
2020 年度仙台市富沢児童館 アンケート集計報告 

※アンケートにご協力していただいた皆さん、たいへん貴重なご意見をありがとうございました。みなさんから

いただいたご意見を大切にこれからも、 

「みつかる・つながる・よくなていく」とみざわじどうかんを運営してまいります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

実施期間：2020 年 5 月・2021 年 3 月 

回答数：乳幼児親子 34 組 小学生 84 名 ジュニアボランティア「トミザワイレブン」１４名 

 

1.アンケート回答者内訳  

＜乳幼児親子＞             ＜小学生＞            ＜中学生＞ 

 

  

  

     

  

  

一緒にいらっしゃったお子さんの人数 

 

 

 

 

 

２．お子さんと利用した大人の方 

 

 

 

 

 

 

 

3.お住まいはどちらですか 

 

富沢 18名 長町南 1名 山田・鈎取 1名 

富沢（西） 10名 西多賀 0名 八本松 1名 

大野田 2名 郡山 1名 その他 0名 

 

０歳 4名 

１歳 24名 

２歳 7名 

３歳 3名 

４歳以上 ２名 

1 年生 26 名 

2 年生 38 名 

3 年生 10 名 

4 年生 9 名 

5 年生 １０名 

6 年生 ３名 

２年生 １名 

３年生 １名 

ひとり ２８名 

ふたり ６名 

それ以上 回答なし 

母 3４名 

父 1名 

祖母 １名 

祖父 回答なし 

親戚 回答なし 



4.児童館の利用は週にどれくらいですか 

ほぼ毎日 11名 月1回 6名 

週２～３ 6名 月2回 0名 

週1 6名 月3回 3名 

年数回 1名 はじめて 1名 

 

5.どのようなときに利用したいですか 

   

 

 

 

6.プログラム利用のきっかけを教えてください 

館内の掲示やチラシ 9名 

他施設の掲示やチラシ 1名 

町内会の回覧 2名 

館だより 11名 

ブログ 13名 

その他（お友達に誘ってもらって） 4名 

 

7.富沢児童館以外に利用している施設があれば教えてください 

 

のびすく長町南 11名 

大野田児童館 4名 

向山こども園 3名 

西多賀児童館 3名 

その他児童館（長町、郡山、中田、若林 など） 2名 

市民センター １名 

8.富沢児童館で楽しかったこと、思い出に残ったことがあれば教えてください 
 とみっくす （リーダーの劇、夏の水遊び、夏まつり など） 12名 

ありが１０まつり 5名  

季節の行事 （ハロウィン クリスマス など） ４名 

ママ同士の会話 3名 

手遊び 1名  家にないおもちゃで遊べる 1名 

9.児童館でどんなことをしたいですか 
運動 10名 ちびっこまつり 5名 読み聞かせ、紙芝居 3名 子どもをのびのび遊ばせたい 3名   

ママ向けのイベント（からだを動かすもの、ヨガなど） 3名  お友だちと触れ合う機会 ３名 

リトミック 2名  親子遊び ２名  家でできないこと 1名 

 

10.コロナ禍において、おやこでお出かけするとき気にかけていることがあれば教えてください 

  人混みをさける 10名  消毒・換気 3名  外で遊ぶ 2名  

  食事のタイミングを考える 1名   移動は自家用車でする 1名  

外で遊べないとき 2名 

プログラムがあるとき 3名 

体をうごかしたいとき 1名 



11. 富沢児童館を利用するにあたり、よかった点・困った点を教えてください 

（よかった点） （困った点） 

＜乳幼児親子＞ 

・リーダーが親切に対応してくれる、やさしい  

・子どもの名前を覚えてくれて、一緒に遊んでく

れることが嬉しい  

・同じくらいの子とふれあえる  

・ママとの情報交換が楽しい  

・家から近いので行きやすい  

・おもちゃがたくさんあって楽しい  

・イベントを通じてたくさんの経験ができたこと

が良かった  

・全て満足！  

・コロナ対策がしっかりしている  

＜乳幼児親子＞ 

・イベントの人数制限があり参加できないときがある 

→定員を設けなくてはならないので、もうしわけありません。

年齢別のプログラムにするなど、できるだけたくさんの方が

参加できるよう工夫をしていきます！ 

・午後も利用したい 

→これまでのように利用できる日が早く来ますように私たちも 

願っています 

・プログラムで下の子を抱っこしながらだと、できないこと

があって困った 

→気づくことができず、申し訳ありませんでした。職員は皆さ

んのためにできることを探したいので、どんどん声をかけて

ください！わたしたちもたくさんおこえがけします！ 

 

 

＜小学生
しょうがくせい

がリーダーに伝えたいこと＞ 

※「こっそりおはなししたいこと」にかいてくれたことは、ひとりひとりこえをかけていくね 

・男
おとこ

の子
こ

が図書室
としょしつ

でうるさい 

→ほんをよむときに、うるさいのはいやだよね。どんなおへやにしていくか、こんどみんなではなしあいをするね。 

 

・毎日
まいにち

ケンカをしてしまう  

 →けんかは、けっしてわるいことではないんだよ。じぶんのきもちは、しっかりあいてにつたえよう。つたえかたが、 

むずかしいよね。リーダーたちの「ちから」をかりてもいいから、ゆっくりかんがえよう。 

 

・おもちゃをふやしてほしい 

  →リーダーたちもおもしろいあそびをてづくりしているよ！たのしみにしていてね。 

ブロックなどもみんなでつかうものは、すこしずつふやしていくよ。   

 

・トイレのスリッパの置
お

き方
かた

が汚
きたな

い 

  →きれいにおけるようにマークをつくりました！みんながじょうずにおいてくれるといいなあ。 

 

・コロナ前
まえ

の児童館
じどうかん

みたいに楽
たの

しい行事
ぎょうじ

がしたい 

→リーダーたちもほんとうにそうおもっているよ。いまできる、たのしいこといっぱいかんがえるからね！ 

 

・中学生
ちゅうがくせい

に遊
あそ

びに来
き

てほしい 

 →いまは、じゆうらいかんのひとがどようびしかきていないので、ちょっとさびしいね。 

はやく、おにいさんおねえさんといっぱいあそびたいね！ 

 

 



12.その他 ＜ジュニアボランティア「トミザワイレブン」アンケート＞ 

  ※令和 2 年５月の小学校臨時休業中に郵送で実施。コロナ禍についての内容。 

  ※回答者１４名（小学４年生～中学３年生） 

Q１現在の状況をどう思っていますか 

・家で過ごさないといけないから退屈 

・ボランティアなどを含めた交流ができない。 

・自粛でひまだと思ったけど、実はやることがたくさんあって嫌だ 

・出かける時はマスクをしてみんなに協力して、コロナウイルス感染者をみんなで減らしていきたい。 

・夏休みがなくなるのが嫌だ 

Q２家でどんな事をして過ごしていますか 

・学校の課題・ゲーム（switch）・マンガ・たまに運動・絵を描く・レゴ・家の手伝い・YouTube 

Q３外遊びは一週間にどれくらいしますか ※複数回答あり 

・０回（６名）・１回（４名） 

・２回（４名）・３回（３名） ・５回（１名） 

Q４外ではどんな遊びをしていますか 

・公園でブランコ ・スポーツ、走る ・バドミントン ・縄跳び ・バレーボール ・していない 

Q５今やってみたいことはありますか 

・プラバン ・料理 ・工作（レジンやキーホルダー作り） ・テニスとプログラミング 

・修学旅行に行きたい、友だちに会いたい 

Q６今困っている事はありますか 

・宿題が大量にある ・学校に行けないこと 

・あまり同年代と会話できないこと ・家が片付かない ・勉強がはかどらない 

・友だちとなかなか会えない 

Q７リーダーたちに一言 

・コロナウイルスをみんなで乗り越えよう！ 

・今年はコロナで大変な状況だったけど、頑張ってください(^^) 

・コロナが終わったらまた遊びましょう 

・元気ですか？わたしは元気です 

・児童館にいけるようになったら、たっきゅうで勝負してください！ 

・会いたい 

・部活などで参加できないことが多いかもしれないけど、できるだけ貢献できるようにがんばりたいです！ 

・リーダー達も難しい条件下の中、お疲れ様です。僕たち中学生も後先不安で仕方ありません。 

だけど、一日でも早く終息できるように、お互い頑張りましょう！！ 


