
 

 

NPO 法人ワーカーズコープ 仙台市大野田児童館 

令和２年度 利用者アンケート(小学生) 

1.あなたの学
がく

年
ねん

を教
おし

えてください。 

 

①  小学
しょうがく

1年生
ねんせい

（３9）   ② 小学
しょうがく

2年生
ねんせい

（２３）   ③ 小学
しょうがく

3年生
ねんせい

（１５） 

④ 小学
しょうがく

4年生
ねんせい

（5）   ⑤ 小学
しょうがく

5年生
ねんせい

（1）   ⑥ 小学
しょうがく

6年生
ねんせい

（0） 

 

 

２． あなたの性
せい

別
べつ

を教
おし

えてください。 

 

①  男
おとこ

 （４３） ② 女
おんな

 （４０） 

 

3． あなたは児童館
じどうかん

でどんなことをしたいですか？  

 図書の本を読みたい (２) 

 ドッジボールをしたい (２３) 

 お手玉検定をがんばりたい (６) 

 ゲーム(ボードゲーム)をしたい (２０) 

 フリスビーがしたい (４) 

 外遊びがしたい (６) 

 先生(職員)たちと遊びたい 

 生き物を育てたい (2) 

 独楽をしたい (２) 

 字が上手になりたい、勉強をしたい (３) 

 一輪車をしたい (５) 

 写し絵をやりたい (２) 

 雪遊びをやりたい (2) 

 縄跳びをがんばりたい (２) 

 低学年に礼儀を教えたい 

スイカ割をしたい 

 漫画を描きたい 

自由に走りたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度 利用者アンケート(中高生) 

① 何年生ですか？ 中学 1 年‐6 名 中学 3 年‐3 名 高校 1 年‐2 名  

② いつもどんなところで遊んでいますか？ 

（公園、家、体育館や他の遊べる施設など） 

③ 児童館の行事は何を見て参加しますか？ 

児童館で聞いて参加する(全員) 

 

④児童館にどのくらいのペースで遊びにきますか？ 

月 1 回 (5 名) 週 1～2 回(6 名) 

⑤どんなところが楽しくて児童館に来館しますか？(複数回答あり) 

（5）スポーツができる    （1）職員と話ができる 

（10）友達同士の会話を楽しむ   

⑥児童館への要望などあればお聞かせください。(複数回答あり) 

Wi-Fi をつなげてほしい (5) 

ゲームがしたい (3) 

バスケやスポーツをしたい (3) 

中高生のイベントに参加をしたい (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度 利用者アンケート(富沢中学校 1 年生 307 名) 
 

① いつもどんなところで遊んでいますか？  
 

●自宅(コロナ以前) １５５人 ●公園 １３７人 ●友だちの家(バスケ) ４１人  

●モール ２１人 ●店(買い物) １０人 ●仙台市体育館 ９人 ●外(道路) ８人  

●家の前(近所) ８人 ●ゲーム(ネット、ゲームセンター) ５人 ●TSUTAYA ５人  

●仙台駅周辺 ４人 ●室内 ３人 ●いろんな所 ３人 ●サッカーのできる場所 ２人  

●タリーズ ２人 ●野球の出来る場所 １人 ●バスケができる場所 １人 ●廊下 １人  

●教室 ２人 カフェ １人 ●自宅の庭 １人 ●図書館 １人  ●ゼビオアリーナ １人  ●カー

ドショップ １人 ●川 ２人 ●海 １人 ●森 １人 ●自転車置き場 １人  

●竹林 １人 ●アスレチック １人 ●学校の校庭 １人 ●名取 １人 
 

② 中学生の居場所には、どんなものがあったらいいなあと思いますか？ 
 

（２２８人）・スポーツができる  （１５５人）・楽器ができる  （２１７人）・ゲームができる 

（２３７人）・Ｗｉ-Fi がつながっている （１９７人）・勉強ができる  （１４８人）・料理ができる 

（３７人）その他 

●本(漫画、雑誌)が読める ４人 ●充電ができる ４人 ●スマホが自由に使える ３人  

●図書室 ３人 ●お菓子(カンデミーナ)が食べ放題 ２人 ●ドリンク飲み放題器 ２人  

●食事ができる ２人 ●寝れるところ ２人 ●映画が見たい 1人 ●売店がある １人 

●エアコンが付いている 1 人  ●バスケットゴールがある １人 ●遊ぶものがある １人 

●皆で勉強会ができる １人 ●お金がもらえる １人  ●小学生と遊びたい １人  

●自習室がある １人 ●ダンスチームができる １人 ●カラオケ １人 ●個室 １人  

●音楽が聴ける １人 ●好きな事(趣味)を話せる部屋 １人 ●小さい子と触れ合える １人 
 

③ 居場所がどんなところにあったら、行きたいと思いますか？ 
 

・中学校の近く ７５人  ・家の近く １７４人  ・駅の近く  ２５人 

・その他 

●行ける所ならどこでも ３人 ●自宅と中学校の間 ２人 ●コンビニの近く ２人  

●オタ活動ができる場所 1 人 ●自転車で 15分以内の場所 １人 ●スクールの近く １人 

●カメイアリーナの近く １人 ●どこにあっても行きたいと思わない １人  
 

④ 何時ころまで開いていると利用したいですか。  
 

●１４時 １人 ●16時 １人 ●17時 １８人 ●１７時 30 分 １人 ●18時 ９３人  

●18 時 30 分 人●１９時 ７４人 ●20時 ２６人 ●21時 １７人 ●22時 １４人  

●23 時 ４人 ●24 時 １０人 ●1時 ２人 ●3時 １人 ●5時 １人 ●24 時間 ５人 
 

⑤ 仙台市内に、中高生だけの児童館があったら、利用したいですか？ 
 

  はい  １６２名  ・  いいえ  １３４名  ・ どちらでもいい  ６人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度 利用者アンケート(乳幼児) 
①住まいはどちらですか？(例:太白区大野田) 

太白区富沢   45  太白区大野田  50  太白区八木山  10 

太白区長町南  40  太白区西中田  6   太白区富田   35 

青葉区昭和町  1 

 

②児童館でこんな事ができたらいいな、と思う事はありますか？ 

イベント(簡単なもの)が何回かあると参加しやすい (人数制限がないもの) 

ママ達との情報交換会 

同じ月齢の子どもたちと集まれると嬉しい 

3～8 ヶ月のハイハイの時期に使えるおもちゃを置いてほしい 

アンパンマンのおもちゃがたくさんあって嬉しいけど、もっと欲しい 

オンラインで離乳食や講習などあるといい 

寝相アート、手形アートなど家でできないことをやってほしい 

お母さんたちの茶話会などをやってほしい 

パパのイベントにパパを参加させたい 

ママ友が欲しい 

 

③コロナ禍の中で、お母さんたちが困っている事、不安な事などありますか？ 

自分(主人も)コロナにかかったら子どもの面倒をどうしたらよいのか(実家が遠い、コロナが移る) 

区役所の検診を定期的にやってほしい  

外出が不安になるが家の中だけでは毎日が飽きてしまう  

児童館で乳幼児が遊べてありがたい  

のびすく長町南は予約制なので行けないが、逆に児童館があると教えてくれた 

コロナ禍は不安だけど、不安ばっかり抱えては何も進めないので、児童館を利用している 

外に出る機会が少ないので、お友達との交流がもっとしたい 

保育園に入る予定なので両立できるか不安 

 

④児童館の利用目的 

楽しみながら思い出作り 

子どもとのふれあい  気分転換  ママの息抜き  絵本の読み聞かせ 

家にないおもちゃや絵本で遊ばせるため  同じ年代の子と遊びたい 子育て相談  

引っ越してきたばかりなので情報収集 公園が寒かったので児童館にきた 

 

⑤情報を得る手段 

ネット 館だより 育児本 児童館 

 

⑥おうち時間で工夫していること 

歌遊びやスキンシップを増やしている 

近所で散歩 

無理に出かけたりせずまったりしている 

 

 



令和２年度 利用者アンケート(保護者) 
 

１・児童クラブでの様子について「クラブだより」などを通じてわかりやすく伝えられて 

  いますか？ 

① はい…６４名   ②いいえ…0 名 

２・児童クラブでの対応について意見や意向を伝える場所がありますか？ 

① はい…６０名   ②いいえ…1 名   ③どちらともいえない…３名 

  ＊自由記述…・迎えの際など、以前ほど先生方とお話しできませんが、しっかりと 

         伝えることはできています。 

        ・帰宅の際、何かあると話を聞いていただけてありがたいです。 

３・職員との話や連絡帳を通じて、児童クラブや家庭での子供の様子について情報交換が 

なされていますか？ 

① はい…５６名   ②いいえ…２名   ③どちらともいえない…６名 

  ＊自由記述…・TEL やその場で共有があるため③にチェックしました。 

        ・コロナ禍で少なくなったとは感じます。 

        ・コロナのこともあり、帰りに先生と話をする機会が減ったと思います。 

        ・その日あったことを教えていただけてありがたいです。 

        ・お迎えに行かないと、あまりないかもしれません。 

４・児童クラブでの生活がお子さんの安心できる場や居場所になっていますか？ 

① はい…６３名   ②いいえ…０名   ③どちらともいえない…１名 

  ＊自由記述…・親しい友達がいなくて、行きにくいとのこと。 

        ・いつも楽しいと言っております。 

５・利用中の発熱やケガなどの処置等の際、保護者の皆様への対応は十分だと思いますか？ 

   ①はい…６２名   ②いいえ…０名   ③どちらともいえない…２名 

  ＊自由記述…・最近は特に発熱やケガがありませんでした。 

        ・まだその時がないので。 

６・コロナ禍、お子さんの様子に変化が見られましたか？ 

   ①はい…６名   ②いいえ…４０名   ③どちらともいえない…１７名 

  ＊自由記述…・休校中は友達と会えず、悲しかったようです。    

        ・家でキレやすくなった。 

        ・本館利用が少なくなり、少し不満。 

        ・最近手洗い、うがいに慣れて、やり方が若干雑になってきた。 



        ・体を動かす場が減り、体力を持て余していた。 

        ・お友達とのコミュニティの場がなくなった。 

        ・マスク着用等の変化に最初は戸惑っていましたが、理由を理解してからは 

         問題なかったです。 

７・様々な情報を得る主な手段は何ですか？また児童館の情報を得るのに どんな手段を希望 

しますか？ 

＊情報を得る手段…・インターネット～３３名 ・テレビ～３２名 ・SNS～１７名 

         ・メール～５名 ・ラジオ～４名 ・コミュニティ誌～２名 

         ・先生方との話～２名  

         ・ホームページ、携帯電話、市政だより、各施設のおたより、 

          児童館玄関の貼り紙、子どもから直接～各１名 

＊児童館情報を得る手段…・メール～6 名 ・LINE～３名 ・おたより～２名   

            ・ホームページの充実、今まで通りで良い～各１名 

＊自由記述…・LINE だとメールで会話ができるので、休み等も言えるので良いのでは 

       と思います。 

８・その他、児童クラブについてのご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。 

・外で遊ぶことができる日をなるべく多く増やしてほしい。 

・本館、サテライトを均等に利用できると嬉しいです。 

・とても助かっております。これからもよろしくお願いします。 

・いつも温かく接していただきありがとうございます。 

・いつも親身に対応してくださり感謝しております。 

・風邪気味の時は室内での遊びを希望します。 

・この１年もとても楽しそうに通っていました。 

・毎日お疲れ様です。子供を安心して児童館に通わせられています。 

・昨年度末～今年度は特にコロナ禍で 大変だったことと思いますが、先生方のご配慮の 

おかげで 感染もなく 利用させていただけたこと 感謝いたします。 

・コロナ禍でいろいろなことにご配慮いただきながら 利用させて頂きいつもありがとう 

ございます。 

・本人は５年生になりますが、この場所が好きなようで通いたい希望があり、更新しています。 

 


