても良いと思います。が、クリスマス会のステージ発表、いくら子供に聞いても準備が進んでおらず親の

方がドキドキしてました。

・今年度はできない事も多かったと思いますが、可能な範囲でそのような活動を継続して頂けると嬉しいで

・とても良い取り組みだと思いますが、活発で積極的な子もいれば消極的で自ら行動できない子もいると思う

ので、皆が楽しめるような発表会であってほしいです。

・子供が自分の発意で発表し、達成感を自信に繋げることができたようで、何度も発表会の話をしてくれまし

た。今後もぜひ続けて頂きたいです。

・家庭では経験できないとても良い機会だと思います。クラス、学年違いで交流できるのも児童館ならではだ

と思っています。

・学校行事がない事が多く、とても残念ですが、児童館で子供が主体的に参加できる行事があって助かってい

ます。子供のやる気に繋がっています。

参加

61%

不参加

36%

知らなかった

3%
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・ＳＯＡＴワークショップについて、ご意見・ご感想等あればお願い致します

（回答多数のため、別ページにて掲載）

⑧ スマートフォン・タブレットが学習に用いられる等メディアが子どもも簡単に利用できる世の中

になっていますが、お子さんが利用する際、何の目的で使用していますか？また、お子さんが

使用する時に何か不安なことなどありますか？（利用させてない方は⑨へ）

（回答多数のため、別ページにて掲載）

⑨ 新田児童館へのご意見・ご感想等あればお聞かせください。

（回答多数のため、別ページにて掲載）

② 昨年度よりコロナ禍が続いており、今年の２月・３月は休校や学年閉鎖などで心配な日々ですね。

この状況下での児童クラブの利用について感じることはありますか？の回答

・ありがたいです。

・なるべく利用を少なくしなければという思いが強い。

・なるべく利用を減らしたいのですが、仕事の都合もあり利用を減らすことができず、申し訳なく思ってます。

・大変な中工夫して子供達がのびのびと過ごせるよう手をかけて頂き感謝しかございません。

・新田は子供の人数が多いので、感染してしまうのではないかと心配です。仕事もあり児童館へお願いするこ

とが多いのですが、感染対策をして頂き感謝しています。

・帰宅後、週末は家に引きこもらせており、児童クラブで友達と遊べる場があることに感謝しています。特定

多数の集団は学校に通わせているのと同じリスクだと思いますし、外出や外食、習い事が一切できない中、友

達と遊ぶ場は作れない為児童クラブでいろいろな経験させていただいてありがたいです。

・お友達がお休みな事も多くなり、児童館で一人になってしまう日は心配で行きたがらない日々もありまし

た。それでも、職員の方と何かを作る約束をしたりすると、それを楽しみに行けているようなのでありがた

ー　ここからは、別ページに掲載とした回答一覧です　ー

・日々、色々と対策をして頂いてクラスター等発生することなく、本当にありがたく思っております。子供の

話からも、きちんと対策されルールを守って遊んでいる様子が分かり、安心して利用させて頂いています。

・厳しい中、見て頂きましてありがとうございます。様々な体験をさせて頂いているようで本人も楽しんでい

ます。最近でお気に入りだったことは、焼き芋作りを見て食べて刺激を受けたようです。そういう機会を作っ

て頂いたことに感謝しております。

・お迎えが玄関先になってから、児童館の中に入ることができず中の雰囲気が分かりにくいと感じます。（初

めの頃は中に入ってお迎えだったので、子供の様子がイメージしやすかったです。）１年生で初めて利用の方

は中に入って見学等できる機会があると良いと思います。

・感染リスクは怖いものの、仕事をする上で必要です。でも、手洗い消毒等、職員さんの声掛けもいつもある

様で安心でもあります。

・休校になったからといって、特に児童クラブでの感染リスクの心配などはしていません。なるべくなら休館

にならず、通常通り受け入れてもらえるとありがたいです。
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・感染に配慮しながら、休校以外は受け入れて頂いてありがたいです。

・利用を控えている。コロナがなければ他学年と交流をさせたいが、現在は不安に思う所もある。

・リスクと隣り合わせの中で児童クラブをひらいて下さり、感謝しています。

② の回答…続き

・コロナ禍でとても大変だと思いますが、出来る限りの対策をして頂き、とても感謝しています。

・今のところ現在の対応が大切だと思いますので、特にございません。

・この状況下で、いろいろ模索しながら、場を提供していただき本当に感謝です。

・対策をして預かってくれるので安心しています。

・コロナ感染者が多い中、感染防止対応いつもありがとうございます。

・先生方がきちんと対策して下さっているので安心して預けられています。ありがとうございます。

・適宜、体育館や利用制限を設けて頂き助かります。

・このような大変な中、感染対策をしながら本当に大変だと思います。いつもありがとうございます。

・感染が拡大している中でも仕事はあるので、児童館を開けて下さり感謝しています。

・コロナ禍でいつ休館になるのか心配になります。

・様々な対策を行って頂いているおかげで、子どもは毎日楽しく利用させて頂いています。

・一人でもコロナが出たら閉鎖が良い。

・クラスや学年が違う生徒が集まってしまうので、行かせるのをためらってしまう時もありました。これか

ら、どのような状況になっていくか分かりませんが、学校と自宅以外で子供が安心して過ごせる場所(実家など

も遠い為)なので、できるだけ楽しんで安心して過ごせればと思います。

・マスク着用、手洗いの呼び掛けをしてくださって頂いて嬉しかったです。不安な気持ちは少しあるが、児童

館を開けてくれるありがたさを感じました。

・子供たちの不安な心中を思うと、私たち保護者が側に一緒にいてあげるのが大切と考えます。児童クラブ職

員の皆さんの負担も考えると、なるべく利用を控えようと考えてますが、実際仕事とのバランスが難しいで

・子供の様子を職員の方がよく見て下さっていると感じることが多く、安心しています。何かあっても、この

ご時世なので、と思っています。

・職員の皆さんが感染対策をしっかりされているので安心して子供を預けています。利用の自粛要請もありま

すが、自宅勤務できない職業の為申し訳ないと思いつつ…。

・感染対策など入念して頂き感謝しております。子供達へは「コロナ」に対してあまり怖がらせずにご対応い

ただければありがたいです。

・私たち親子も職員の方々もこの２年間の経験なども踏まえて対策して頂きながら、利用できるので大変助

かってますし、子供も楽しく過ごしています。

・利用の自粛がなかなかできず、すみません。児童クラブから、感染者が出ていないことに大変感謝していま

す。

・実際にどの程度、うがい・手洗いなどしているのか、時間を決めて１時間に１回必ず行う等、具体的に報告

などがあるともっと安心できるかもしれないですね。

・コロナは過剰に反応してしまうとかえって心の毒になるので、個人的には何も心配していません。インフル

エンザの時は、マスク着用など何も言わなかったのに(国も学校も)コロナだけ恐ろしい風にメディアでは言っ

ていますが、私はインフルエンザと同じ扱いで良いと思ってしまいます。個人の意見ですが…。
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・しっかり対策が取られているので、安心して利用できました。

・出来る範囲で様々な活動をありがとうございました。

・小学生はちゃんとマスクを着用しているので、児童クラブでの感染拡大は心配していないです。

・学校休校のメールの直後、即児童館メールが入るので、対応が早くてとても助かる。

② の回答…続き２

・出来る限り利用日・時間を減らすように、と考えています。

・利用回数を減らして対応して頂いてるので…。

・楽しく過ごせていると思っているので、このまま楽しんでもらいたい。

③ コロナの心配がなくなったら何がしたいですか？ の回答

・旅行 ・いろいろなイベント ・子どもまつり

・芋煮会 ・マスクなしでみんなで食事会など ・お泊り会

・おまつり ・児童館まつり ・プール

・本館での夏祭りに参加させたい。

・マスクを外して、走ったり、歌ったり、従来のような生活を過ごしたいです。

・森に行ったり、外で活動するイベントをもっとたくさんやっていただきたいです。

・調理実習ができたら、子供達も喜ぶのではないかと思います。

・盛大にイベントをしたい。

・本人に聞いた所、お花見や中止になっていた芸術鑑賞会、制作等がしたいとのことでした。

・子供達だけでバスを利用して自然の中でのびのび遊ばせたい。

・みんなで集まることができるイベントができると嬉しいです。

・大人数で集まりたい。

・大好きな公園に連れていきたいです。

・児童館まつりです。保護者としてお手伝いもできればと思います。

・子供をあちこち連れて行きたいですね。旅行したり、パパ(単身)の所に行ったり、海水浴、プールなど…。

・マスクを外して大声で笑う顔を写真に撮りたい。

・親子で参加できるイベント

・子供達が楽しめるイベント

・他学年との交流

・感染対策をしっかりして頂いて利用してもクラスター等発生していないので、職員の皆様や子供達に感謝し

ています。大変と思いますが、これからもお願い致します。

・コロナの中児童館を使わせて頂けることに感謝でした。利用している児童・家族の皆さんの協力・努力あっ

てのものだと思っています。

・普通の行事を、普通にやりたいです。２年以下の子供達は、私達が当たり前にやってきた小学校の行事をほ

ぼ知らないと思います。

・子供のしたい事!!でもありますが、よく聞くのがお友達同士でお泊り会や向かい合っての食事。まずコロナ前

の普通の日常をしたいです。

・マスクを外して、今まで通りの日常を取り戻したいです。子供達にはコロナ以前のように、マスクや人との

距離を気にせずのびのびと遊ぶ姿が見たいです。
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・児童館まつりなどとても楽しみにしていたので、おもいきり楽しめる機会をつくってあげたいです。

・のびのびと元気いっぱい遊んでほしいです。

・子供がやりたいと思う事をしたいです。

・お出かけ

③ の続き

・基本、会いたい人には会う。行きたい所へ行くので今までと一緒です。

・従来通り、季節ごとのイベントやスポーツ大会など。

・マスクを外してみんなで写真を撮りたい。

・お菓子など食べれるようになると良いです。迎えに行くとすぐにお腹空いた～と…。

・課外活動、体験活動、子供達が喜ぶこと。

・主人の実家へ行きたい。

・東京ディズニーリゾートへ連れて行きたい。

・我慢していたことをめいっぱいさせてあげたい。

・マスクをしていない子供達の顔を見てみたいです。

・おじいちゃんおばあちゃんの家に泊まりに行くこと。

・保護者カフェ

・新幹線や飛行機、船で旅行に行きたい。

・ホタルをまた子供達に見せて頂きたいです。

・お祭りや行事など、昨年中止になったことがどんなことなのか見てみたいと思います。

・児童館まつり等のイベントを開催して頂けると嬉しいです。

・児童館の行事に子どもと一緒に参加したいです。

・以前のようなイベントを楽しみにしています。

・子供がより楽しい活動イベントが抽選ではなく皆参加できるようになってほしい。

・色々な行事に参加させたいです。

・先生方や他の子供達とたくさんお話出来たらいいなと思います。

・ＳＯＡＴワークショップについて、ご意見・ご感想等あればお願い致します の回答

・自然の中で遊ぶのはどんどん増やして(可能であれば)、沢山ストレス発散してきてほしいです。

・みんなでクッキングなどが良いかと思います。マスクを外してワイワイ楽しく作ったものを食べられたら喜

びそうだと思います。

・みんなでワイワイご飯や旅行や遊びをおもいきり楽しみたいです。今は家族だけとか、身近な人と遊ぶこと

が多いので遠くの友達にもお互い気兼ねなく会いたいです。

・夏祭りやハロウィンなど、入学前の説明会で聞いていて楽しそうだなと思っていたので、ぜひやってほしい

です。

・様々なコミュニティや環境と関わりたいです。狭い世間になってしまったので、ひらかれた世界に飛び出し

たいし、連れ出したいです。

・前に行った集団の製作を引き続きまた新たにorクオリティ向上させていくことがとても楽しかったようで

す。制作したものが崩れているのを見られるというの経験も貴重だと思います。

・下の子供は、コロナもありまだＳＯＡＴワークショップに参加した事がないので、今後コロナが落ち着いた

ら是非参加させたいと思います。
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・抽選が多かったので(コロナ禍で仕方ないが…)もっと参加人数増えると良いですね。

・課外活動は、子供の成長にとてもありがたい。ワークショップは今後も是非計画宜しくお願いします。

・普段できない体験が出来るので、子供は喜んでいました。

・色々な経験が出来ると思うので、今年度は本人の意思を確認しながら参加させたいと思う。

・楽しそうと言っていました。タイミングが合えば行かせたいです。

・くぎ抜きをしたり、自然に触れたり、普段できない経験が出来るので、また参加させたいと思います。

・ＳＯＡＴワークショップについて、ご意見・ご感想等あればお願い致します の回答続き

・とても良かったです。ありがとうございました。

・家庭ではなかなか体験できないので、ありがたいと思います。

・毎年参加していましたが、今年は参加できませんでした。来年度はぜひ参加したいです。

・行きたかったのですが、コロナで不参加が残念です。バスの人数制限があったので。

・次の機会にはぜひ行きたい!!

・毎回参加させて頂いておりますが、ぜひ今後も続けてください。

・色々な体験が出来るので良い企画だと思います。

・あまりやりたがらない、参加したがらないようで、親としては参加したらいいのに！と思っています。

・友達と遊ぶ機会が減っていいる中で、おもいっきり砂場で遊べた様で大満足していました。

・本人もとても楽しかったそうです。また参加したいと言っていました。

・楽しくていつも参加させていただいております。自然体験は大事だと思います。

・毎年本人もとても楽しみにしています。この辺ではなかなかできない貴重な体験をさせて頂き感謝していま

す！なんなら私も参加したい位です！(笑)

・帰ってくると○○した○○したと嬉しそうに話してくれます。なかなか体験できることではないので、是非

続けて欲しいと思っております。

・学校で行事が縮小されたりなくなったり、勉強以外の楽しみがなくなり子供が残念がっているので、ＳＯＡ

Ｔなど自然の場所で心が開放されるような体験はとても大切だと思います。勉強より大事なのでは？と思いま

す。

・いつもあまり参加したいと言わなかったのですが、お友達に誘われてコロナ禍でイベントが少ない中ホタル

観賞に参加し、貴重な体験ができたと喜んでいました。

・子供は行きたかったようですが、抽選で外れてしまいました。(昨年も)コロナの中では、難しいと思います

が、希望者がもう少し参加できたらと思います。

・学校とは違った場面で、学年も様々で色々な経験が出来てとても良かったです。また参加したいと思いま

す。

・数回に渡って開催してほしいです。坪沼はバス酔いが酷いので断念しましたが、近場で開催できるものがあ

ればまた参加したいと思います。

・ＳＯＡＴではありませんが、他の企画で人数制限があり抽選という事でしたが何回も抽選に当選する子や全

く当選できない子がおり、不公平を感じました。抽選のハズレは子供の自信をなくさせます。抽選という方法

を取ることに問題はありませんが、当選が同じ子に偏るようであれば一度当選した子は次回優先順位を下げる

など不公平を感じない方法をご検討頂きたいです。

・今回はモザイクアートのみの参加でした。参加人数もあり、順番なので毎回は難しいですが、毎回参加した

い位楽しみにしています。

・下の子供は、コロナもありまだＳＯＡＴワークショップに参加した事がないので、今後コロナが落ち着いた

ら是非参加させたいと思います。
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・とーーーーーーーーーっても楽しかったようです。色々と企画して頂きありがとうございます。

・抽選なので参加したものと、出来なかったものがあります。

・家庭では体験・体感できない事をさせていただけてありがたいです。

・一人参加でも行きたいと言っていたので、魅力的なのだと思いますし、たくさん経験体験してほしい。

・ＳＯＡＴワークショップについて、ご意見・ご感想等あればお願い致します の回答続き２

・参加したいのになかなか当たらず残念がっていたので、参加人数が増えてくれると嬉しいです。

・普段とは違い自然に触れ合う素晴らしいと思っています。

・特別な体験ができてすごく良いものだと思うので、ぜひ続けて頂きたいです。

・とにかく子供が楽しかったようで、次回も参加したい！と言っていました。また企画等宜しくお願い致します。

・仲の良いお友達と参加できればなおいいと思います。

・ＳＯＡＴに参加するたび子供の成長を感じます。来年度も宜しくお願いします。

・とても楽しかったようです。一人で出かける機会がないので、ぜひまた参加したいです。

・タイミングが良ければ参加したいと思っています。

・坪沼神社の遠足に参加しましたが、いつも子供ではない?!位アクティブに動いていたのが嬉しかったです。

・とても寒い時期に坪沼へ参加しましたが、子供は大興奮で、また来年も行きたい！と言っていました。

・児童館のお迎えが外になってから、いつＳＯＡＴがあるのか分からず参加したくても日程が分からなっかた

のが残念でした。

・坪沼八幡神社に一度も行ったことがないので、来年度は行けたらと思います。坪沼への参加は１人１回にし

て、みんなが行けるようにしてほしい。

・行くかどうか悩む場面もありましたが、結果行って良かったと満足で帰って来ました。行ってみないと、

やってみないと分からない事があると知り、良い経験になりました。

・来年度は参加させたいと思っています。コロナ禍の中でもワークショップを企画して頂きありがとうござい

ます。

・コロナの中ですが、このような体験が出来る機会があって良かったです。準備など大変でしょうが、ワーク

ショップはぜひもっと企画してほしいです。

・１回の参加人数がもっと多くなったらいいなぁ…と思います。なかなか家庭ではそうした体験をさせてあげ

ることができず…。

・コロナ禍で人数が制限されていたので、友達がいないと嫌だと参加に応募しませんでした。それがなけれ

ば、行ってみたかったと思いますし、良い経験が出来るのでとても良い取り組みだと思います。

・学校で行事が縮小されたりなくなったり、勉強以外の楽しみがなくなり子供が残念がっているので、ＳＯＡ

Ｔなど自然の場所で心が開放されるような体験はとても大切だと思います。勉強より大事なのでは？と思いま

す。

・子供がとても楽しかったと言っています。参加して数ヶ月たった今でもあの時こうだった、こういうことを

したなど、たくさんのことを話してくれます。

・どのイベントも全力で楽しんで来ました。汚れた事、濡れた事さえ楽しかったようです。感謝です。ありが

とうございます。

・自然と触れ合い、自由に遊ぶことができ、とてもリフレッシュできた様子で帰ってきました。今後も開催が

あったらぜひ参加したいです。
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・初めてのＳＯＡＴワークショップ、とても楽しかったようです。

⑧スマホ・タブレットについて

目的…〇 不安など…▲

〇利用する際のＰＣの慣れのため

▲時間制限がない

〇ゲーム、Youtube

▲夢中になりすぎて時間を守らなくなってしまうこと。車の中でもＴＶを観たり、隙間時間もすぐ見た

いと言うので、家族の会話が減ったり、外の景色を見たり、そういったことが減ってしまう事が不安。

自分で楽しみを見つけられるように時々禁止にして遊ばせない日を作っています。

〇ゲーム、Youtube

▲いくら言ってもなかなかやめない、時間が守れない

〇ゲーム

▲時間を忘れて使いすぎる。視力低下

〇家庭学習教材、Youtube

▲タブレットは学習に取り組むスタートに使いやすく、取り組みやすく終りもＯＫだが、ゲームや

Youtubeは時間の終りが難しい。視力低下が心配。

〇調べ学習、習い事の宿題

▲フィルタリングや利用時間の設定を厳しくしているので、特にない

〇親との連絡用

▲ネットの乱用

〇アニメを見ている

▲目が悪くなる事

・とても良いイベントだと思います。自然に触れる機会が増えるだけでなく家族とではなく、お友達と行ける

というのが良い思い出になると思います。

・参加することで、成長した姿を見ることができました。なかなか日頃難しい体験だからこそ参加する価値が

あると思います。

〇自分で調べて学ぶことができるので使用させている

▲時間をオーバーしても見ているところ

〇家の中で長い時間過ごす時、暇つぶし、留守番の間等。

▲視力低下

〇調べもの、Youtube

▲悪いサイトなど
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⑧の続き

〇ライン、フォト(画像を撮ったり、保存されている画像や動画を見る)

▲ラインの相手は親族や母の友人と決めているが、勝手に他の人にもメッセージを送ってしまうのでは

ないか、スタンプをダウンロードして課金されてしまうのではないかの不安。

〇動画、Youtube

▲時間を決めているがなかなかやめられない。受動的な遊び(？)なので、考えたり、体を動かす、と

いったことがなく、工夫して何かをして遊ぶ機会が減っているように思うが(自分の子供時代とくらべ

て)が時代なのか、とも思います。

〇調べる時や工作する時の参考に

▲勝手に次々進んで見続けること

〇調べものをしたい時、時間を決めて

▲使い始めるとなかなかやめる事ができず、怒り出すことも。ないと不安になり、頼りきってしまうよ

うになるのでは…？(依存性)

〇将棋

▲

〇ローマ字打ちが覚えられる

▲目が悪くなる

〇スマホは１人帰りの際の連絡用に使用

▲スマホは制限をかけていますが、いずれ勝手に開いたりネットに繋いだりしないか気になります。ま

た、Youtubeなど動画やゲームなどの利用じかんも注意したいです。

〇今の所勉強のみ

▲

〇ゲーム、情報収集

▲視力低下、携帯に制限をかけると、本人がイライラする。怒る。

〇ほぼゲーム。たまに読書用。

▲利用時間。制限を設けていますが、親と一緒にゲームをすると、ついつい長引き…。

〇スマホは連絡用。タブレットは学習、娯楽。

▲タブレットを娯楽で使用する場合、時間の管理ができない事や、近づいて見ているので視力低下への

影響が心配です。

〇進研ゼミのタブレット

▲視力低下、タブレットだけになると覚えられるのか心配はある。

〇学習

▲使う時間がきちんと守れるか。

〇学習タブレットで勉強、スマホでゲーム、テレビでYoutubeやアマプラ

▲親がいない時に、不適切な動画を見ていないか心配。制限なく動画を見ているのではないかと心配。

〇家での自由時間にYoutube(キッズチャンネル制限アプリ内)とか音楽を聞いています。

▲ある程度時間を決めたり、やる事を終わらせた後に…等、約束ごとをして使っているので、今のとこ

ろは心配ないです。まだスマホは持っていないので、持つようになればそこは色々心配事が出そうかな

と。
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⑧の続き２

〇Youtube

▲何でも簡単に調べる事、見る事ができるので悪用しないか心配。女子は特にいじめ等に繋がりやすい

ので心配です。

〇調べたり、Youtube見たり。

▲変なサイトにアクセスしないか。

〇お留守番の時の連絡手段。

▲

〇動画、ゲーム

▲視力低下、考察力低下

〇動画を見る、ゲームをする

▲姿勢や視力の低下が気になる。また、タブレットがないと楽しくないと依存してしまわないか心配。

〇勉強、Youtube

▲Youtubeなどは１回見てしまうと、なかなかやめられない。

〇勉強、制作、遊び

▲年齢に見合ってない情報が入ってくることが不安。

〇連絡を取るため

▲時間制限かけているので、不安は今のところありません。

〇特に何もすることがない時や、学習のためにも利用しています。

▲どうしても広告などが出てきてしまうので、子供に必要のない情報なども目に入ってしまうようで

〇一人で留守番の時、勉強後など。

▲知らない人との繋がり。

〇一人で留守番の時、勉強後など。

▲知らない人との繋がり。

〇連絡手段として、ゲーム、動画の視聴。

▲手などを使った能動的な遊びをする時間が減っていることが心配。動画の内容が与える影響に不安。

〇調べものをしたい時。How to動画など見たい時。(折り紙など)

▲広告が変なものもでるので、目に入る事が嫌だしクリックしてしまったら困る。

〇何かを調べる時、折り紙の折り方など

▲時間決めないとずっと見ているので、時計を意識させながらやっています。

〇見たいテレビがない時

▲目が悪くなる

〇時間つぶし、情報収集など

▲親のスマホは検索制限がないので、知らない間に大人向けサイト等に入っていないか不安。

〇勉強、遊び

▲視力の低下

〇日々の帰宅連絡(自宅に固定電話がない為)

▲持たせている携帯がショートメール、通話のみなので今のところ心配はありません。

〇連絡手段

▲今の所ルールを守っているのでなし。
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⑧の続き３

〇自主学習の調べものに使うことがあります。ゲームや動画を見る事が多いです。

▲ネットの世界と現実のとらえ方等。

〇Youtubeを見る時に、スマホorＰＣを使用させています。

▲時間などルールを決めていますが、どうしても「もっと見たい」となり、ぐずぐずになります。子供

向けのYoutubeであっても、親から見て「どうかな？」と思う内容や鬼が出てくるような小さい子には

怖いチャンネルもあるので、一緒に見て大丈夫そうな２チャンネルだけ許可しています。

〇Youtubeを見る時に、スマホorＰＣを使用させています。

▲時間などルールを決めていますが、どうしても「もっと見たい」となり、ぐずぐずになります。子供

向けのYoutubeであっても、親から見て「どうかな？」と思う内容や鬼が出てくるような小さい子には

怖いチャンネルもあるので、一緒に見て大丈夫そうな２チャンネルだけ許可しています。

〇連絡用

▲今のとことなし

〇タイピング練習、Youtubeキッズ、ゲーム

▲

〇学習

▲学習用。学習コンテンツのみしかできないタブレットなので、特に不安はありません。

〇

▲タブレットは学校から持ち帰ったときのみ使用。

〇余暇

▲

〇タブレットで勉強しています。スマホではYoutube…ゲーム等。

▲何時間も続けている時がある。

〇ゲーム、Youtube

▲ついついかまってあげられない時間におとなしくなるから利用させていますが…。気付くと時間がも

のすごく経っていたり、依存させてしまわないか、心配です。視力低下にもならないか気になります。

〇動画を見る

▲長時間見たがる事、親も頼りすぎてしまう事。

〇学習、ゲーム

▲タブレットは、他のものは見られないようにしています。視力が下がってきたので、これのせいでは

…と不安です。

〇

▲使いたがりますが、他にやってほしい事が多いので使わせてません。

〇Youtube

▲言葉遣いが乱暴になったり、知らなくても良い情報を耳にしてしまう事。

〇移動時の暇つぶしに動画等を見せる。

▲延々と見たがるので、制限するのに苦労する。

〇学習、ゲーム、動画鑑賞

▲オンラインで外部とつながる事で悪影響がありそうで心配です。

〇勉強、Youtube

▲Youtubeなどは１回見てしまうと、なかなかやめられない。
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⑨児童館への意見感想

・安全・安心な児童館の運営に感謝です。

・これからも宜しくお願い致します。

・塾や習い事では経験できないことをたくさんさせてもらいました。今後もどうぞ宜しくお願いします。

・いつも明るく子供も親も迎え入れてくれるので、安心して預けられます。これからも宜しくお願いします。

・いつも大変お世話になり、大変感謝しています。来年度も宜しくお願い致します。

・いつもありがとうございます。何も言う事はありません。

・今のまま変わらぬままで、来年度もぜひ宜しくお願いします。

・いつもきめ細やかな対応でとても感謝しています。

・安心して子供を預けています。本当にありがとうございます！

・先生方、皆さん優しくいつも親切にして下さってありがとうございます。コロナ禍が続いて子供達への配慮

も多く大変だと思いますが、引き続きこれからも宜しくお願い致します。

・今のところは特に現状に満足してます。新４年生に進級にあたり使用施設も変わるのでちゃんと行けるか

なーなど車とか、一緒に行く子いるのかな…など、また心配ごとなどありましたら、その時はお話を聞いても

らえると助かります。

・いつも子供達のことを第一に考えご対応いただき大変感謝しております。子供達にとって職員の皆様は学校

の先生方同様とても身近な存在です。挨拶は元気に!!子供達のお手本となるように、行動いただけますと幸いで

す。これからもどうぞ宜しくお願いします。

・いつもお世話になっております。沢山色んな楽しい事が出来て子供も嬉しいようです。今後とも宜しくお願

い致します。

〇ゲーム

▲自由に使用できてしまう状況は不安なため、セキュリティロックし親がいる時のみ使用し、使用ログ

も管理している

〇言葉の意味を調べたり、絵を書く時の画像を調べるため。

▲特になし。(時間を守らせて利用させてるため)

〇学習

▲特になし。

・学校とは違う経験ができる一番身近な場所だと思っています。コロナで大変とは思いますが、今後もどうぞ

宜しくお願いします。

・コロナの中、日々工夫しながらの運営ありがとうございます。館長、副館長はじめ先生方のおかげで満足し

ています。今後も宜しくお願いします。

・毎日迎えまでの間、子供を見て頂きありがとうございます。児童館でけん玉が出来るようになったり、

ちょっとした成長に驚く毎日です。楽しそうに過ごしているので、安心して預けているところです。今後とも

宜しくお願いします。

〇連絡用

▲今のとことなし

〇タイピング練習、暇つぶし

▲言葉(よくない)の意味をきちんと理解せずに使ったりよくない言葉への抵抗が低くなりそう。

〇SMILE ZEMI学習と、Youtube動画

▲時間を決めてYoutubeを見るようにしていますが…目の事がやはり心配です。
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・子供のことを親以外の方が見守ってくださる場所があるという事、とてもありがたく感謝しております。

・いつも子供に配慮して頂き見守って頂いて感謝しております。ありがとうございます。

・いつもありがとうございます。

・いつも親切な対応ありがとうございます。子供を安心して行かせることができています。

・いつも子供達の事を優先に考えて頂いてありがとうございます。

⑨の回答続き

・子供が楽しく過ごしているので、とても感謝しております。

・コロナ禍において、子供達の安心安全な居場所作り、本当に感謝です。今後もよろしくお願いします。

・職員の皆さんの対応が良くて、本当に感謝しています。

・いつもよく見てくださり感謝しております。

・いつもお世話になりありがとうございます。これからも、子供や友達の様子を教えてほしいです。

・夏の夕涼み会は人数制限はなしか、もう少し受け入れ人数を増やしてもらいたいです。お祭りも今年あれ

ばいいです。

・子供は毛糸で編み物を作ってもらう事をすごく喜んでいました。家で教えてあげられない事を職員の方に教

えて頂けて、安全に過ごさせていただけて感謝しています。

・いつもありがとうございます。職員の方が親しみやすい環境を作ってくれる事で安心して預けさせて頂いて

います。時には厳しくしてくださる事で成長を感じる事もあります。

・いつもお世話になっております。コロナ禍の中でも感染対策をして頂きながら子供達を楽しませて頂き感謝

しております。

・コロナで大変な状況の中、児童館職員の皆様お疲れ様です。いつもありがとうございます。学校の先生だけ

ではなく、毎日見守ってくださる方々がいると思うと、安心して子供達を送り出すことができます。また今後

もよろしくお願い致します。

・先生方、色々な工夫をして下さり、とても安心して過ごすことができています。今後も大変なことあると思

いますが、宜しくお願い致します。

・子供が動きまわるからだと思いますが、暑いとよく言っています。館内の室温管理をこまめにチェックして

頂けると幸いです。

・毎日ありがとうございます。けん玉や制作など、色々な楽しい事をして過ごしているのかな？と感じていま

す。(本人に聞いてもあまり教えてくれないので…)

・宮パパの考え方、児童館の取り組みにとってもいいなぁと思っているので、安心して預けられています。い

つもありがとうございます。

・児童館ではのびのびと楽しく安心して過ごせているようで、子供にとって落ち着く場所となっています。い

つもありがとうございます。

・児童館の先生方には、感謝しております。遊び(ダンス・手芸等)いろいろ教えて頂き、１年の間でも成長を

感じております。これからもよろしくお願い致します。

・学校や家では学べないようなことを、体験したり学んだりさせてくれる児童館の存在にとても感謝していま

す。今後もよろしくお願い致します。

・先が見えないコロナ禍の中、子供達の事を一番に考え楽しませて頂きありがとうございます。仕事がバタバ

タで急いで児童館へお迎えに行くと、先生達の温かい雰囲気で「おかえりなさい～！」の一言でいつも癒され

ています。これからもよろしくお願い致します!(^^)!
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・いつも子供達を細やかな気配りで見守って頂きありがとうございます。

・和やかな雰囲気で接して下さってるので、これからもそのままでお願い致します。

・今後とも明るく楽しくどうぞよろしくお願いします。

児童クラブ保護者のアンケートを受けて

・懇談会や日々職員の方と接する中で、皆さんとても楽しく子供達と接してくれているのが伝わってきます。

まーさ先生のプレゼンはとても面白く、心がなごみます！

児童クラブ保護者の回答では記述設問が多く、子育てで忙しい保護者には大変だったでのはと思った

が、たくさんの回答を得ることができた。児童館に対しての印象は回答の9割以上が満足・やや満足と

いう結果になり嬉しい。緊急連絡カードも8割が携帯しており、昨今の災害に備えた危機管理であると

感じた。コロナについての記述は子どもも保護者も同じような不安を抱いていることが分かる。児童館

としても保護者が安心して子どもを預けることができるよう更なる感染症対策を講じていく必要があ

る。

保護者懇談会には、賛成意見や参加したい意見が多く見られたが、感染症に対しての不安もあり、消毒

の徹底を知らせたり、時間の短縮、内容の簡略化などの工夫を凝らしていきたい。

SOATの参加・活動内容や各行事に関しては子どもも保護者も共通で、とても喜ばれていることがわか

る一方で、児童クラブ登録人数に対して参加可能人数が少なすぎることに残念な思いをしている意見も

あった。今後の工夫が必要とされる。

メディア機器に関しては大人も使用しているものであり、生活には欠かせないツールであること、その

弊害や不安が保護者で共通していることが伺えた。昨今の家庭事情を鑑みると、満足に子どもを遊ばせ

ることができない、遊ばせる場がない、騒がせることができない等、保護者も子どもに与える事への不

安を十分に感じてはいるが、使用せざるを得ない事情があることを回答から読み取れる。

・いつも子供に対し、全力で向き合って下さりありがとうございます。児童クラブ大好きの我が子から、毎日

楽しいと話を聞いています。次年度もよろしくお願いします。

・いつもお世話になっております。いつもご配慮いただきまして感謝しております。次年度弟も利用させて頂

きますので、引き続き宜しくお願いします。
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R3年度　アンケート回答 乳幼児親子

① はじめに、あなたのことを教えてください。

10代 20代 30代 40代 50代 60代以上

② 普段どのような目的で来館されていますか。

・子どもを遊ばせるため 13件 ・気分転換

・初めて来ました。子どもの遊び場を開拓中です。 ・上の子のお迎え

・ドーナッツの活動 2件 ・乳幼児自由来館

・ママ友との交流 ・イベントに参加

③ 新田児童館にはどのくらい来ていますか？

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〇をつけてください。

・ 児童館で過ごしてみての雰囲気

・ 児童館のおもちゃ、備品について

満足 やや満足 やや不満 不満

10 5 1 0

満足 やや満足 やや不満 不満

13 3 0 0

週1・2回

6

月1・2回

6

ひろば・イベントの時だけ

0

0 0

はじめて

1

週3回以上

3

女
0 2 11 3

はじめて

6%

週3回以

上

19%

週1・2回

37%

月1・2回

38%

満足

81%

やや満足

19%

満足

63%

やや

満足

31%

やや不満

6%
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・ 児童館スタッフの対応について

・ 児童館だよりの内容や見やすさは？

・ ホームページの内容や見やすさは？

上記に際し、ご意見・ご要望があればご記入ください。

・スタッフさんがみんな優しくて大好きですー！！

・初めてでしたのでいろいろ分かりませんでしたが、スタッフさんの優しい雰囲気が好きです。お

もちゃをどこに返せばいいか分からなかったので、写真付きで返す場所が示されているとよいかな

と思います。

満足 やや満足 やや不満 不満 見たことがない

11 4 0 0 1

満足 やや満足 やや不満 不満 見たことがない

13 2 0 0 1

満足 やや満足 やや不満 不満

14 2 0 0

満足

87%

やや満足

13%

満足

81%

やや満

足

13%

見たことがない

6%

満足

69%

やや満足

25%

見たことがない

6%
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⑤ 新田児童館を知るきっかけになったことを教えてください。（複数回答可）

・その他として

近くに住んでいるので

⑥ 新田児童館は、身近な子育て支援の窓口として仙台市に10館ある「地域子育て支援室」の１つと

なっていますが、知っていますか？

知っている

知らない

⑦ 新田児童館では、子育て中のお母さんたちが月１～２回程度の集まりを持ち活動している「子育て

支援クラブ　ドーナッツ」というサークルがあります。児童館の乳幼児さん向けイベントの企画や

お手伝いをしています。

・子育て支援クラブ「ドーナッツ」を知っていますか

知っている

知らない

・子育て支援クラブ「ドーナッツ」の会員として活動してみたいですか？

⑦ドーナッツについて

・子供が幼稚園に入る前に入会していました。楽しかったです。

お世話になりました。

入会は考えていない 活動中

0 0 9 7

8

8

13

3

活動してみたい 活動してみたいが都合がつかない

保健師訪問 町内会回覧 その他

2 1 1

ホームページ 友人・口コミ 不満

5 4 0

児童館だより のびすく 区役所

6 2 3
児童館だより

25%

のびすく

8%

区役所

13%ホームページ

21%

友人・口コミ

17%

保健師訪問

8%

町内会回覧

4%
その他

4%
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⑧ 今年度もコロナ禍によりひろばやイベントの開催が厳しい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、番号を選択してその時のご感想をお聞かせください。

1 さくらんぼひろば（0歳児） 7 乳幼児プール

2 いちごひろば（1歳児） 8 乳幼児ハロウィン

3 ばななひろば（2～3歳児） 9 オータムコンサート

4 めろんくらぶ（登録制幼児クラブ） 10 0・1歳児クリスマス会

5 ほっこりさろん 11 2・3歳児クリスマス会

6 すべり台の日

①１件…色々な事をしてすごく楽しいです。

②１件…同世代の子の様子を見る良い機会でした。また参加したいです。

④1件…工作や、アンパンマン体操が楽しかった♪

⑥3件…いつもない遊具が出るので助かります。

・すべり台が大好きなので、とてもありがたかったです！

・車の遊具で子どもが楽しく遊んでいた。雨でも体を動かして遊べる場は貴重。

⑦2件…マンション内だと中々できない遊びなので、子供もすごく嬉しそうでした。

プールデビューはこちらでさせて頂きました♡

・プールに行けなかったので助かった！！

⑧４件…写真コーナーで家では撮れないような写真が撮れて嬉しいです。

・職員さんのコスプレがすごかったです！

・子どもが楽しそうにしていて、色々自宅ではできない体験ができて良かったです。

・ピンポンパンに感動して号泣しました。

⑨２件…頑張っている高校生と音楽が聴けて元気になりました。

・感動しました。若者のパワーがすごい。

⑩２件…写真コーナーとサンタクロースが出てきてくれて嬉しいです。

・色々な事をしてすごく楽しいです。

⑨ 児童館が利用できない期間（緊急事態宣言中、まん延防止等重点措置実施中、小学校の長期

休暇中等）どのように過ごしていましたか？また、不安に思ったことなどありますか？

・自宅…７件 ・話し相手もおらず、子供と二人の時間が多く、孤独に感じていました。

・公園…７件 ・子ども同士で遊ばせたかった。

・近所を散歩…４件 ・友達同士で遊ぶ機会が少ない。運動不足になりそう。

・のびすく…１件

・実家に帰る…１件 ・自宅で出来る範囲で遊べる事、楽しめることを考えながら過ごしました。

・DVD…１件 ・上の子どもと一緒に遊んだり、公園にいったりした。

・テレビ…２件
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⑩ コロナの心配がなくなったら何がしたいですか？

・児童館でゆっくりママ友とおしゃべりしたいです。 ・外食

・海外旅行　　１件 ・ママ友とお茶会！！

・旅行　　　５件 ・マスクなしですごさせたい。「マスクしなさい」というのが苦痛です。

・子どもと色々な場所へ行って色々な事をしたいです。 ・子供とイベントや祭りなどに参加

・テーマパーク等に行っていろいろ見せてあげたい ・自由来館の施設がもっと増えてほしい。

⑪ スマートフォン・タブレットが学習に用いられる等メディアが子どもも簡単に利用できる

世の中になっていますが、お子さんが利用する際何の目的で使用していますか？

また、お子さんが使用する時に何か不安なことなどありますか？

目的 不安等

・連絡ツール → ・ネット検索

・ママの手がはなせない時(料理中など) → ・目が悪くなること

・スマホ中毒になるのでは…と心配です。

・使っていない → ・一度見せると中毒になりそうで…

・家事をする為だったり、踊ったりする為 → ・近視

・チャレンジタッチ → ・目が悪くなる

・アマゾンプライムを見る ・外で遊ばなくなり、体力がなくなる

・アプリゲーム ・勉強しなくなる

・Youtube

・チャレンジなど→学習の為 → ・目が悪くなる

・動画→ぐずった時、静かにできない時、 ・変な言葉づかいを覚える

気をそらすため

・はみがきアプリ → ・時間を決めて遊べない

・Youtubeの勉強動画

→ ・スマホ依存

・動画視聴 → ・やる時間が長くなっていること

・ゲーム ・視力への影響が気になります。

⑫ 児童館への要望・希望などありましたらご記入ください。

・いつもありがとうございます。できる範囲で良いので活動して頂きたいです。

・いつも利用させてもらって助かっています。

・ストーブのまわりとか、たまに大きなほこりとか有ったりする事。

・子どもの遊び場として開放してくださり、本当に感謝しています。子どもが幼児から小学校になり、

またお世話になると思います。このままいつまでもあたたかい存在でいてほしいです！！

・おさがり会

・コロナが落ち着いたら、またイベント再開してください！

・充分満足ですよ…？

・家にテレビがないので、時々アニメ(しまじ

ろう等)見せることもある。
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⑬ ご自身のことや子育てなどで、何か困っていることや不安があればご記入ください。

また、相談できるところはございますか？

・児童館で出来たママ友に相談しています。

・近くの施設が自由来館できないので本当に困っています。そろそろ全館、解禁してほしいです…。

乳幼児親子のアンケートを受けて

児童館に対する印象は9割以上の満足・やや満足という回答が得られた。

回答者数が16件と少ないが、子育て中の母親の思いが込められたことがよく分かる。児童館に来館する

乳幼児親子が昨今の感染症に対しての不安を抱いている事、蔓延防止等緊急措置やアンケートの開始が

R4年に入ってからという事もあり、なかなか来館できなかった事情を察する。コロナ禍で乳幼児親子も

誰かとつながりたいという思いが見て取れるため、児童館も徹底した消毒と感染症対策をしていること

を広く周知しながら、安心して来館できるように努めていきたい。

メディア機器の使用に関しては、デメリットを十分理解している上で、それでも仕方なく子ども与えて

いることが伺える。
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R3年度　アンケート回答 児童クラブ小学生

① はじめに、あなたのことを教えてください。

② あなたにとって新田児童館はどんなところですか？

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。

今年度も、コロナの為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？

④ 「子どもまつり」や「児童館まつり」では、おまつりの内容を決めたり準備を行う「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？

6

やりたい やりたくない わからない 無回答

64 41 38 6

110

行きたくない

6

どちらでもない

27

無回答

101 43 0 2 3

行きたい

4 149

楽しい ふつう 楽しくない 行きたくない 無回答

計 52 46 29 14 4

0 67

女子 27 26 15 7 3 4 82

男子 25 20 14 7 1

学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 計

1年

37%

2年

30%

3年

21%

4年

10%

5年

2%男子

1年

33%

2年

32%

3年

18%

4年

8%

5年

4%

6年

5% 女子

行きたい

74%

行きたくない

4%

どちらでも

ない

18%

無回答

4%

やりた

い…

やりたく

ない…

わから

ない

25%

無回答

4%

47 ページ



⑤ 新型コロナウィルスのため、いろんなイベントができませんでしたが、今年度児童館では

こんなイベントを行いました。参加したことがあるものに感想を書いてください。

（別ページに記載）

⑥ 新田児童館のおもちゃやイベントで「あったらいいな」「こんなことしてみたいな」

「こんなことしてほしいな」などあったら教えてください。

・切り絵をまたしたい ・けん玉

・遊具（ブランコ、鉄棒、うんてい） ・みんなで遊びたい

・人形を増やしてほしい（すみっコぐらし等）・みんなで公園に行きたい

・ビンゴゲームをやって楽しくしたい ・おりがみがほしい

・花火大会 ・ブロックをもっと増やしてほしい

・カラオケ大会 ・マインクラフトの本がほしい

・牛の乳搾り体験 ・粘土があったらいいな

・自転車があったらいい ・プッシュポップ（大きめの）

・ポケモンカードがあったらいい ・人狼ゲーム

・カービィの大きいぬいぐるみ ・任天堂スイッチのゲームがほしい

・イベントがしたい ・シルバニアファミリー

・鬼ごっこ ・プレイステーション

・バドミントンの大会 ・誕生日会

・ドッジボール大会 ・メルちゃん、ネネちゃんの人形

・キャッチボール ・弓矢

・ポケモンのパズル ・遠足

・ポケモンの図鑑が沢山あってほしい ・ナンジャモンジャ（シロ）

・キックボード ・お花見をしてみたい

・スクイーズ ・スライム

・絵の具 ・クルリグラフ

・お楽しみ会 ・ブロックをもうちょっと増やしてほしい

・マリオパーティー ・もっとおもちゃを増やしてほしい

・みんなで外で遊ぶ ・ハロウィンパーティー

・みんなでリレー ・もっとお友達がいるといいな

・児童館にいる全員でやってみたい ・児童館にいる全員でドッジボールをしてみたい

・大勢でサッカーをしたい ・集会所にある「くるりんパニック」のゲームがほしい

・音楽をいっぱい流す ・ダンスの時間を増やす

・外でできる物を増やす ・ボール遊びを広く使いたい

・ゲームセンターで太鼓の達人 ・みんなでケイドロをしてみたい

・海に行きたい ・るろうに剣心の最新刊（漫画）

・県民の森に行きたい ・ナゾトキ姫は名探偵（漫画）

・アニメのグッズ ・ワンピース（漫画）
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⑥ 新田児童館のおもちゃやイベントで「あったらいいな」「こんなことしてみたいな」の回答続き

・高学年も楽しめるおもちゃ ・約束のネバーランド（漫画）

・アクアビーズ ・海色ダイアリー（小説）

・なわとび体験 ・霧島くんは普通じゃない（小説）

・職員とひたすら遊ぶ ・みんなで野菜か果物を植えてみたい

・ジャニーズのグッズがほしい！ ・プラバンまつり（沢山作る）

・みんなでスイカを食べたい ・おままごとの食べ物を増やしてほしい

・かくれんぼ ・みんなでじゃんけん

・自分のお店を好きな風にやる ・どこかに運動しに行くイベントがほしい

・本館にヘルメット（一輪車用）が５個しか

　ないから、もうちょっと多くしたい。

⑦ 今ゆうぎ室では、ドッチボール中心で遊んでいますが、他にみんなでやりたい遊びはありますか？

・鬼ごっこ ・サッカー ・バドミントン

・バスケットボール ・バレーボール ・職員だけでダンス

・野球 ・ドッジビー ・乳幼児さん用の車に乗りたい

・卓球 ・テニス ・音楽を聞く

・フラフープ ・フロアボール ・ダンス

・風船遊び ・だるまさんがころんだ ・キャッチボール

・ピーナッツボール ・メチャぶつけ ・かるたとトランプ

・側転 ・なわとび大会 ・輪投げ

・腕相撲 ・大なわとび ・イベントをしたい

・ビンゴ大会 ・紙飛行機で競争 ・ドッジボールをそのまま続けたい

⑧ 児童館に来ない日はどんなことをして過ごしていますか？

（回答数が多いため、別ページに記載）

⑨ コロナの心配がなくなったら何がしたいですか？

・おもいっきり大声で叫びたい ・マスクを外して家族といろんな所に行きたい

・ご飯（給食、お弁当）の時にしゃべりたい ・マスクを外して家族と旅行に行きたい

・マスクを外したい ・ドッジボールの時にマスクを外したい

・マスクを外して鬼ごっこ ・マスクを外して外遊び

・ピーチクパーチクしゃべる ・マスクを外してサッカー

・児童館の好きな所でお弁当を食べたい ・コロナでできなくなった遊びや行事をしたい

・児童館まつり ・児童館でお泊り会

・みんなでお祭りをしたい ・小学生クリスマス

・小学生スタッフをやりたい ・イベントを増やしてほしい

・児童館のみんなでライブ ・児童館のみんなで出かける（公園など）

・児童館で水遊びをしたい ・みんなで遠足に行きたい

・やるのは何でも楽しいのでいいですけど、なるべくみ

んなが当たったり景品をもらえる遊びがいいと思いま

す。
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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？の回答続き

・日本の全部のお城を巡りたい ・ディズニーランドに行きたい

・楽しみたい ・ＵＳＪに行きたい

・みんなでおもいっきり遊びたい ・色々なところに遊びに行きたい

・推しのライブに行く ・いろんなイベントに行きたい

・カラオケ ・キャンプ

・かくれんぼをやりたいです ・外食したい

・プールに行きたい ・おばあちゃんの家に行って遊びたい

・友達とホテルに行きたい ・人の家に遊びに行きたい

・動物園に行きたい ・自分の家に友達を連れていきたい

・引っ越した友達の家に行きたい ・卓球大会

・焼肉を食べに行きたい ・児童館のハロウィンでお菓子交換会

・みんなで鬼ごっこ ・児童の単独ライブ

・家族でピクニックがしたい ・パーティーがしたい

・みんなでビンゴ大会 ・お母さんと一緒に花見をしたい

・旅行に行きたい ・遊園地に行きたい

・お買い物に行きたい ・みんなでお店屋さん大会

・テニスがしたい ・庭ではしゃぎまくる

・外国に行きたい ・映画をみんなで観たい

・みんなでリレーがしたい ・たくさんみんなとしゃべりたい

・ハグ！！ ・新田小の屋上のプールで遊びたい

・何でもいい ・ドッジボールの時間を長くしてほしい

・わからない ・ママに作ったものを見てもらいたい

・何もしたくない ・県大会がビデオ撮影になったから、ちゃんとその場で

　やりたい。

⑩ 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があったら書いてください。

・これからも友達と仲良くできるかな？それが心配です。

・いろんなことを聞いてほしい

・ずっとドッジボールをしたい

・遊戯室のバスケの時間にケガをしたり、ケンカをしているのでバスケは５・６年生だけの方が

　良いと思ったんですけど、どうですか？

・コロナの感染症が流行しているので、三密には気を付けてほしい（特に低学年）

・２年生になったら一輪車はできますか？

・○○くん（個人名）児童館に来て！

・ビンゴしたい！

・ママ、優しくして！

・○○くん（個人名）の未来
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⑩ 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、の回答続き

・○○ちゃん（個人名）がじろじろ見てくるのが心配です。

・ポケモンセンターに行きたい！

・ジャニーズに会いたい

・コロナのことが心配

・楽しかったり、心配な気持ちです。（コロナ）

・児童館は楽しいです

・いつも優しく話しかけていただきありがとうございます。本当に楽しい時間を過ごしています。

・児童館を利用して良かったです。

・特になし（多数回答有り）

⑤について

そあとの庭：バスに乗って坪沼神社に遠足

・色々なものを見てすごいと思いました。

・森で遊べて楽しかったです。

・ホタルが見れてよかった。

・ホタルがキレイだった。

・楽しかったし、くっつき虫とれた！

・いろんなことを知れた。

・木を切ったことが楽しかった。

・色々な物を作ったり、山を登ったりして楽しかった。

・すごく面白い。

・トンカチで打ったり、釘を抜いたりして楽しかった。

・木ではしごを作って楽しかった。

・疲れて寒くて楽しかった。

・アスレチックや崖からロープを垂らして降りるのが楽しかった。

・もう１回行きたい。

・ふつうだった。

・超楽しかった。

・初めて行って楽しかった。

・寒かっただけ！

・色々な体験ができて楽しかった。

・太い木を切れた。

・木の公園（アスレチック）で遊べて楽しかった。

・虫が嫌いだったけど、ちょっとだけ好きになった。

・みんなと一緒にお弁当を食べて楽しかった。

・汚れたけど楽しかった。

・イスを作ったりしてとても楽しかったです。またやりたいなと思いました。

・めちゃくちゃ楽しかった。また行きたい。
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⑤について…回答続き

・色々な木の遊具があって楽しかった。

・弓矢を作って楽しかった。

・大根ぬきが楽しかった。大根美味しかった。

・齋じいが優しかった。

・アスレチックとかお稲荷様がいて楽しかった。

・初めてトンカチを使ってみて楽しかった。

・階段が辛かったけど、すごく楽しかったです。

・丸いトゲトゲしたくっつく謎のものが体についてすごかった。

・もう1回坪沼神社に行きたい。

・齋じいにいろんなことを教えてもらって嬉しかった。

・覚えていません。

そあとの庭：砂場ワークショップ・モザイクアート

【砂場ワークショップ】

・砂場ワークショップでは、穴を掘ったり水を入れたりすることが楽しかった。

・スコップでいっぱい掘ったのが楽しかった。

・砂場でいっぱい掘ったのが楽しかった。

・水を流してどこまで流れるか水を溜めれて楽しかった。

・奥深くまで掘っていたから石がたくさん出てきて面白かった。

・いろいろな石を見つけて楽しかった。

・手が汚れたけど面白くて楽しかった。

・いろいろ掘ってみたら誰かのタイムカプセルがあってびっくりした。

・掘ってる途中に面白いものが出てきたので、また行って新しいものを見つけたいです。

・ＢＢ弾がいっぱいあった。

・どこまで深く穴を掘れるかわくわくできて楽しかったです。

・昔のゴミが出てきたりして楽しかった。

・ぐちゃぐちゃで楽しかった。

・砂が掘れて気持ちよかった。

・穴に入れて楽しかった。

・掘るのが大変だった。

・土を掘ってその日すごくつかれた。

・腕が痛かった気がする。

・ちょーぬれただけ。

・砂でいろんなことをして楽しかった。

・今年２回参加しました。２回ともすごく泥まみれになりましたが、すごく楽しく活動できて良かった

です。

・ホタルを見に行きましたが、ホタルを見れて嬉しかったけど、特にアスレチックで遊べたことが

一番楽しかったです。
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⑤について…回答続き２

・楽しかったのでまたやりたいと思った。

・本気でできるから楽しい。

・西田公園でみんなで遊んだのが楽しかったです。

・大きい穴が作れたので嬉しかった。

・雨でレインコートを作ったのも楽しかった。

・もうやりたくない。

【モザイクアート】

・ボンドを塗って決まった色の画用紙を貼るのが楽しかった。

・いっぱい色があっておもしろかった。

・工夫してモザイクアートを作って楽しかった。

・モザイクアートで花火みたいなのを作って楽しかった。

・びょうぶを作って楽しかったです。

・ふつうだった。手がベタベタしたから嫌だった。

小学生クリスマス

・前は地域をまわって色々な人との関わりを作り、今年はかくれんぼ式でイベントを楽しめた。

・仮装した人が盛りだくさんでした。おかしがおもしろかったです。

・写真が撮れる所があって良かったです。仮装した職員を探すのが楽しかったです。

・友達と、職員を探すのが楽しかった。みんなかわいい！！

・まゆちゃんの仮装が怖かった。

・だーやまのプリンの仮装がかわいかった。

・（職員の仮装が）ポケモンでよかった。

・おかしをもらったり、みんなで仮装したことが楽しかった。かくれんぼゲームをして面白かった。

・エルサのコスプレをして行きました。またあったら今度はねずこのコスプレをしたいです。

・またテンテンの仮装をしたい。

・友達と剣とオノ（仮装の小道具）で遊んで楽しかった。

・衣装が着れて嬉しかったです。

・コロナでできなかったからよかった。

・おかしがうまーいかった！

・おかしがいっぱいもらえるのすごい～

・いろんなことがあって楽しかった。

・ふつう

・ちょっとびびった。

・もう一回やってみたい。

・集会所は「冬」をテーマにして作りました。私は雪だるまを作りました。とても頑張ったと思いまし

た。
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⑤について…回答続き３

小学生クリスマス発表会

・見る方も発表する方も楽しい。

・とっても楽しかった。

・芸がおもしろかった。

・いろんなダンスや歌をうたったり踊ったりしていた人がすごかった

・○○ちゃん（個人名）のダンスが上手だった。

・ダンスやけん玉がすごいと思った。

・ぼくは発表したけど、みんなもすごかった。

・紙芝居やダンスなどをやっていておもしろかったです。

・○○ちゃん（個人名）がダンスを踊ってたところがかわいかった。

・３年生たちのけん玉とピアノがすごかった。

・みんなの発表がおもしろかった。

・みんなのおどりやなわとびがすごかった。

・ピアノができてよかった。

・発表会のステージは緊張したけど楽しかったです。

・また新しいのを披露したい。

・たくさんの人たちの出し物が見れてとても楽しくておもしろかった。

・いろいろやってたけど、特に印象に残ったのはピアノのドラえもんで、悲しそうになった。

・楽しかった。最後におかしをもらえてうれしかった。

・プレゼントをもらえてうれしかった。

・楽しかったので、もう一回やってほしいです。

・司会をできて良かったです。何回も出させてもらったので思い出深いです。

・司会をすることができました。みんなの発表を見れて良かったです。

・クリスマスみたいだった。

・みんなで一緒に楽しむことができて、改めていいイベントだと思った。

・ダンスやけん玉をしてて、とてもびっくりしました。最後にサンタさんからプレゼントをもらえまし

た。
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⑧について

宿題・勉強

すごろく

家族 ゲーム

祖父母 編み物

オセロ

編み物

たわむれる

おりがみ

トランプ

喧嘩

読書・マンガ

兄弟 ゲーム

遊ぶ

トランプ

ゴロゴロ

父 ゲーム

宿題・勉強

体操の練習

怒られてた

編み物

ティックトック

お菓子作り・料理

トランプ・UNO

テレビを見る

ボール遊び

母 ゲーム

宿題・勉強

プライムビデオ

あばれてた

おままごと

ぬりえ

読書・マンガ

お絵描き

YouTube

宿題・勉強

家（自宅） 一人 ゲーム

テレビを見る

どこで だれと 何してた
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⑧について…回答続き

習い事（スイミング、そろばん、 習い事のみんな 練習・レッスン

習字、英語、ダンス） 家族 練習・レッスン

野球場 家族 試合の応援

チームメイト 試合

ゲーム

遊ぶ

お菓子を食べる

イオン 家族 買い物

元気フィールド 友達 鬼ごっこ

習い事

ボール遊び

いとこ 自転車

鬼ごっこ

縄跳び

サバイバル

家族 遊ぶ

ブランコ

ボール遊び

縄跳び

リップスティック

鬼ごっこ

ゲーム

友達 遊ぶ

公園 友達 遊ぶ

母 おでかけ

一人 走る

外 父 おでかけ

遊ぶ

ペット 遊ぶ

習い事の先生 レッスン

友達 ゲーム

トランプ

キックボード

編み物

家（自宅） 家族 くつろいでた

昼寝

どこで だれと 何してた
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⑧について…回答続き２

小学生のアンケートを受けて

小学生の全学年を対象としたアンケートでは、低学年ならではの考え方や学年が上がるにつれて増えて

いく悩み・不安など、とても素直な意見が多くあった。各種行事・SOAT活動への喜びや、よりよくす

るための意見など多岐にわたっており、今後は活動の質を維持しながらも向上できるように努めていく

必要がある。

児童館に来ない日や休日の過ごし方には様々な回答が寄せられたが、家族や友達と過ごすという回答が

多かった。中には習い事もいくつかあった。子どもなりの「児童館に行かない日」を真剣に考えた回答

であることが分かった。

児童館への要望としてたくさん回答していることが有難い。児童館が子ども一人ひとりの「ほっとス

テーション」であることを念頭に置き、子どもが主役の意識を持ち、子どもの自己実現や自己肯定感の

向上のために可能な限り要望に応えていくことが大事である。

近くの川 祖父 自転車

競馬場 家族 乗馬

コストコ 家族 夜ご飯を食べた

道路 父 キックボード

温泉 家族 温泉に入った

カフェ 母 お茶してた

学校 ブラスバンドのみんな 練習

美容室 家族 髪の毛を切った

スーパー 家族 買い物

お父さんの職場 妹 ゲーム

体育館 チームメイト 卓球の練習

ゲームセンター 家族 ゲーム

友達 練習

祖父母の家 兄弟 ゲーム

キャンプ

プール 兄弟 練習

どこで だれと 何してた

キャンプ場 家族 焚火
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