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令和元年度 榴岡児童館アンケート集計結果（小学生） 
※児童クラブ登録児童、自由来館児童、榴岡小学校 5 学年にご協力頂きました。 

回答者 242 名 

男子 115 名、女子 125 名、不明 2 名 

1 年生 52 名、2 年生 34 名、3 年生 25 名、4 年生 3 名、5 年生 125 名、不明 3 名 

 

① 児童館に来るときはどんな時ですか？   
児童クラブ 124 

遊びに来た 52 

子どもスタッフ 22 

イベント参加 84 

そのほか 15 

〈そのほか内容〉 

・学校（2） 

・ならいごと 

・今は来ていない（２） 

・お迎え 

・最近はいかない 

・弟子入り留学（2） 

・なつやすみなどにお母さんが仕事のときに行きます。 

・ひまなとき（２） 

・お迎え 

・元児童クラブ 

 

② 児童館にはどのくらい遊びに来ていますか？ 
はじめて・一度だけ 23 

ほとんど毎日 105 

1 週間に 1，2 回 12 

1 週間に 3 回以上 4 

1 ヶ月に 1，2 回 5 

イベントの時だけ 51 

 

③ 児童館で遊んだり、過ごしたりしてどうでしたか？ 
よい 95 

ふつう 104 

よくない 5 

無回答 3 

 

④ 児童館のスタッフはどうですか？ 
よい 96 

ふつう 99 

よくない 13 

無回答 1 

 

 

★児童クラブ登録者の利用頻度の高さが伺える結果となった。 

★児童館で過ごした印象、職員の対応の項目は「ふつう」「よい」との回答が多かった。一方で「よくない」と

の回答もあったので、児童館がもっと身近に感じられるよう努めていきたい。 

 

 

 

 

 

児童館に来たことがありますか ※5 年生のみ 

ある 91 

ない 33 
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⑤ ◎児童館では、よくなにをしていますか？  
〈男子〉

・いろいろ遊ぶ 

・おうちごっこ 

・おてだま 

・おにごっこ（2） 

・カードゲーム（2） 

・ガイスター 

・かわいいあそび（とくにリカちゃん） 

・キックベース 

・けりおに 

・工作 

・自分がかいた絵 

・シルバニア（2） 

・ドッジボール（3） 

・ぬりえ（2） 

・ピアノ（5） 

・ふっかつ（3） 

・ブロック（2） 

・ボール（3） 

・ポケモンかき 

・ポケモンバトル（2） 

・ポケモン図鑑 

・ほぼ全部の遊び 

・マンカラ 

・ゆうぎしつ（2） 

・リカちゃん（2） 

・宿題（3） 

・本を読む（8） 

・友だちとかくれんぼ 

・友だちと遊ぶ（3）

 

〈女子〉 

・アクセ作り 

・アナと雪の女王のげき 

・あやとり（2） 

・いきている 

・うつし絵（2） 

・ウノ（2） 

・うろうろしている 

・おにごっこ（5） 

・おりがみ（2） 

・お友だちと工作 

・キックベース（2） 

・くろひげききいっぱつ（2） 

・けりおに 

・コマ 

・こまったこととかけんかのときに話してくれる 

・ごろごろしている 

・しりません 

・シルバニアファミリー（7） 

・すごろく 

・すみっこをかいてる 

・ドッジボール 

・トミカ 

・ともだちとよくあそぶ 

・トランプ（2） 

・なわとび（3） 

・ぬりえ（5） 

・ピアノ（3） 

・フーフーバトル 

・ふっかつ（6） 

・ボードゲーム 

・ポケモンのはなし 

・ポケモン図鑑見てる 

・ままごと(おうちごっこ)（4） 

・マンガ 

・マンガ（ハガレン） 

・マンガ(七つの大罪) 

・マンカラ（3） 

・ゆうぎしつであそぶ（3） 

・ゆつぎしつとか館庭であそぶ 

・リカちゃん 

・レゴブロック（3） 

・わからない（2） 

・絵（3） 

・絵本 

・外あそび 

・工作（2） 

・四目ならべ 

・手作りのもの 

・宿題（11） 

・職員のカードゲーム 

・本を読む（17） 

・友だちとポケモンごっこ 

・遊び

〈5 年生男女〉 

・イベントに参加（9） 

・ウノ（2） 

・えいがを見ること 

・オセロ 

・おとまりかい 

・おはじき 

・おまつり（6） 

・おもちゃで遊んであげる 
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・かたき（4） 

・行事 

・けん玉 

・こどもまつり（2） 

・児童館まつり 

・スタッフと話す 

・スタッフ会 

・そのときによる 

・たまにゆうぎ室であそんでいる 

・たんけん 

・ドッジボール（7） 

・ドッチボール(体をうごかすこと) 

・ドミノ 

・ドラゴンボールのまんがを読む 

・トランプ 

・とりあえず遊ぶ 

・なわとび 

・バドミントン 

・ピアノ（4） 

・びりアンドブッチーのショー 

・ブロック 

・ペパピポ（2） 

・ボーっとマンガを読む 

・ボードゲーム 

・ボーリングでお金をかせぐ事 

・ボール 

・ホール？みたいな所でバスケをやっていました 

・ボールなど運動できる事 

・みんながいつもにぎやか 

・みんなでボールあそび 

・ゆうぎ室で遊ぶこと 

・レゴ 

・わからない 

・絵をかく 

・外遊び 

・子スタ会議 

・宿題（2） 

・出し物があって楽しい 

・小さい子と体育館で遊ぶ 

・場合による 

・食べ物など 

・他学年ともあそべる所 

・本を読む（10） 

・野球 

・友だちと楽しく遊ぶこと 

・友達とおしゃべりや遊ぶこと 

・友達と遊ぶ（2） 

・友達と話す 

・遊びに行く 

・遊んだことがない 

・様々の人との交流 

・こどもまつりにはよく行っています。子スタもたのしいです。 

・最近はいっていないので、覚えていません。ふつうかな。 

 

〈不明〉 

ゆうぎ室でふっかつ 

 

⑤ ◎どんなこと（もの）があったら児童館に来てみたいと思いますか？※来館経験のない 5 年生のみ 

・遊び道具（いろいろ） 

・あってもなくても行こうと思わない 

・イベント、なにかのまつり 

・おばけ屋しき（3） 

・音楽イベント（体験など） 

・ゲーム機（2） 

・ドッジボール 

・工作（3） 

・校舎を使ったイベント 

・サッカーのイベント 

・大きな遊具 

・ジェットコースター 

・食べ物 

・自由スペース 

・人狼ゲーム 

・スポーツ選手(芸人や有名人)とふれ合う会 

・大量のレゴブロック 

・楽しい遊び(ゲーム) 

・楽しいゲーム 

・楽しい祭り 

・発表会 

・たのしいもの 

・長なわ 

・てじな 

・みんなで出来るスポーツ、遊び 

・でっかいマット 

・何があっても行きたくない 

・なにがあるかわからない 

・習い事がなくてイベントがあったら 

・ブレダマスター 

・キッカーボール 

・本 

・みんなが楽しむことができるイベント、サービス 

・みんなで遊ぶ時間 

・みんなであそべる広い場所 

・みんなで楽しめるもの 

・遊具
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・本(ライトノベル 電撃、ＧＡ、ヒーロー、ＨＪ、ファンタジア、ファミ通) 

 

★児童クラブ登録者は普段している具体的な遊びが多く挙がっていた。5 年生からはイベント名や友達、年下の

子と遊ぶといった内容が多かった。 

★来館経験のない 5 年生からの要望には、すでに児童館にあるものから実現の難しそうなものまで多くの回答

があった。 

★子ども達は児童館を「みんなで遊べる場」と捉えていることが分かる 

 

 

⑥ 児童館で参加した事のあるイベントとその感想を教えてください
子どもまつり（去年３月）  54 

おはなみ会  5 

感謝祭 2 

プラレール大会  15 

地域公開セミナー（ゆかいな 3 人組） 33 

そあと 坪沼八幡神社  40 

交通安全教室 16 

１年生遠足  6 

２年生遠足  4 

そあと 砂場ワークショップ  10 

七夕飾り作り  4 

お泊まり会  14 

びり＆ブッチィ～のクラウンショー  10 

児童館まつり  63 

5,6 年生遠足 2  

そあと 新聞紙ワークショップ  13 

ハロウィンパレード  27 

クリスマス会  16 

地域公開セミナー（脳をきたえよう

＆ピアノコンサート） 
29 

新田合同ドッジボール大会  11 

3,4 年生遠足  1 

わくわくタイム  2 

てじなおじさん  36 

マミーさんの工作教室  30 

草笛の会  24 

ファンタジー  6 

きいてみよう！いってみよう！榴岡 

-榴岡のみりょく発見- 

 4 

ワイワイ明青塾  6 

その他  6 

〈感想〉 

◎子どもまつり（去年３月） 

・いろんな出し物があって楽しかった 

・お店がおもしろかった。 

・お店として参加した。つかれたが、楽しかった 

・ゲームがむずかしかった 

・けっこう楽しかった 

・たいへんだった(子スタをやったから) 

・たくさん食べたりして楽しかったです。 

・楽しかった（15） 

・たのしくて良かったです。 

・つつじで自分で買い物するのが楽しかったです。 

・つつじのお金がもらえるから 

・とても楽しかった（5） 

・まあまあおもしろかった。 

・まぁ色々？ 

・みんな親切でおもしろかった！ 

・みんな来てくれてうれしかった。 

・よく覚えていない 

・ろいろな物などがあって楽しかったです。 

・わたあめがおいしかった 

・わたあめがおいしくてもっともっと食べたくなる 

・わたあめとかあって良かったです。 

・わたあめなどがおいしかったです。 

・自分のキャラクターが選ばれてうれしかったです。 

・毎年違うお店もあって楽しかったです 

・毎年楽しいお店がいっぱいあって楽しかったです。 

・友達といっしょに楽しめました！ 

・友達と回ったりしてすごくたのしかったです。 

・食べ物がおいしかったです。中のショップもよかったです 

・すごく楽しい！完ぺきでした。スタッフも働き者でした。 

・スタッフとしてでたんですがとてもやりきったかんがあってたのしー 

・子どもスタッフさんたちがやさしくてしっている子たちがたくさんいた！ 

 

◎おはなみ会 

・さくらがきれいだった 

・ねんど作りたのしかった 

・みんなで楽しくあそべてたのしかった。 
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◎プラレール大会 

・あそべて楽しかった 

・色々なプラレールであそべてよかった 

・おもしろかった 

・楽しかった（4） 

・つくるのがたのしかったです 

・はしると楽しいです 

・プラレール大会 

・まあまあたのしかった 

・弟がとても楽しんでました。 

・いろいろなプラレールをつかえてたのしかった。 

・ちいさい子どもとあそべたのでいいけいけんになりました 

・弟はプラレールをいっぱいとっていろいろなでんしゃを走らせてました 

 

◎感謝祭 

・いろんなことができてたのしかった 

・おまつりがたのしかった 

 

◎地域公開セミナー（ゆかいな 3 人組） 

・楽しかった（2） 

・勉強になった。 

・榴岡のことをたくさん教えてくれておもしろかった 

・よく話していることがわかった。 

・いろいろな事（地いきの）を学べた。 

・ゆかいな３人組のはなしをきけてよかった。 

・いろいろ話が聞けて榴岡について知れた 

・地いきの知らないことを知れた 

・しらないことがきけた。 

・ねむかった 

・昔のことをよくしれました。 

・すごく昔のことを学べて楽しかったです。 

・昔がわかった。 

・勉強になった 

・いろいろなことを学べたのでよかったです。 

・たくさん学べた 

・地いきのいろんなことが知れた・分かった（2） 

・つつじの歴史がしれた 

・学習のさんこうになった 

・榴岡の歴史を知れた。 

・３人の話はとてもおもしろかった！ 

・いろいろな話をきけてよかった（2） 

・社会のためになったので活用したい。 

・榴岡のことをたくさん知ることができた、分かった（3） 

・榴岡のたくさんのことを教えていただいてたくさんのことを知った。 

・ゆかいな３人組をきいていろんなことをまなべて楽しかったです。 

・自分たちの住んでいる地いきについて知ることができて良かったです。 

 

◎そあと 坪沼八幡神社 

・アスレチックがおもしろかった。 

・いっぱい遊べてよかったです。 

・いぱいもりをたんけんできてよかった 

・いろんなアスレチックがあっておもしろかった 

・いろんなたいけんができてたのしかった 

・いろんな虫とかがいておもしろい 

・おもしろい 

・おもしろかった 

・しぜんっておもしろいね 

・しぜんとふれあえてたのしかった 

・しぜんを楽しめた 

・楽しかった（16） 

・ふつう 

・べんきょうできてよかったです 

・探検がたのしかった。 

・木がいっぱいあってすごかった

 

◎交通安全教室 

・色々知れた（3） 

・いろいろしれてよかったです 

・いろいろなこうつうのことがしれた 

・キャラクターがおもしろい 

・クイズがあって、難しかった 

・こうつうあんぜんがわかった 

・これからまもります 

・とびだしがどんなにいけないのかがわかりました 

・町のことがわかって良かったです 

・よくわかった 

・さいしょは交通安全教室がないと思っていたのであってよかったです 

 

◎１年生遠足 

・たのしかった（5） ・わすれた
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◎2 年生遠足 

・いろんなのがてきてたのしかった 

・すごく楽しくてまた行きたいとおもった 

・たのしかった 

 

◎そあと 砂場ワークショップ 

・いっぱい遊べてよかったです。 

・いろいろあそべるから 

・サバイバルせいかつがたのしかった 

・たくさんあそべてよかったです 

・楽しかった（3） 

・まあまあ 

・水浴びがたのしかった 

・すなやどろをまぜてチョコレートみたいなのをつくっておもしろかった。 

 

◎七夕飾り作り 

いろんなことがかけるから楽しかったです。 

とてもたのしかったです。 

花とかを作るのがおもしろかった 

図書館の方までいってたいへんだった。 

 

◎お泊まり会 

・いったことはないけど楽しそうだったから 

・おとまりが友だちとの思いでだったのでよかった 

・きもだめしで数珠をもらえてうれしかった 

・楽しい（2） 

・とてもくせんしたりした 

・みんなでご飯を作ったりして楽しかったです。 

・ゆう勝できて、うれしかったです！ 

・料理などを自分たちで作るのが楽しかったです。 

・ふつう 

・ふだんは、とまったりしないのでよいです。 

・みんなと遊んだりして楽しかったです。 

・みんなでいろいろなことができてうれしかった！ 

・自分でごはんを作るのがおもしろかったです。きもだめし、かい談もおもしろかったです。 

 

◎びり＆ブッチィ～のクラウンショー 

・www たのし！ 

・おもしろかった（2） 

・すごかったです。 

・ふたりのショーがすごくて、もう一度見たいです 

・とても芸が上手でした。 

・子スタですごく学べたのはわざとらしさです。 

・びりとブッチィ～がとてもてじながうまくてよかった

 

◎児童館まつり 

・いっぱいおきゃくさんがきて楽のしかった 

・いろいろかったりしてたのしかった 

・いろいろなものがあっておもしろかった（2） 

・いろいろな物を食べれて楽しかった。 

・いろんなものがかえてうれしかった 

・おいしかった。 

・おみせがいっぱい 

・おもしろかった（2） 

・がんばった。 

・こちらもものすごく楽しかったです。 

・こどもまつりよりもむっちゃたのしい 

・じどうかんまつりも楽しかったです。 

・すごく思いでをつくれました 

・スタッフのみんなとも楽しくできた。 

・すっごく楽しかった。 

・たいへんだった(子スタをやったから) 

・たくさんのお店があって、楽しいし、おもしろい。 

・たくさんのお店などがあって楽しい 

・たのしい(子スタのとき) 

・楽しかった（13） 

・つつじで自分で買い物するのが楽しかったです。 

・にせのお金で、なんかを買ったりできるので良い。 

・まあおもしろい 

・みんながんばっていていいと思いました 

・もう一度やりたいです。 

・やきとり、パターゴルフなどもおもしろかったです。 

・やきとりがおいしかったです。 

・やきとりなどいろいろあって楽しかった 

・楽しいイベント（2） 

・楽しいイベントがあって、良かった。 

・子スタでいろいろできて楽しかった 

・色々な店があって良かった 

・食べ物がおいしかった 

・大変だった 

・内容がおもしろかった 

・つつじというお金やつつじぎんこうなどいろいろなことがあって、楽しい 

・子スタでしたが先生たちのパフォーマンスがおもしろかったです。 
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・子どもスタッフがお店を出していてとても楽しい雰囲気でした。 

・いろいろなやたいがあって楽しかったりたいへんだなあと思いました 

・じどうかんまつりできんぎょすくいやいろいろやたいがあったおもしろい 

・じどうかんまつりでわたあめとかいろんなところがあるからたのしい 

・じどうかんまつりの時とはちがうなあと言うところとかもありました。 

・いままでのなかのおまつりでいちばんたのしかったです。 

 

◎５，６年生遠足（科学館＆台原森林公園） 

・お金をわすれてしまったけど楽しかった。 

・楽しかった。 

 

◎そあと 新聞紙ワークショップ 

・あるくのがたいへんだったけどたのしかった 

・いっぱい遊べてよかったです。 

・しんぶんが細かった 

・新聞で遊ぶのが楽しかった。 

・新聞のあめがおもしろかった。 

・新聞をいっぱいくるくるできて楽しかった。 

・楽しかった（4） 

・まあまあ 

・すごくおもしろかったです。たんけん・ひみつきちもおもしろいです。 

・そあとでねんどをつくっていろんなかたちにつくれたりできるからたのしい 

 

◎ハロウィンパレード 

・いっぱいおかしがもらえた 

・いっぱい友だちできた 

・おかしがたべれてうれしかった 

・おかしがもらえた 

・おかしをもらえてうれしかった（3） 

・おかしをもらえて楽しかった（2） 

・かそうしてたのしかった 

・こわいかっこうしたひともいたけどたのしかった 

・楽しかった（2） 

・とても楽しかった（2） 

・ハロウィンパーティーがおかしもらえてよかった 

・みんなで町を歩けて楽しかった。 

・仮そうした人がいっぱいいて楽しかった 

・他の学校の子たちといっしょにハロウィンパレードが出来て楽しかったです 

・地域の近くのお店の方からおかしがたくさんもらえて楽しかったです。 

・いろんなところでいろんなおかしをもらえてうれしかった 

 

◎クリスマス会 

・1 万つつじをもらってうれしかったです。 

・うれしい 

・おかしもらえたし楽しかった 

・おもしろかった 

・くじ引きがたのしかった 

・楽しかった（4） 

・ピアノで思い出のアルバムをひいたしドキドキした。 

・毎年楽しいショーがあるから楽しいです 

・メシうまい 

・プレゼントをもらってとてもうれしかった！！！ 

・よかった 

 

◎地域公開セミナー（脳をきたえよう＆ピアノコンサート） 

・いい勉強になったので、来年もやってほしい！ 

・演奏がとてもすてきでした 

・楽しかった（2） 

・すてきなメロディーがきけてよかったです。 

・脳についても知れてピアノもすごかった 

・脳のことがわかった 

・ピアノがすごかった（2） 

・ピアノが良かった。 

・ピアノのえんそうが、とてもすてきだった。 

・ピアノのえんそうがとてもキレイだった。 

・ピアノの音がキレイだった 

・ピアノの音色？はキレイだった 

・ピアノはプロのを近くで見れてよかった 

・ピアノや脳について知れて、面白かったです。 

・ものすごく自分のためになったと思う。 

・眠かった 

・脳について学ぶことができて良かった 

・脳について知った 

・脳について知れてよかった 

・脳のことがよく分かって、楽しかったです。 

・勉強になったり、いろいろ聞いて楽しかった。

・すごく瀧先生が脳のことについてすごく学べました。 
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・脳のこともしれたし、ピアノのえんそうもきけてよかったです。 

・脳についてとても勉強になりました。ピアノはすごくきれいでびっくりしました。 

・脳にはこんなことがあることを聞けた。ピアノのえんそうがとてもきれいだった 

・脳をきたえようで興味がなかったけどいろんな話をきいて楽しかった。ピアノはしっている曲で楽しかった。 

 

◎新田合同ドッジボール大会 

・The 運動 

・うまくよけたのがうれしかったです 

・おもしろかった 

・新田児童館でドッジボールをしてたのしかった。 

・しんけんにかてていそがしそう 

・新田児童館がつよかった 

・たのしかった 

・負けて悔しかったけど、楽しかった。 

・またやりたい。 

・もてなしをしっかりしていた。 

 

◎3,4 年生遠足 

・他の児童クラブと遊べてよかった（とくに公園のおにごっことか） 

 

◎わくわくタイム 

・たのしかった ・すごかった

 

◎てじなおじさんの工作 

・いろいろやるのが楽しかった。 

・いろんなてじながあっておもしろかったです 

・いろんなてじながあってすごかった 

・おうちのひとに見せたい。 

・おもしろいてじなだった 

・おもしろかった（4） 

・かんたんなてじなでたのしかった。 

・しかけがすごかった 

・すごかった（6） 

・すごかったです。おもしろい。 

・すごくおもしろかった 

・てじなができるようになってうれしい 

・としよりなのにすごい 

・どんなてじなかどきどきしました 

・なんかほぼてじなじゃないけど楽しかった 

・びっくりした 

・マジックがすごかった。（2） 

・マジックがバレバレだった。 

・たくさんの楽しいてじなが見れてとても楽しかったです。 

・マジックがわからなかったからマジックがしれてよかった 

 

◎マミーさんの工作教室 

・あれだけでつくれるんだね 

・いろいろつくってたのしかったです。 

・いろんなこうさくがあってたのしかった 

・おもしろいこう作がたのしい 

・オリジナルのものを作れて楽しかった。 

・こうしたらこうなるんだなということがわかった 

・しらないこうさくだった。 

・すぐできてたのしい 

・すごい作ひんが作れておもしろかった。 

・ぜひ実せんしてみたくなった。 

・できてうれしかった 

・できればもっとやりたかった 

・バックとか楽しかった。 

・バックを作って楽しかった。 

・楽しかった（7） 

・簡単なのがたくさんあってよかった。 

・工作では色々作れて楽しかったです、 

・最近はいかないけど作り物は楽しかった。 

・上手に作れてうれしかった 

・わたしは工作がきらいだったけど、工作が出来て来たのですきになりました 

 

◎草笛の会 

・良い音がした 

・いろんな草笛があって楽しい 

・音がでた 

・きれいだった 

・草ぶえがふけるようになってうれしかった。 

・すごいふけて楽しかった。 

・楽しい 

・ちょっとふけた。 

・できてうれしかった 

・できなかったけどたのしかった 

・なってうれしかった（2） 

・苦手だったけど、たのしかったです 

・はっぱってすごい 

・ふくのがむずかしかった 
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・ふけると楽しい 

・むずかしかった。 

・草笛のしかたをおしえてもらえてよかった 

・むずかしいけどちょっとだけふけたことがありました 

・いろんなくさぶえがあって１こしかできなかったけどとってもたのしかった。 

 

◎ファンタジー 

・すごかった 

・たのしい 

・人形をつくるのが楽しいから 

・去年までやっていました。人形をつくるのと話をえんじるのがワクワクしました。 

 

◎きいてみよう！いってみよう！榴岡-榴岡のみりょく発見- 

・たのしい 

・つまらないからやめろ！？ 

・勉強になった。 

・よくわかった 

 

◎ワイワイ明青塾 

・いろいろなあそびができてたのしいです。 

・おもしろかった 

・おりがみやいろんなことが楽しかった。 

・自分でもやりたい。 

・楽しかったです。 

・むかしあそびが楽しかった（おりがみとか） 

 

◎その他 

・スタッフのあいさつ 

・スタッフのあいさつがよかった 

・ペパピポ大会すごくたのしかった 

・本がいっぱいあった(バザー) 

・楽しかった 

・えいがを見たりするのは楽しかった。

 

 

★おまつりの感想では参加者として楽しんだ感想や子どもスタッフとして活躍したという感想が多く寄せられ

た。子ども達はおまつりをとても楽しみにしている様子が分かる。 

★今年度榴岡小学校の授業と併せて行った「地域公開セミナー」の感想から、子ども達が様々なことについて知

るきっかけになっていることが分かる。 

★新田児童館と合同で行った「ハロウィンパレード」「ドッジボール大会」や富谷市の児童クラブに遊びに行っ

た「3・4 年生遠足」は異なる地域の子どもたちとの交流になったので、今後も継続したい。 

★定例行事では「工作」に人気があった。ものを作るのに興味があることが分かる。 

 

 

⑦ 子どもスタッフについてどう思いますか？ 
・？ 

・OK だと思う 

・いいえ 

・良いと思う（75） 

・いいと思います。これからもそれでいいと思います 

・いみがあんまりわかりません（2） 

・いろいろがんばっていて、やってみたいです 

・いろんなことができてうれしい。 

・うれしいです 

・うん、いいね（ぎゃくいいね ww) 

・えらい 

・おまつりはたのしい 

・おもしろい 

・おもしろい。たのしい。 

・がんばった。 

・緊張する（2） 

・計画をたててだいしとってはたらいてるなと思う 

・子スタだからわからない 

・子どもスタッフやってません 

・じぶんでかんがえたものであそぶのがたのしい 

・知らない（2） 

・しんけんにかてる 

・すごいと思う（2） 

・楽しい（3） 

・たのしいおまつりにしてくれるのでいいと思います。 

・たのしいかんがえがあってたのしかったです 

・とても良いと思う（3） 

・とてもすばらしいと思う。 

・友だちと遊んでいる 

・ふつう（5） 

・べつに 

・ぼく子スタだけどみんながんばっている。 
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・まぁぃぃと思うよ。 

・むずかしい 

・めんどくさい。 

・わからない（13） 

・良い考えだと思う 

・いいと思う。もっとつづけてほしい。 

・良いと思う。やりたい人がやれば良いと思う。 

・いいんじゃないですか。 

・色々な意見が出て良いと思います。 

・大人がやるべき。 

・がんばっている 

・がんばってやってまーす。 

・行動力があがっていいと思います。 

・子どもたちが中心に計画していていいと思う。 

・子どものためになると思う。 

・子どもも活躍できるから、いいやり方だと思う。 

・子どもも考えながらあそべるのでいいと思います 

・子どももスタッフとして働くのがいいと思いました。 

・参加して学べて、とても良いと思います。 

・参加者として楽しいと思うのでいいと思う。 

・自分たちの力で計画してやるのはいいと思う。 

・自分でも考えたい 

・自分にしょうらい役立つと思うのでいいと思います。 

・自分もやったけど沢山準備して大変だった 

・すごいと思います。 

・すごいと思う(3) 

・すごくいい考えだと思います。 

・すごくいいと思う（2） 

・すごくえらいです。自分もやってみたい。 

・すごくほこりをもてると思う 

・すばらしい。 

・積極的でとても良いと思う 

・体験できるから、いいと思う。 

・楽しいし、かつやくできるのがいい。 

・楽しくてとてもいいと思う 

・楽しそうで自分でもやってみたいと思った。 

・ちょっと対応がひどい。 

・とても良いと思う（4） 

・とても積極性が増える人が多いと思います。 

・なんとも思いません。 

・一人一人の考えを聞けて悪くないと思います。 

・普通にいいと思います。 

・みんなの(榴岡)ためなので良いと思います。 

・みんなのやくにたっていいと思います。 

・むずかしそうだなと思う。 

・めんどくさい 

・やることがいいと思います。 ・よく活躍していると思います。 

・こどもまつりは大変ですが子スタはすごく楽しいです 

・遊ぶだけじゃなく、自分の考えることは良いと思います。 

・運営がわのたいけんができるいいきかいだと思います。 

・みんなが楽しめるおまつりにできてすごいと思いました 

・子どもたちが計画できるのはとてもいいことだと思います 

・すごいと思います。これからもつづけていいと思います。 

・1 人 1 人が児童館の人みたいで、とってもいいと思う。 

・やる人がたりないのに参加しているのが良いと思います。 

・子どもでもちゃんと運営をするのはすごいと思います 

・自分達で考え計画するのは力がつくので良いと思います。 

・１人１人が意見を出して運営ができるのはいいと思う 

・子どもが運営がわになるのは、あまりないから、いいと思う。 

・みんなしんけんにけいかくしていてすごいと思いました。 

・みんながスタッフとして計画や運営するのは、いいと思います！ 

・みんなのために計画などしていてとてもすごいと思います 

・子どもに考えてもらうというのは、より、たのしくなると思います。 

・こういう活やくをぼしゅうしているということがすごいと思いました。 

・大人だけじゃなく子供がしきをとるのは良いけいけんになると思う。 

・大人だけでなく子どももスタッフとしてやること、良いと思います。 

・いろいろな事をけいかく、じっこうしているのが良いと思います。 

・がんばってじどうかんまつりや子どもまつりのじゅんびをしてすごいなと思います。 

・つつじまつりといっしょの運営のしかただからいいと思う。(3～6 年) 

・みんな楽しんでもらえるように、おもしろいイベントを考えてえがおになってほしいです。 

・あんまりきんちょうしないようにしたほうがいいと思います 

・自分は、スタッフをやっています。他の人にも楽しいのでぜひやってみてほしいのです。 

・良いと思います。運営するがわだと、たくさんの接客などをできるので良いと思います。 

・いいと思います。大人になって役立つことをしているのではないでしょうか。 

・いいと思います。子どもの考えを出すことで、子どもにあった遊びができると思うから 
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・いいと思います。自分たちがせっきょく的にやっているので。 

・いいと思う。こどもが考えを出すことで、自分がしたいゲームと同じようなゲームがでると思うから。 

・やったことはないんですが、自分の考えを出しあうのはすごいと思います。 

・いつも、自分と同い年くらいの人が運営していると思うと、すごいと思います。 

・子どもなのに活躍していてすごいなと思いました。わたしはきんちょうしてできないのでわたしにとってもす

ごいことだと思います 

・自分達で児童館まつり・こどもまつりを作り上げていくのはお客さんに喜んでもらうことを考えるととても楽

しいし、他人のために動くというのはいいと思います。 

 

⑧ 子どもスタッフをやってみたいと思いますか？ 
やっている 15 

やってみたい 36 

やってみたいけど忙しい 78 

やりたくない 94 

 

★子どもスタッフの活動については肯定的な意見が多かったが、「やりたくない」との回答も半数近くあった。

「子どもスタッフ会」がどのような活動なのか等をもっと伝えていきたい。 

★「やってみたいけど忙しい」という子どもの事情が伺えた。 

 

 

⑨ 児童館のものやイベントで「あったらいいな」「こんなことしてみたいな」「こんなことしてほ

しいな」と思うものがあったら、教えてください。 
・「日常」（マンガ）の続きがほしい。 

・〇〇ファンクラブ 

・1 週間に 1 度、プールに入る。 

・１対１のドッチボールトーナメント 

・18 時以降からのボール遊び放題 

・PC 

・いかりばくはつゲーム 

・いすとりゲーム（3） 

・イベントゲームの大会 

・イベントはじゅうじつしているので特にない 

・イベントをもっとふやしてほしい 

・いまのままでいいです 

・いろいろ 

・うたコンテスト 

・えいが 

・おにごっこ大会 

・おままごとのキッチン（3） 

・お化け屋しき（2） 

・お部屋を広くしてほしい。 

・かえる 

・カラオケガチさいてん！！ 

・カラオケ大会 

・ガラル地方のポケモンがのった本 

・キャラまつり。 

・クイズ大会 

・クジビキ 

・クリスマスお楽しみ会で、飾りつけをすることです 

・クレーンゲーム 

・ゲーム（2） 

・ゲームの１本けんばんやりほうだい 

・ゲームもち放題 

・ゲーム大会（2） 

・コンサート 

・サッカーのイベント 

・ざっか物をふやしてほしい 

・シーソー 

・じどうはんばいき、 

・しゃてき（3） 

・じゅうぶん楽しいと思います 

・スタンドティー。 

・スポーツ祭り 

・スポーツ大会 

・ゾイド大会 

・タグラグビーをしたい。 

・タピオカ 

・タピオカのおみせ（3） 

・ダンスパーティー 

・ちょっとだけかたいボール。 

・てつぼう 

・ドッチボール大会 

・トミカ大会。クレーンゲーム 

・トランポリン（2） 

・ながなわ大会 

・なわとび大会（2） 

・地いき交流会みたいなの 

・ニンテンドースイッチ 
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・バザー(ようふくとかアクセとか。) 

・ビー玉 

・ビンゴ大会（2） 

・ふっかつ 

・ふっかつトーナメント 

・フルーツバスケット 

・ぶんぶんごま 

・ボウリング大会 

・ボーリング 

・ボール遊びを一日中やるイベント（やすみなし） 

・ポケモンのにんぎょう 

・ポケモン図鑑ふやしてほしい 

・マジック 

・まじっくをしてほしい 

・まんががあったらいいな！ 

・ミズノのグローブ 

・むかしのあそび 

・もう少し、お祭りの量とかをふやしてほしいです。 

・もっとおもちゃ増やしてほしい。 

・もっとゲームをふやしていい 

・やりたいけど忙しい 

・ゆうぎしつの大きなブロックがもっとほしい。 

・わからない（4） 

・わたあめづくり 

・映画をみたい 

・音楽イベントがあったらいいです。 

・学年かんけいなくえんそくをしたいです 

・楽しいこと全部 

・鬼滅の刃 

・鬼滅の刃のマンガぜんかん 

・金属バット 

・工作 

・工作(かんバッチなど) 

・広い所 

・今やっているもので十分いいと思う。 

・子スタのクラス上げ 

・子ども自由 

・紙しばい 

・児童館運動会 

・児童対こう鬼ごっこ 

・前にポケカ売ってたからまたやってほしい 

・全員参加の何か大きいイベント 

・続けてほしい。 

・大会 

・大読書祭！ 

・地いきの人たちもできる大きなイベント 

・豆つかみ大会（競争）（4） 

・読み聞かせ 

・発表会 

・百人一首大会

・部屋の模様替え。 ・分３から、分１、分２、本館に行きたい。

・平日に然をし 

・本 

・本体験、かがくあそび 

・野球大会

・児童館でスターウォーズエピソード８をみんなで見たい 

・みんなが友達となかよくするイベントとか良いと思います 

・シルバニアの家具や家をほんかんみたいに大きくしてほしいです。 

 

 

⑩ 今ハマっていること、まわりで流行っていること 
・CC レモン 

・DS 

・SNS 

・アイス食べる。 

・あやとり（4） 

・いっせーのーで 

・インスタ（2） 

・エンダードラゴンごっこをしてる 

・おて玉 

・おままごと（2） 

・カードゲーム 

・ガールズガールズにハマっています 

・カレーライス 

・かわいいもの 

・かわいい文房具。 

・クレープ（2） 

・ゲーム（10） 

・ゲーム（スイッチ） 

・ゲームセンター（2） 

・ゲームのなかま 

・けんだま 

・コロコロ、コロコロオンライン 

・コロナウイルス 

・シャーマンキング 

・じゃんけん（2） 

・小説のコナン 

・じょぎせん 

・スイッチ 

・スイッチのフォートナイト（4） 

・すみっこぐらし（6） 

・すみっコぐらし（とかげ） 

・ゾイド 

・ソードウルトラかいじゅうバトル部リーダーズ 

・タピオカ（5） 

・ちくわ 

・ドミノ 
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・ドラゴンボール 

・ドラマ 

・トランプ（3） 

・パズルをくみたてること 

・ピアノ（4） 

・ふっかつ 

・フリスビー 

・ブロック 

・べつに 

・ペパピポ 

・ボール遊び（2） 

・ポケモン（3） 

・ポケモン GO 

・ポケモンシールド 

・ポケモンテレビみる 

・ポケモンのうつしえ 

・ポケモンバトル 

・マイクラ（2） 

・マンガ(七つの大ざい) 

・やきゅう 

・ユーチューブ（3） 

・ゆめのまちさしちさしちょうめ 

・よねづけんし 

・ラーメンを食べたい。 

・ルービックキューブ 

・レゴでピタゴラスイッチ 

・レゴブロック 

・わからない（3） 

・ワッフル 

・王里里予 

・絵 

・鬼滅の刃（7） 

・鬼滅の刃（紅蓮華）（2） 

・紙人形 

・読書（3） 

・友だちと遊ぶこと 

・踊る 

 

〈5 年生〉 

・DAPUMP 

・PS4 のモンハンアイスボーン 

・RE:ゼロから始まる異世界生活 

・ReRIRI・LOVETOXIC の服を買う 

・TikTok（4） 

・TWICE（2） 

・UNO 

・YouTube（4） 

・アニメ  

・アプリ 

・いたいのはい 

・イラスト（2） 

・インフルエンザ（3） 

・ウイイレ 

・おにぎり～（2） 

・おにごっこ（2）

・かたき 

・キンプリ 

・ゲーム（5） 

・コード・ブルー 

・サッカー 

・サッカードリブルをみがくこと 

・じょうぎ戦争(ジョギバト) 

・ジョジョ（2） 

・スイッチ（3） 

・スイッチ(スプラトゥーン２、スマブラ) 

・スクイーズ（2） 

・スケートボード 

・スマブラ（2） 

・すみっコぐらし（2） 

・タピオカ（6） 

・ツムツム、 

・デスゲーム 

・デュエマ 

・ドッチボール、 

・ナンジャモンジャ 

・にゃんこだいせんそう 

・バインタイン 

・ひげだん 

・フォートナイト(ゲーム)（12） 

・ボーカロイド(シャルル) 

・ポケモン大好きクラブ（ヤフーキッズ） 

・マラソン 

・やなので防ぎょ力に極ふりしたいと思います 

・ゆるキャン△ 

・ライトノベル 

・ラグビー 

・わからない（3） 

・音楽 

・音楽ゲーム 

・歌をうたう 

・絵をかくこと。 

・鬼ごっこが流行っています。 

・鬼滅の刃（68） 

・鬼滅の刃、 

・工作（2） 

・七つの大罪、 

・小説 

・人狼ゲーム（13） 

・東方プロジェクト、 

・読書（2） 

・髭 
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・文ぼう具、 

・米津玄師  

・僕のヒーローアカデミア（2） 

・魔法科高校の劣等生 

・名前の最後にこをつけること（女子で） 

・野球 

・マッキ-の歌（どんなときも、世界に一つだけのはな） 

 

 

⑪ 放課後や休日の過ごし方 ※5 年生のみ 
〈男子〉 

どこで だれと なにしてる？ 

家 ふたり フォートナイト 

兄 ゲーム 

妹 遊んでる 

弟 ゲーム 

キャッチボール 

音楽を聴く 

親 カードゲーム 

勉強やだらけている 

家族 ダラダラしている 

ひとり スマホ 

読書 

他人 ゲーム 

友達 スイッチ 

フォートナイト 

野球してる 

ゲーム 

オンラインゲーム 

ひとり ゲーム 

本よみながらゲーム 

勉強 

寝ている 

家族、習い事の友達 ゲーム 

イオンモール 家族 買い物 

いろいろ 親友 遊んでる 

エントランス 友達と ゲーム 

遊んでる 

学校 友達 中当て 

榴少年野球クラブ 野球 

キッズルームで 友だちと 遊んでいる 

グラウンド、校庭 友達 サッカー 

グランド 小学６年生～小学３年生、コーチ、

監督 

野球 

公園 同じ学年の人 短縄 

おにごっこなど 

同じクラスの人 鬼ごっこ 

友達 ドッチボール 

ゲーム 

ボール遊び 

サッカー 

校庭 友達 遊んでいる 

放課後遊び 
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家族 遊んでいる 

のんびり 

部員 野球 

サッカーできる場所 サッカークラブのみんな サッカー 

外 友達 ゲーム 

外遊び 

友達の家 友達 ゲーム 

宿題 

遊んでる 

スポーツ 

東六など 友達 サッカー 

プール 妹と弟とお父さん 習い事をする 

放課後 男 ドッチビー 

マンション近くの広場 家族 散歩、おにごっこ 

友達 散歩、おにごっこ 

野球場 野球チーム 野球 

野球の練習 チームメイト 野球 

家 同じクラスの人 おにごっこ 

友達 テレビ 

遊んでる 

外 友達 外遊び（外） 

外あそび 

公園 家族 散歩、おにごっこ 

友達 散歩 

野球 

校庭 家族 野球 

児童館 みんなで 子スタ会議 

校庭 習い事の友達 野球 

 
 

<女子> 

どこで？ だれと？ なにしてる? 

家 ひとり テレビ 

ゲーム 

家族 ゲーム 

友達 ゲーム 

ひとり アニメ 

動画 

寝ている 

友達 遊んでる、かたってる 

家族 遊んでいる 

友達 遊んでいる 

家族 テレビ 

ひとり 勉強 

読書 

漫画を読む 

絵をかいている 

くうき はなしてる 

家族 だらだら 

ひとり ピアノを聞いている 
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家族 勉強 

友達 遊んでる 

家族 ゆっくりしてる 

ひとり ぼーっとしている（たまに） 

お母さん かたづけ 

ひとり テレビを見ながらスマホをいじる 

弟達 遊ぶ、おしゃべり 

ひとり 音楽を聞いている 

ごろごろしている、ボカロ 

宿題 

駅 お母さんと お買い物 

学校 吹奏楽の人と 演奏 

練習 

友達 吹奏楽 

キッズルーム 友達 ゲーム 

遊んだり、DIY してる 

いつもとメンバーと 遊ぶ 

ゲームセンター ひとり 音ゲー 

家族 音楽ゲーム 

児童館  スタッフ  こどもまつりの計画  

塾 先生 勉強 

スタジオ 同じダンスの人と ダンスのれんしゅう 

仙台駅など ならい事の友達とお母

さんなど 

 

外 友達 遊んでる 

かたってる 

家族 遊んでいる、買い物する 

友達 買い物する 

体育館 チームの人 バスケの練習 

みんな バドミントン 

家族 バドミントン 

原町小学校 友達 バスケットボール 

宮城野小学校、東宮城野小学

校 

ジュニアの人たち バドミントン 

家 友達と おかしを食べたり… 

ひとり インターネット 

公園 友達 鬼ごっこなどの遊び 

ゲーム 

遊んでる 

家族と 犬の散歩をしてる  

友達や家族 あそんでいる。 

中央通り 親 ショッピング 

友達の家 友達 おしゃべり 

おかしを食べたり… 

遊ぶ 

ゲーム 

DIY してる 
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〈不明〉 

どこで？ だれと？ なにしてる? 

家 １人で ゲームをしてる 

 

★子どもたち一人一人の遊びやイメージを聞くことができた。子ども達が率直に答えてくれており、アンケート

を身近なものと感じてくれていることが伝わってきた。 

★児童館に対しての要望は様々挙がっているものの、もう十分あるとの声もあった。 

★流行・過ごし方どちらをとっても SNS やゲームなどデジタルなものが多く挙がっている。 

 

 

⑪ 心配していることや困っていること 
・あそびたい人とあそべない 

・あそんでくれない(友だち) 

・あるっちゃあるけどないからない 

・おこづかいが減ってきた 

・お金がたまらない 

・かいもの 

・かぜ  

・けが 

・ことばづかい 

・宿題のじゃまをしないでほしい 

・職員がすぐあそんでくれない 

・新型コロナウイルス（8） 

・新型コロナウイルスやインフルエンザ 

・名札をなくした 

・ねているとき工事がうるさい(やきいも屋も) 

・マンガほしい 

・ゆうぎしつでのけんか 

・わからない（3） 

・わるぐち けんか 

・何でももってきてよい 

・鬼滅の刃 19 巻が売り切れてて困ってる。 

・友だちが悪口やぼうりょくをしていて困っている 

・友だちとの関わり方（3） 

・友だちの言葉づかい ぶつかってもあやまってくれない 

・インフルエンザやコロナウイルス 人とずっと一緒にふれあっていてうつりたくないこと。 

・イベントのお金をもっと貯金できるようにしてほしい。 

・学校から児童館にいったらランドセルをおろすときにボールが顔にあたったからランドセルをおろすときはボ

ールをやめてほしい 

 

 

★アンケート実施の時期（2020 年 2 月）もあって感染症への不安の声が多く寄せられた 

★友だちとの関わりで不安があるという記述も複数あり、子どもの胸の内が見て取れる。子ども達を見守る中で、

更に職員が一人一人に寄り添っていく必要がある。 
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令和元年度 榴岡児童館アンケート集計結果（中学生、高校生） 
2020 年 2 月中に実施 

回答者 354 名 
（中学 1 年生 351 名、中学 3 年生 1 名、高校 2 年生 2 名） 

①榴岡児童館に来たことがありますか？ 
 

 

 
（そのほかは無回答） 

 

②どんな目的で来館しましたか？（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③児童館でなにをしましたか？（感想や意見も） 

 

・４時になるまで友だちと宿題をしたり、遊んだり、

映画を見たり、ピアノをしたりしていました。 

・６～７才の時、他に遊びにきてた子たちと鬼ごっこ

や秘密基地作り 

・遊ぶ物がたくさんあったから楽しかった。お菓子も

食べれたからよかった。 

・遊んだ（4） 

・いつも通りの感じでした。 

・イベントで遊んだりした。 

・いろんな人と交流をした。 

・いろんな本やマンガがあって面白かった 

・打合せをした（2） 

・映画を見たりした。 

・えんそくとか 

・オセロ 

・弟のお迎え 

・大人の方と一緒に七夕飾りを作ったりしました。に

ぎやかな場所で楽しく、過ごしやすかったです。 

・お泊まり会。 

・ボードゲーム 

・お祭りがあったのでそのお祭りに友達と行った。た

くさん楽しむことができた。 

・お祭りのお手伝いや妹の迎えに行った。 

・お祭りのように食べ物を食べたり物を買ったりする

こと。本物のお金じゃなかったのでよかったです。 

・おもちゃで遊んだ。 

・かたき 

・館内をぐるりと見ただけです。ピアノやたくさんの

本がありました。 

・クリスマス会のカラオケのボタンを押したり、小学

生と遊んだりしました。とっても楽しかったです。 

・ゲームでお金をかせいで、かわいい小物を買ったり、

スーパーボールすくいをしました。 

・子どもが可愛い。 

・子どもスタッフの活動をしました。私が小さいとき、

とっとくらぶに入っていました。 

・子供のお世話 

・三年間ありがとうございます！ 

・宿題をしていた（3） 

・小学生の頃、本物じゃないお金で児童館で買ったり

するイベント。(バザーみたい)本物のお金じゃなく、

物を買ったりできたので楽しかったです。 

・小学校のときに児童館まつり（？）であそんだ。 

・小学校のときは、児童館まつりなどの子どもスタッ

フをした。 

・職員と遊んだ。 

・職員の方とお話 

・吹奏楽の演奏（クリスマス） 

・少し遊んでいた。 

・スタッフの方と遊んだりしました。ピアノとかもあ

ってとても楽しかったです。 

・スタッフの方としゃべった。 

・せんべいを食べた 

・外で遊んだりした。イベントでは、小さい子たちと、

仲良くできて、楽しかった。 

・外で立っていた。あまり楽しくなかった。 

・小さいころなのであまり覚えていませんが、何かし

らで遊んだ記憶があります。 

はい  92 

いいえ  107 

遊びに来た 49 

イベントに参加 50 

ボランティア 14 

妹や弟の迎え 12 

元児童クラブ 25 

その他 8 
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・その時はイベントがあったので行きました。児童館

の人がとてもやさしくておもしろくて楽しかったで

す。 

・楽しかった。（2） 

・短時間ではあるが子どもたちと遊んだ（2） 

・小さい子(赤ちゃん)などとも遊んだ。（3） 

・つつじまつりなど 充実していて楽しかったです。 

・転校する友達と別れパーティ的なことをした。 

・読書（12） 

・ドッジボールなどをして遊んでいた。（３） 

・とてもひろくて遊び道具がたくさんあった。 

・とにかく遊びました。後輩先輩関わらずに一緒には

しゃいでました。 

・友達と遊びました（8） 

・友だちと遊ぶ。雰囲気がよく、スタッフも優しくて

毎日楽しかったです。 

・夏祭りのとき、やきとりを食べて内で遊んだ。楽し

かった。 

・なにもしていない（2） 

・にぎやかでいいと思った。 

・人形であそぶ  

・パターゴルフなど 

・ピアノを弾いた（5） 

・勉強や遊び 

・ホールでなわとびや卓球、庭で一輪車や鬼ごっこな

どをしました。毎日児童館の先生が遊んでくれて楽し

かった。 

・ホールでボール遊びをした。楽しかった。 

・ボランティア(おまつりの) 

・ボランティアの人たちと遊んだりしました。（2） 

・本の数がとても多くてうれしかった 

・みんな楽しそうにドッチボールや鬼ごっこをしてい

てとてもにぎやかだった。 

・みんなでゲームをしたり、なわとびをした。 

・みんな仲良く楽しそうに遊んでいたので良かったで

す。 

・みんなのびのび遊んだり、勉強したりしていたので

いいと思った。 

・昔、遊びに行ったが覚えていない。（3） 

・焼き鳥を食べた。とてもおいしかった。 

・遊戯室でドッジボール、ながなわ、つみきみたいな

やつ、エグザイルのダンスなど 

・榴小の校庭で、サッカーをしたり鬼ごっこをした。

とても楽しかった。 

・榴小の吹奏楽の演奏をした 

・ワイワイ夏祭りなどでわたあめや、かき氷をたべた。

それをつくる人たちがすばやくつくっていたので、ス

ムーズにすすんだのがよかった。 

・ワイワイ冬祭りあと、児童館で本をよんでたり、ボ

ランティア（クリスマス会）で小学生と話したりした。 

・忘れました。 

・紙の人形を使って遊ぶ(マーボーのやつ) 

・児童館まつり  

・将棋 
 

 

★榴岡児童館へ来たことがある・ないがほぼ同数である。イベントや以前遊びにきたことがある、幼児や赤ちゃ

んと遊んだ中学生が多くいることが分かった。中学生になっても継続して来館したいと思える児童館を考えるヒ

ントをもらった！ 

 

 

④児童館の雰囲気や印象はどうでしたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

⑤児童館のスタッフの対応はどうでしたか？ 
 

 

 

 

 

 

満足 66 

やや満足 15 

やや不満 1 

不満 2 

満足 74 

やや満足 15 

やや不満 1 

不満 2 
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⑥児童館への希望や疑問を教えてください 

・〇〇ミニ大会的なもの 

・３時のお茶タイム 

・ＷｉＦｉがあったらいいなと思いました。（2） 

・あそぶことはできる？（2） 

・遊びは何があるんですか？ 

・遊ぶための遊び道具はありますか。 

・アニメなどのマンガはありますか？ 

・安全第一で生活を送った方が良いと思います。（安

全第一の方が良いと思うのは子供のほうです。） 

・いつもはどんなことをしているのか？ 

・いつ利用できるのか 

・イベントとかはやっていますか？ 

・イベントは１年に何回くらいしてますか？ 

・イベントを増やしてほしい 

・今のままで良いと思います。 

・いろいろな学年と交流してみたい。 

・歌うま～ 

・運動ができる場所 

・映画の上映会とかをしていたら行きたくなります。 

・映画の上映などはやりますか？ 

・えいがを見れたらいいな 

・置いてある本は借りれる？ 

・お楽しみ会 

・鬼ごっこがしたいです！！ 

・学習会はありますか？ 

・学年関係なくいろんな人と遊びたい。 

・学年関係なく楽しめるイベントを行ってみる。 

・楽器講習会はありますか？ 

・カフェみたいなことをして欲しいです。 

・仮面ライダーのベルトとかあったらいいなぁ… 

・擬似的に職業を体験できるイベント 

・来た人を楽しませることをしてほしい 

・キャンプなどはできるのか知りたい。 

・休憩スペースなどをつくってほしいと思いました。 

・ゲームして遊びたい 

・校庭でサッカーや野球はできますか？ 

・子たちと遊ぶ機会が増えるといいです。 

・今後英語を教える予定です（2） 

・最近人気のアニメのなにかしらがあれば良いんじゃ

ないですか？鬼滅とかバンドリとか 

・様々なスポーツや遊びができる広いところがあるの

か 

・さんぽ 

・自習室のような場所はありますか。 

・静かな場所があり、勉強できる雰囲気はあります

か？ 

・児童館（榴岡）では、主にどんな活動・なにをする

のですか？ 

・児童館に本を読むところはありますか？ 

・児童館の子どもたちと遊んでみたい。 

・児童館の小学生と遊べたらいいなと思います。 

・児童館のなかでスポーツはできるか。（2） 

・スマホなどもってきていいか？ 

・積極的に話しかけてほしい。いけないことをしてい

るときはすぐ注意してほしい。 

・外遊びの道具はありますか？(バドミントン・サッカ

ーなど) 

・外での遊びはどのような場所でしているのですか。 

・その年にあわせた行事がたくさんあると良いと思う 

・体育館はある？（３） 

・体育館で何ができますか？ 

・体育館をかりたりできるのか 

・たくさん遊べたらいい。 

・たくさんスポーツしてみたい。 

・卓球にしたしむ会？みたいな 

・卓球はできますか？（3） 

・楽しめるものがあればいいです。 

・黙って好きなことをやれる所がほしい。(変な業事は

やめた方がよい) 

・小さい子(未就学児)と遊んだりするイベントがある

とうれしい。 

・小さい子たちと、なにか作ったり、新しい友達をつ

くったりしてみたい 

・小さい子供とのびのびと遊べますか？ 

・中学、高校でも寄りやすくしてほしい。 

・中学生が小学生を気にせずすごせる部屋や時間がほ

しい 

・中学生合宿をもっと増やしてほしい 

・中学生専用の部屋はあるんですか？ 

・中学生でも楽しめるか？ 

・中学生でも楽しめるような遊びはありますか？ 

・中学生と小学生が交流するイベント 

・中学生のボランティア募集を増やしてほしい。 

・中学生は、何時までいれますか？（2） 

・中学生も小学生と遊べる所を作ったらいいと思う。 

・中学校全体で参加できるようなイベントがほしいで

す。 

・中高生がきがるに参加しやすいイベントがあるとい

いなって思います。 

・中高生の本気ののど自慢大会 

・月２回～４回、児童館に中高生が行って本の読み聞

かせをする。 

・榴岡児童館には何があるのでしょうか(名物のよう

な) 

・榴岡児童館はどこにありますか？（4） 

・榴岡児童館をしらないから、何があるかわからない。 

・つつじまつりで自分で作って自分で売るような個人

でやってみたいです！ 

・テレビはありますか？ 

・どういうことができるか 

・どこにあって、何ができるのか？ 

・どのくらい本がありますか？ 
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・どのようなスポーツができますか？ 

・友だちと一緒に遊んでみたい。 

・トランプはある？ 

・どんなことができますか？（5） 

・どんなことができる場所なの？ 

・どんな本がありますか？作家さんとか（2） 

・どんな利益がありますか？ 

・夏まつりなどはありますか？ 

・何か友達と一緒にできることはありますか？ 

・なにかの教室みたいなのはあるんですか？ 

・何をしてあそべるんですか？（3） 

・なにをするところなのか分からない（3） 

・縄とびができるか。みんなで遊べる所があるか。 

・寝る場所 

・のびのびとスポーツとかができたら良いと思う。（卓

球、ドッチボール） 

・バスケがしたいです（5） 

・バスケットゴールはありますか？（3） 

・バスケやバレーボールができる広い体育館があった

らいい。（2） 

・バドミントンができる体育館はありますか？ 

・バドミントンはできますか？（2） 

・バドミントンやバスケなど室内でするスポーツをし

てみたいです。 

・バリアフリーデザインの物はありますか！ 

・バレーボール大会 

・フットサルはできますか？ 

・フリーワイファイはありますか 

・勉強ができるスペースはありますか（4） 

・勉強スペースを広げてほしい 

・勉強する部屋と遊ぶ部屋が分かれているか 

・ボードゲームがあるなんてすごい！！ 

・ボードゲームはどれくらいありますか。 

・ホール(体育館的なの)ありますか？ 

・本(マンガ)があってほしい。（4） 

・本の貸し出しはありますか。 

・本の種類をもっと増やしてほしい（2） 

・みんなが楽しく笑いあえるようなことをしてほしい 

・無重力空間をつくる。 

・めいっぱいあそべたらいいな 

・もうすこし、勉強の場所を、つくること。 

・もっとおもしろそうなイベントをするべき 

・もっと交流を深められるよう、イベントをする。 

・物のとり合いがないようにしたい 

・ラグビーってできますか？ 

 

★児童館の雰囲気やスタッフの対応には満足している意見が多い。 

★児童館への希望や疑問は、実際に訪れたことのない人から、どのような設備があるのか、どこにあるのかとい

った疑問が多く寄せられた。体を動かすスポーツをしたい、勉強スペースなど静かな環境を求める意見もあり、

中学生にとっては小学生と異なった環境が必要になるようだ。 

★中学生の率直な意見がたくさん寄せられた。本音が覗えた。 

 

 

⑦「中学生合宿」を知っていましたか？ 参加してみたいですか？ 
 

 

 

 

 

⑧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ですか？ 

 

 

 

 

 

 

⑨あなたが心配していることや困っていることはありますか？ 

 

・暑いです。(困っています) 

・テストの点数 ・友人関係（先輩後輩関係も） 

・インフルエンザの感染 

・お金がないこと。 

・変わらないここの雰囲気に安心です。 

・コロナウイルスが増えていっていること。 

・コロナウイルスが宮城で流行するか否か。 

・児童館のイベントに行ってみたいが、忙しさで参加

しづらい時がある。 

・大丈夫です。 

知っていた 27 

知らなかった 300 

参加してみたい 33 

参加してみたいが忙しい 137 

参加したくない 154 

参加してみたい 54 

参加してみたいが忙しい 136 

参加したくない 134 
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・だいたい心配。物事を悪く考えすぎちゃうから困っ

てる。 

・小さい子ばかりがいそうで危なさそう 

・地球温暖化や新型コロナウイルスの話ですかね 

・中学校でもみんなといると楽しい毎日です！！ 

・榴岡児童館の存在を今知ったこと 

・テストの結果についてです。（学力のこと） 

・どこにあるのか分かりません 

・何もありません。大丈夫です！ 

・バスケがしたくてたまらない。 

・バスケの練習をもっとしたいです。 

・部活の先生におこられないか心配 

・部活の人間かんけい 

・勉強がはかどらなくてこまっている。

 

★中学生合宿の周知度は低いようで、合宿もボランティアも参加希望はあるものの、忙しいため参加ができない

という状況が分かった。 

★心配していることや困っていることに関しては、人間関係や学業に対する不安の他に、新型コロナウイルスに

関する不安も挙げられており、中学生も今後どうなっていくかを不安に思っているようだ。
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令和元年度 アンケート集計結果（児童クラブ保護者対象） 
2020 年 2 月中に実施 回答数 34 

①児童クラブについて 

〇児童館の雰囲気はいかがですか？ 

 

 

 

 

 

〇スタッフの対応はどうですか？ 

 

 

 

 

 

〇遊具・備品についてはどうですか？ 

 

 

 

 

 

 

〇登録場所（本館・分室）については 

どうですか？ 

 

〇上の表でやや満足、やや不満(やや不安)、不満(不安)と回答いただいた方からのご意見

・分室の時、外で遊ぶことが少しだけになってしまう

かなって思いました。 

・分室室内でも走りまわって遊べる場所があったらい

いな…と 

・分室、本館で遊具の差があるとのことなので同じよ

うにしてほしいです。 

・聞く人により少し違う情報を言われることがありま

す。スタッフ数が多いので仕方ないと思いますが、一

致して下さるとうれしいです。 

・分室Ⅰ、4F まで行くのが大変 

・仲の良い子がほぼ別々になり、行きたくないと言っ

ている 

・小学校から分室２(新しい方)まで距離があると感じ

ましたが、職員さんが引率して下さるのであれば安心

です。 

・走って中で遊べる場所は内容で、本人が本館が好き

と言っている 

・新分室Ⅱをまだ見ていないのでやや満足としました 

・時々静かに過ごしたいことがあるようです。  

 

〇児童クラブだよりの内容はいかがですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

満足 29 

やや満足 4 

やや不満 1 

不満 0 

満足 29 

やや満足 5 

やや不満 0 

不満 0 

満足 20 

やや満足 11 

やや不満 2 

不満 0 

満足 21 

やや満足 9 

やや不安 4 

不安 0 

満足 26 

やや満足 8 

やや不満 0 

不満 0 
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〇児童クラブだよりで知りたいことは何ですか？ 

・日頃の子どもたちの様子（7） 

・スタッフさん方の取り組み 

・大きなイベントの予定は当月でなく早めに教えて頂

けると嬉しいです。（まつり、保護者説明会など） 

・職員さんの似顔絵は、子供との会話の時に役立ちま

す。 

・スタッフの皆さんのニックネームと本名が一致せず

TEL の時少し戸惑います。スタッフの皆さんの情報を

載せて頂けると助かります。 

・スタッフの方々のことも知りたい。 

・イベントの活動内容 

 

★児童クラブの雰囲気やスタッフの対応、登録場所や児童クラブだよりの内容には満足しているという意見が多

く寄せられた。「やや不満」「やや不安」もあり、よりきめ細かい対応を考え利用者の満足度アップに努める必要

がある。 

★児童クラブだよりの内容については子ども達の普段の様子が知りたいという意見が多く、イベントの詳細やス

タッフの取り組みなどを知りたいという希望があった。紙面の工夫が必要。 

 

②仙台市では放課後児童クラブの登録が小学 6 年生まで対象となりました。 

6 年生までの登録を希望しますか？ 

 

 

 

 

〇希望される方の理由 

・６年生でも１８:００頃まで１人は心配 

・変則勤務のため、長時間留守番させるのは心配なた

め、大人や友達と一緒に過ごしてもらうと安心するた

め 

・1 人で家で過ごすことに不安があるため 

・まだ分からないので。 

・今の子供の様子では留守番は任せられない為 

 

・保護者としては安心ですし、児童館で同学年以外の

子や地域の方との交流ができるので、可能であれば利

用したいと思っています。 

・知り合いがいないため少しでも友達が出来たら良い

と思う。 

・仕事終わりまで長時間家に一人でいさせるのは不安

だし、児童館だとお友だちと遊ばせることが出来るか

ら

〇希望しない方の理由 

・自宅で留守番が可能なため 

・子どもが希望するなら継続も考えています。 

・高学年になると留守番ができるようになり、多分行

きたがらないと思うから 

 

〇未定の方の理由 

・6 年生までは学校がある時は希望なしかと思うが、

長期休業日に関しては利用が必要かと感じている 

・ひとりで留守番できるようになりかどうかわからな

い、また習い事なども未定の為 

・その年齢になってみないとわからないので 

・今後、習い事や本人の意向によって決めたいと考え

ているため 

・本人が行きたいと言っている間は行かせたいです。 

希望する 8 

希望しない 5 

未定 21 
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・下の子(新一年生)と一緒に留守番ができるようにな

ったら利用しないが、今はまだ子供たち自身に不安が

あるため 

・本人が一人留守番できるといえば利用する気はない。 

・習い事を始めたり、だんだん一人で留守番できるよ

うになってくれば、6 年生まで利用しなくても大丈夫

になるかもしれないと思うから 

・子どもの成長に合わせてきめたい。 

・学年が上がるにつれ、一人で留守番できることも多

くなっているから 

・高学年からは本人の希望を聞こうと思っています。 

・子どもの本人の希望等やの勤務時間によるため 

・授業時間も長くなり、習いごとなど始めると児童ク

ラブを利用する時間が短いので。 

・仕事の状況がどうなっているか見通せないため 

・本人と話し合って本人の希望で決めていきたい。 

・子の成長を見て今後決めていきたいと考えています。 

・一人っ子の娘ですが 4 年生までは行きたい！と言っ

ています。本人次第ですがお友だちも登録するなどあ

れば登録させて歌だくと思います。 

・その時の本人の意向に沿うようにしたい。 

・仕事のスケジュール変更、塾等へ通う可能性などあ

りうるため 

 

★６年生までの児童クラブ登録希望については、「未定」の割合が高かった。理由については、子ども本人と話

し合って、本人の成長や気持ちに沿って決めたいという意見が多く寄せられた。 

★希望する理由や希望しない理由については、どちらも留守番が可能かどうかというところがポイントになって

いる。子どもの成長に合わせて利用を考えている保護者が多いようだ。 

 

③子どもの参画(自分の考えを出し、話し合って計画・実行していく事)を目指して、「子どもスタ

ッフ会」を行いました。それについてどう思いますか？ 

・子どもたちが主体となって進めていけることがとて

も素晴らしいと思います。 

・良いと思う（2） 

・児童館まつり楽しかったです。子供たちが主体とな

って作ったり、スタッフとして働いている姿がほほえ

ましかったです。 

・一人ひとり”責任"をもてる機会が増えることはと

てもいいことだと感じています。 

・毎週会議に参加してたので、おまつりができればと

思います。 

・当日こどもたちがしっかり動いていたのを見ました。 

・今後も続けて欲しいと思う 

・すごくいいと思います。 

・自分達で何をしたいか考え、それを実行していく事

は素晴らしいことだと思います。続けていってほしい

です。 

・良いと思う。行う側の立場を知ることで関わる側が

理解できるから。 

・すごくいい取り組みだと思います。 

・学年違いのこどもたちとも交流できますし、いい刺

激もあって良いと感じています。 

・上の子どもたちの実行力素晴らしいと思います。 

・自分達で考えて動ける場があるのは良いと思います。 

・すばらしいと思います 

 

④児童館まつり・子どもまつりの「ボランティア」として参加したいと思いますか？ 

 

 

 

 

 

参加してみたい 4 

参加してみたいが忙しい ８ 

参加は考えていない 12 
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⑤今年度児童クラブ登録者を対象に「そあとの庭」（坪沼）のワークショップを行いましたがいか

がでしたか？

・これからも続けて欲しい 

・とてもいいと思っています。いつもと違う場所、違

う遊びで学べるのは基調だと感じています。 

・とても楽しみにしていた様子。ついつい口出しして

しまい「思いっきり遊ばせる」ことが難しいので、親

としてもありがたい。 

・いつも良い経験をさせて頂き感謝しています。来年

度も参加させたいです。 

・普段自宅や学校ではできない体験を目一杯できて活

き活きしていました。特に坪沼がお気に入りのようで、

毎回すぐ「申し込む！」と言われます。 

・また参加したいと話していました。 

・とても楽しかったと言って帰ってきます。次年度も

参加したいです。 

・参加していないため分かりません… 

・参加しなかった。（2） 

・参加できなかった 

・参加しています。それぞれに貴重な経験ができ、楽

しんでいるようです。 

・子ども達が心から楽しんでいる姿がとても印象的で

す。 

・とても楽しかったようで、たくさん動いてきたのが

良い疲れになり、また参加できたらと思います。 

・参加したいと思っていたが都合がつかなかった 

・坪沼に参加しました。すごく楽しかったようです。

またぜひ参加させたいと思います。 

・良いと思う（2） 

・良かったです 

・子どもがとても楽しかったと言っていました。自然

とかかわる事業はずっと続けていってほしい。 

・色々な体験が出来て、楽しかったようです 

・何度か参加することが出来た。出来ればもう少し予

定が早くわかるとよい。 

・とても楽しかった様で沢山話してくれたし、また行

きたいとのことでした。 

・私は興味があり子どもも活発なので参加を考えてい

ましたが、本人は行きたくない；との答え 

・子どもは楽しかったと思います

★子どもの参画については、肯定的な意見がほとんどだった。ボランティアの参加希望は、希望する意見と希望

しない意見とに分かれた。そあとのワークショップでは、また参加したいと楽しみにしている意見がある一方で、

参加したくても都合がつかない等、家庭のスケジュールが重複する状況があることが分かった。これからも続け

て欲しいという意見も多く、継続を希望しているようだ。保護者の関心が高いことが見て取れる。 
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⑥榴岡児童館では、今年も榴岡小父母教師会＆学校支援地域本部と一緒に、地域の皆様に参加し

て頂く「地域公開セミナー」を行いました。 

  日時 内容 講師 

Ａ 6/14 つつじがおかのゆかいな３

人組 

及川勇(榴岡地区町内会連合会 会長)＆松坂宏造（松栄不動産副

社長)＆相澤光一（榴岡小学校支援地域本部 本部長） 

 Ｂ 7/22 メディアにむしばまれる笑

顔のない子どもたち 

田澤雄作（小児科医） 

 Ｃ 9/11 つつじがおかのゆかいな３

人組リターンズ 

及川勇(榴岡地区町内会連合会 会長)＆松坂宏造(松栄不動産副

社長) ＆相澤光一(榴岡小学校支援地域本部 本部長)＆関口真

爾(徳泉寺 住職) 

  Ｄ 12/18 夢を叶える力を育むために

脳を鍛えよう＆田原さえピ

アノコンサート 

瀧靖之(東北大学加齢医学研究所)＆田原さえ(ピアニスト) 

  
〇セミナーが開催されることを知っていましたか？ 

 

 

 

〇感想、要望 

・なかなか時間を作れなかった 

・地域の人のつながりは大切、A・C のようなものがいいです 

・平日だと行けない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っていた 23 

知らなかった ８ 
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⑦今年度の行事一覧と参加人数とご意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもまつり（去年３月） 
・スープが美味しかった。大人の人はすんごい料理が上手で、 

すごいなと思った。 

 
・スタッフをしてました。活躍している様子たのもしかったです。 

 

・子ども主体であったが保護者も一緒に参加し活気のある 

お祭りだった。 

 
・子どもが毎年参加している。楽しいらしい。 

 
・楽しかった！そうです。 

  ・楽しかった 

プラレール大会 
・広い場所でたくさんのプラレールをできることがこの時しかない 

ので、いつも楽しく参加しています 

そあと（坪沼八幡神社） ・とても楽しかった様子。「また行きたい」とよく口にしています。 

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

3

0

5

0

1

7

2

0

18

0

1

1

0

3

0

1

1

0

3

2

10

4

0

0

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

その他

ワイワイ明青塾

ファンタジー

草笛の会

きいてみよう！いってみよう！

おはなし会

えいごであそぼう

てじなおじさん

わくわくタイム

３.４年生遠足（富谷市）

新田ドッチボール大会

リトミック

クリスマスお楽しみ会

乳幼児クリスマス会

ママココFestival

ハロウィンパレード

そあと（新聞紙ワークショップ）

５.６年生遠足（科学館･台原森林公園）

児童館まつり

中学生合宿

びり＆ブッチィ～のクラウンショー

すいか割り

お泊まり会

２年生遠足（宮城県美術館）

ハッピーママ講座

七夕かざりづくり

そあと（砂場ワークショップ）

ベビーマッサージ

1年生遠足（宮城県美術館）

交通安全教室

そあと（坪沼八幡神社）

プラレール大会

感謝祭

お花見会

子どもまつり（去年３月）
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・アスレチックや木を切ったりと楽しかった 

 
・帰宅後ぐっすり眠りました！ 

 
・途中で雨が降ったけど楽しかった 

 
・良かった（２） 

 
・田植えを経験できたこと貴重です。 

 
・木登りしたり自然を満喫できた。 

 
・そあとは可能な限り参加したいと思っている。 

 

・のこぎり、金槌を体験できるのはここくらいなので、 

是非次も行くとはりきっています。 

交通安全教室 ・こどものみ。どうだったか…コメントなしのようです 

1 年生遠足（宮城県美術館） ・その後家族でも行き、秘密の道？を教えてもらいました。 

そあと（砂場ワークショップ） ・楽しかったと話してくれた。 

七夕かざりづくり ・毎年参加している。自分で作れるから満足している。 

２年生遠足（宮城県美術館） ・土から粘土を作ることがかなり楽しかったそうです。 

 
・粘土作りと不思議な壁が面白かった。 

  
・粘土をたくさん持ち帰ってくるほど満足して帰ってきました！ 

・自然学習は大切だと思うので嬉しかったです。 

児童館まつり ・また来年も参加したい 

 

・小学生の娘：お友達と、3 才の弟:私とそれぞれでまわることが 

できて楽しかったです。 

 
・楽しく参加できた 

 
・子スタにあまり参加できなかったが、達成感があった様子。 

 

・保護者ボランティアで参加しました。子どもたちが楽しんでくれ 

こちらもやりがいがありました。 

 
・やきとりとわたあめがおいしかった。 

 
・楽しかったと話してくれた。 

 
・チョークで絵を描いたりが楽しかった。 

 
・良かったです 

 
・好きなキャラクターのプラ板が売り切れてて悲しかった 

 
・内容が盛りだくさんでとても楽しんでいました！ 

  ・賑やかで楽しかった 

そあと（新聞紙ワークショッ

プ） 
・楽しかったと話してくれた。 

ハロウィンパレード ・とても楽しかったようです。 

 
・メイクもしてもらえてとても喜んでいました。 

 
・お菓子をもらえてうれしかった。 

 
・仮装をしながら歩くのが楽しかったようです。 

 
・お菓子をたくさん持ち帰ってきてうれしそうでした。 

  ・毎年仮装を楽しみにしている。 
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ママココ Festival ・楽しかったと話してくれた。 

クリスマスお楽しみ会 ・楽しかったと話してくれた。 

 
・子どもの出し物、ゲーム等とても楽しかった 

  ・～ちゃんが歌ってた！など感想を話してくれました。 

新田合同ドッチボール大会 ・ドキドキした。楽しかった、と話していました。 

 

・他の児童館で遊んだことがなかったので、ドッジよりもそちらの 

方が楽しかったようです。 

  ・他児童館との交流が楽しかった 

草笛の会 ・楽しかったと話してくれた。特に好きでした。 

ファンタジー ・今年は発表できなくて残念そうです。 

 

★地域公開セミナーの開催を知る意見は多くあったが、開催が平日のため、参加できないという意見が寄せられ

た。土曜日開催等も考える必要がある。 

★行事に関しては、児童館まつりや子どもまつりなどの祭り系やそあとのワークショップなどに参加した意見が

多く、どの行事も肯定的にとらえている感想だった。 

★今年初の新田ドッチボール大会では、他の児童館との交流や他の児童館で遊んだことが楽しかったという意見

も寄せられた。引き続き子ども同士の交流の場を広げていきたい。 

 

⑧榴岡児童館に対する希望

・子ども同士で遊びを考えているみたいで楽しくして

いるので良いと思います 

・自然や動物と触れ合えるような行事、ビオトープ作

り（場所的に…ですが） 

・あったらいいのになーがないぐらい、色々なイベン

トがあるな～と思っています。 

・楽器に触れる音楽会、校庭を使ったスポーツ大会な

ど。せっかくなので分室対抗イベントはいかがでしょ

う。空き缶早積みとかで 

・各分室ごとの行事などがあると楽しそうだなと思い

ます。 

・こんなにたくさんの企画をありがとうございます。

自分で好きな物を考えて(選んで)参画出来ています。 

・放課後の工作(職員さんの手描きのぬりえや、輪ゴム

アクセサリーなど)が楽しかったようです。来年度もぜ

ひしていただきたいと思います。 

・マンガ「犬夜叉」を全巻揃えてほしい 

・遠足やお泊まり会にみんなが参加できたらいいなと

思います。 

・これから英語の授業も始まるので、英語の遊びなが

ら学べるものがあったらいいなと思う 

・学校の校庭や公園等でたくさん外遊びをしてほしい 

・そあとの回数が増えるとよいです。 

・天文台とかプラネタリウムとか星を学べる機会。 

・クッキング etc の料理教室のようなこと。 

・お菓子作り 

・長なわとび、みんなで 100 回チャレンジ！（TV

の本気のやつでなくみんなで 100 回とぶことを目標

に）
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⑨ご自分のことや子育て等で、何か不安や困っていることはありますか？

・コロナの影響がいつまで続くか心配。児童館が親も

子もよりどころなので、できる限り開けていて欲しい

です。 

・色々あるけど、娘の成長を気付いてくれたり、喜ん

でくれる職員サマサマです。特に障害のある娘に普通

に接してくれることがとてもうれしくて励みになっ

てます。ありがとうございます♡ 

・下の子(新 1 年生）が自己肯定感が低いのかな、と

最近思っています。忙しい時期に幼稚園生活をさせて”

やりたいこと””言いたいこと”を受容できていなか

ったからかもしれないと反省しています。 

・子どもがいきいきと遊べて、精神的に落ちつける場

所をこれからもお願いしたいです。 

・子供の成長がはやいので、"忙しい"を理由にせずも

っと上手に向き合いたいなと思いつつ、日々反省した

りしてます。 

・ついつい怒ってしまうのがクセになっているかもし

れません。心の平穏→気持ちの余裕を持ちたいですね。 

・いつも閉館ギリギリのお迎えでご迷惑をお掛けして

おりますが、とても楽しく過ごしているようです。本

当に助けられております。いつもありがとうございま

す

★児童館に対する希望としては、いままでの行事や遊びに満足している意見の他に、新たな行事を希望する意見

があった。保護者の気持ちが率直に伝わってきた。今後の具現化に努めていきたい。 

★「不安や困っている」に関しては、児童館に感謝を伝える、子どもの成長に対する向き合い方や、新型コロナ

ウイルスに関する不安の意見があった。今不安を抱えている保護者をどう支えていくかが、児童館の役割になる

と考える。 
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令和元年 榴岡児童館アンケート集計結果（一般・教員） 
  回答者数 一般１名 教員 25 名 

※3 月に乳幼児を子育て中の親向けにアンケートをとることとしていたが、新型コロナウイルス感染拡大防止に

伴い、自由来館等の児童館業務は休止となったため、アンケート協力をお願いすることができなかった。 

 

１、 アンケートにお答えいただいた方について 

◎年齢                ◎来館経験    

 

 

２、 榴岡児童館への来館目的 

児童館の様子を見るため 14 

遊びに来た ２ 

イベントに参加 ８ 

その他 ６ 

〈その他の内容〉 

・児童の連絡 ・弟子入り留学時 ・職員との情報交換等 ・児童の送迎 ・総合の打ち合わせ  

・子どもが児童クラブに登録していた 

 

３、◎榴岡児童館の雰囲気はいかがですか？ 

◎榴岡児童館スタッフの対応はどうですか？ 

満足 20 

やや満足 0 

やや不満 0 

不満 0 

無回答 6 

 

 

★児童増加に伴い教員の数も多いことから、来館経験のない教員がいるということが分かった。児童館の存在を

もっとアピールすることが必要。 

 

 

 

20 代 ８ 

30 代 ６ 

40 代 ４ 

50 代 ７ 

不明 １ 

来館したことがある 21 

来館したことがない 5 
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４、児童館だよりの内容はいかがですか？ 

・よい 

・とてもわかりやすい 

・毎回とてもわかりやすく、楽しみにしています。 

・いつも楽しく読ませて頂いています。 

・詳しくよくまとめられている。 

・明るく工夫されている。 

・未就学児へのイベントの案内分かりやすい。 

・児童館の業務内容がよく分かります。 

・読みやすくおもしろいです。 

・楽しそうな行事を行っている様子がわかります。 

・毎回楽しい内容で、分かりやすい文面だと思います。 

・いつも見ています。内容が濃いので楽しみにみています。特に子どものイベントの企画がすごいなーと思いま

す。 

・幅広い年代の方が楽しめる様々なイベントを行っているんだと伝わってきました◎ 自分が住む地域でこのよ

うな児童館があったら楽しそうだなと感じました◎ 

・毎月様々なイベントが行われており、「〇〇向け」と書いてあるのは、非常に分かりやすくてよいと思います。 

・児童館で子どもたちがどんな活動をするか（したか）がわかるので、日常会話にいかすことができます。 

・楽しいイベントがたくさんあって、楽しそうだなあと思って見ています。 

・いつも工夫された内容でおもしろくてすてきだなと思います。 

・行事など、細やかな情報が掲載しており分かりやすい。 

・私の子どもも家の近くの児童館を利用しており、「榴岡ではこんなイベントがあるんだ」などと楽しく見させ

ていただいています。 

 

５、児童館のイベントで知っている、または参加したことがあるものを教えてください。 

子どもまつり（去年３月）  4 

お花見会  2 

感謝祭  4 

プラレール大会  1 

そあと（坪沼八幡神社）  3 

交通安全教室  1 

1 年生遠足（宮城県美術館）  2 

ベビーマッサージ  0 

そあと（砂場ワークショップ）  3 

七夕かざりづくり  1 

ハッピーママ講座  0 

２年生遠足（宮城県美術館）  1 

お泊まり会  4 

すいか割り  0 

びり＆ブッチィ～のクラウンショー  1 

中学生合宿  2 

児童館まつり 16 

５.６年生遠足（科学館･台原森林公園）  2 

そあと（新聞紙ワークショップ）  0 

ハロウィンパレード  1 

ママココ Festival  3 

乳幼児クリスマス会  0 

クリスマスお楽しみ会  7 

リトミック  0 

新田ドッチボール大会  0 

３.４年生遠足（富谷市）  0 

わくわくタイム  0 

てじなおじさん  0 

えいごであそぼう  2 

おはなし会  2 

きいてみよう！いってみよう！  0 

草笛の会  1 

ファンタジー  0 

ワイワイ明青塾  0 

その他  0 
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〈感想〉 

◎子どもまつり（去年３月） 

・子ども主体でやっていて、子どもが生き生きしています♡ 

◎感謝祭 

・子供たちの歌。堂々としていてすばらしい。 

◎そあと（坪沼八幡神社） 

・そあとという言葉。学校でも子供が楽しそうに話していました。 

◎そあと（砂場ワークショップ） 

・子供たちが大変楽しみにしていました。 

◎びり＆ブッチィ～のクラウンショー 

・おもしろい！ 

◎児童館まつり 

・さまざまな催し物があり、楽しそうだなと思いました。 

・子供たちがはりきって生き生きと活動している姿が良かったです。 

・子供たちが生き生きと活動していました。 

・子ども主体でやっていて、子どもが生き生きしています♡ 

・毎年ごうか！ 

・子供たちのやる気がすばらしいと思いました。 

・お手伝いも楽しかった 

◎クリスマスお楽しみ会 

・司会のお二人がすばらしかったです！ 

・吹奏楽出演ありがとうございます。他のイベントでも参加できるとうれしいです。 

 

 

６、榴岡児童館のものやイベントで「あったらいいな」「こんなことしてみたいな」「こんなこと

してほしいな」がありましたら、お聞かせください。 

・人形劇を頑張っているお子さんの話をよく聞くのですが、とても素晴らしいと思います。このような取組をこ

れからも続けていただけるといいなと思います。 

・中学年担任なのでその子たちも楽しめるイベントが今後もあり続けるといいなと思います。 

・吹奏楽団の演奏 

・現状で十分ではないでしょうか。 

・今でも十分、楽しいイベントがたくさんあると思います。 

 

 

★児童館の行事が児童と教員の間でも話題にあがっていることが分かった。教員が児童館だよりを読んでいるこ

と、児童館に足を運んで子どもたちの様子や頑張りを見ていることが分かった。大変うれしい。 

 

 

 



【一般・教員対象】 

35 

 

７、榴岡児童館の児童館まつり・こどもまつりでは子どもの参画(お客さんとして遊ぶだけでなく、

子どもが自分の考えを出し、計画し、子ども主体で実行していくこと)を目指して『子どもスタッ

フ会』を行ってきました。 

◎子どもスタッフ会を知っていましたか？ 

知っていた 12 

知らなかった 5 

◎子どもスタッフについてどう思いますか？ 

・よい 

・自主性が大変すばらしいと思います。 

・主体性を育てる上でとても良い試みだと思います。 

・主体的に取り組んでおりすばらしい 

・とてもよい。ぜひ継続。発展させてほしい。 

・子供たちが主体的に考え、実行していくのはとても良いことだと思います。 

・学校だけでなく、児童館でも「主体的な姿」を目指し取り組んでいるので、より子供の力が伸びると思います。 

・学校では学年やクラス単位での活動（係など）はあるが、学年をこえて行う活動が増えてよいと思います。（学

校ではつつじタイムはありますが。高学年がしきることあったが…。） 

・子どもが自分で考え、主体的に行動する力を付けるために、とてもいい取り組みだと思います。 

・とてもよい取組だと思います。主体性は、子供にとってとても大切な力だと思います。 

・良いと思います。ご招待ありがとうございます。 

・子供たちにとって大変貴重な体験だと思います。実生活に生きる学びだと思います。 

・子どもたちの自主性を育てるのにとても良いと思います。自分たちで計画することでより児童館との気持ちの

距離が近くなると思います。 

・児童の主体的・対活的な深い学びに直結していると思います。(現、小学校学習指導教員より) 

 

８、児童館をどのような場所だと思いますか？ 

・地域交流の場 ・子供がいきいきすごす場所 

・放課後の安全。働く保護者の救済。 

・子どもが、子どもらしくいられる場所（自由）  

・榴岡小に転勤してきて３年目、３年かかってやっと、児童館の先生方の顔がわかってきたところです。本当に

申し訳ありません。もっと、交流して、同じ目線で子ども達を見守ることができれば…と思いながら、日々の業

務に追われてしまっています。今年、校長室においでいただき、児童の情報を交換できたこと、とても助かりま

した。ありがとうございました。 

・子供たちにとっては、学校の緊張感から解かれて、ほっとできる場所だと思います！ 

・児童館のみなさん 弟子入り留学でのご協力ありがとうございました^^ 学校よりも自由度が高く、しかし集

団行動の場もあり、子どもたちにとって学校とはまた違った学びのある場所だと思います。教員としては、児童

館の先生方に、感謝しかありません。いつも子どもたちを見守って下さりありがとうございます。今後ともよろ

しくお願いします。 

・子どもが自分を見つめながら、まわりの同年代の友だちと一緒に成長し、学べる場所 

・遊びを通じて子供が集団の中でのコミュニケーション力を育成する場 子育て支援 

・友達や家族、先生以外の大人と関わりながら、安心して過ごすことのできる場所。 

・大人に見守ってもらいながら、社会を学んでいると思います。大切な場ですね。 
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・地域の子ども、親にとってのセンター(中心)的な場所。学校と同じような位置にあるという認識(教育機関では

ないが)。 

・学校からみると、家庭・地域の現状を垣間見ることのできる「窓」、家庭・地域に開かれた窓のような場所で

す。 

・子どもが安心して放課後や休日に過ごせる居心地のよい場所だと思います。 

・安心して子供を預けられる場所。にこやかにあいさつして下さったり、温かく子供たちを見守って下さったり

するなど、頼もしく有難いです。 

・第２の小学校(小学生にとって)、第２の学びの場、大切な場所 

 

★子どもスタッフの活動については「自主性」「主体性」をキーワードに肯定的な意見が多数だった。 

★小学校とはまた違うが、様々な学びの場であると言う記述が多かった。教員の皆さんの気持ちが聴くことがで

きた。今後も共有＆共感を深めていく意義を感じた。 

 

 

９、榴岡児童館では、仙台市榴岡小学校父母教師会＆学校支援地域本部と一緒に、地域のみなさ

まに参加して頂く「地域公開セミナー」を行いました。 

  参加数 内容 講師 

Ａ ５ つつじがおかのゆかいな３人組 

及川勇氏(榴岡地区町内会連合会 会長) 

松坂宏造氏（松栄不動産副社長) 

相澤光一氏（榴岡小学校支援地域本部 本部長） 

Ｂ ３ 
メディアにむしばまれる 

笑顔のない子どもたち 
田澤雄作氏（小児科医） 

Ｃ ４ 
つつじがおかのゆかいな 

３人組リターンズ 

及川勇氏(榴岡地区町内会連合会 会長) 

松坂宏造氏(松栄不動産副社長) 

相澤光一氏(榴岡小学校支援地域本部 本部長) 

関口真爾氏(徳泉寺 住職) 

Ｄ １０ 

夢を叶える力を育むために脳を

鍛えよう＆田原さえピアノコン

サート 

瀧靖之氏(東北大学加齢医学研究所) 

田原さえ氏(ピアニスト) 

◎「地域公開セミナー」の開催を知っていましたか？ 

知っていた 12 

知らなかった 3 

 

〈感想〉 

・D はとても勉強になりました。 ・勉強になりました。 

・子どもたちが自分の体について考える機会を与えて下さってありがとうございます。 

・脳のお話…ためになりました。 ピアノ…素晴らしい演奏で、すてきなひとときを過ごすことができました！ 

・勉強になりました。脳を鍛える方法とその大切さは教師からしても目からウロコでした。 

・すばらしい内容なので、たくさんの保護者、地域の大人に参加してほしい。 
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・大変充実した内容でした。榴岡だからできるセミナーでした。ぜひ、継続を！ 

・地域にすばらしい方々がいることを子供たちに知らせることができて、それが一番うれしいことです。子供た

ちの安心感につながると思います。 

・貴重なお話を聞けるよい時間でした。バラエティ豊富で楽しいです。 

・脳のお話、とても勉強になりました。もっと聞きたかったです。 

・より地域を知ることができた。また新しい知識を得ることができた。 

〈要望〉 

・メディアにむしばまれる笑顔のない子どもたちの話も、子どもたちにきかせたいです。(特に高学年)ぜひ、来

年度も企画して下さい。 

・音楽と人の心についてのお話など… 

・田澤先生、瀧先生、田原さんは毎年ぜひお願いします。 

 

 

１０、今、何か心配していることや困っていることはありますか？ 
・子どもとゲーム、スマホとの関わり 

・いつもありがとうございます。 

・特にありません。いつもありがとうございます。 

 

★授業内で実施した「地域公開セミナー」もあり、多くの感想と継続の声が寄せられた。「心配していることや

困っていること」の中で、ゲームとスマホとの関わりがあった。地域公開セミナーの内容とも一致し、継続して

実施していきたい。 


