平成２５年度仙台市子育てふれあいプラザのびすく泉中央・４プラ
利用者アンケート調査結果＜記述式回答、「その他」回答一覧＞
自由記述の回答をそのまま、掲載しています。
アンケート総数：268 人
Ｑ１１．４プラの満足度はどうですか？
（７）居心地の良さ（その理由は？）
 総回答数：150


スタッフの人がすごく話しやすい。



中学生が多いと無理。



おちつく



たまにうるさい時があるけど、落ち着くから。



ゲームとかまんがとかたっきゅうなどのいろいろなものがあり楽しい



あったかい



たのしい



いろいろなものがそろっているから



たのしいから



また来たくなるから。



また来たくなるから。



楽しく過ごせるから



たのしー♥



人が少ない時は良い



いろいろあるから



暖かい



同年代がたくさんいるふんいき



とても良い



楽しい



落ち着くから



アリオとかよりも落ちつくから



楽しくすごせるから。



ソファーなど



静かだから



しずかだから



みんなフレンドリー



楽にできる



なれやすい



良いから



落ち着く
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あたたかい



過ごしやすい



友だちといれる



1 人でも来れる



雰囲気が好き



いすがいたいです。



色彩がキレイ



家みたい



なんとなく



良いから。たのしい。



休けいしている時に本が読めたり、ゲームをすることができるから。



スタッフがどんな話でも聞いてくれるから



おかしとアイスが売ってるから



イスがいい



おちつくから



基本的にいいけど、過度にうるさい時がある



自由に過ごせるから



立ってると注意してくれる



いつでも来れるから



気軽に寄れるところ



時間をつぶす時に漫画などを読んでいられるから。



わいわいできるから。



温かい・・・



いろんな物がそろっている



なんとなく



いろんなことができるから



自習室が静か



落ち着くから



いろいろ楽しめるから



静か



設備がいい。



設備が良い。



おちつくから



少ない



ふつう



勉強するには少しうるさい。



キレーだから



おちつける

おちつく
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静かで勉強しやすいから。



いろんなゲームがあってたのしい。



にぎやかな所と静かなところがある。



いいと思ったから



気軽にこれる場所と思っているから？



しずかすぎず、うるさすぎないから



なんでもあるから



人が多すぎるなと思うことがある



自習室が集中できるから



変に気をつかわなくていいから



普通だから



あそべるから



銀魂と SKET DANCE が欲しいです。



静



あまり来たことがないので判断できない



流れている音楽やイスや机などの色使いが心地よいから



自由な時間を過ごせるから（時間を忘れられる）



学校に行かなくても責められない



いろんなものがおいてあるから



ふいんきがいい



やりたいことができる



せまい場所が好きなのだが、あまりそういう場所がない←個人的なことなのでどーでもいい



すごくにぎやかだから



誰にも邪魔されないから



あったかい、１人でもいられる安心感がある



整ってるから



キレイである



自由だから



しゃべれる



勉強できるし楽しめる



遊び場と勉強できる場が分かれている。



雰囲気が好き



自由にできるから



たのしい



たのしい



人が少ないときは居心地がいけど、多いときは普通



友達とたくさんあそべるから



音楽がながれているから
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長時間いてもあきない



友達といれるから



友達といれるから



食べ物が安い



特に良いところも悪いところもないから



楽しいから



設備が充実している



なんか良い



ゆったりできる！気がする



友達と楽しく利用させてもらっているし、同年代も多いからとても居やすい



静か



家みたい



比較的すごしやすい



少し人が多い時にはさわがしいがある程度のスペースがあるから



スタッフが良い感じ！



ぬくい



雰囲気が良い…？



適度に静かだから



おちつける



静か



おちつく



まるで家のようだから



便利。そろってる。



スタッフの対応が良いから(^o^)



たのしいから



勉強もできたり、話したりできる。



自分の時間がつくれるので



ゆったりできる。



いろんなことできる。



雑誌があるから



勉強をしていて、うるさいときがある



少しうるさくなりすぎている



ちょっとうるさい



なんとなく



家にいるみたい



悪いと感じたことがないから



悪いと思ったことがないから。



特になし（７）
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Ｑ１１．４プラの満足度はどうですか？
（８）４プラで、いやな思いをしたことがありますか？（どんなことですか？）
 総回答数：9


勉強中他の人がうるさい。



勉強しているときにうしろでうるさく叫ばれた。



ライブのタイムテーブルがよくわからない



男子グループにいきなり席を変わってと言われたこと(^^；)



らく



男子高生がちょこっと怖かった



勉強する場所ができたから頑張れる



スタッフ全員にルールや話しがいきわたってなく、マイクの件でスタジオの時間をむだにした。



うるさい

Ｑ１２．４プラを利用するようになって、自分のなかで変わったと思うことはありますか？
 総回答数：197


はじめての人でもふつうに話せるようになった。



たのしみが増えた



他の高校生と中学校のみんなとコミュニケーションが取れるようになり、敬語の使い方が楽にな
った～ｗｗ



他中の人と友になった！



大人になった



土日の過ごし方？



やきそばとメロンソーダとクッキーとアイスとジャガイモのやつ好きになった！！



卓球愛 性格とでもいいのかしら・・・



明るくなった



卓球の上手さ



集中して勉強できるようになった



勉強に集中するようになった



明るくなることができた



あったかい環境！！！！



卓球がうまくなった



卓球がうまくなった



いつも通り



卓球の上達



卓球の上達
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勉強に集中できるようになった



勉強を多少するようになった



室内でいろんなことができる



暇にならない



人見知り改善



初めて来ました。だからよく分からないです。



勉強が出来るようになった。



積極的になった



今回初めてなのでまだわからないです。



４プラ廃人になった。



学校の友達が増えた！



様々な境遇の中高生を知るようになった



部活終りを楽しみにしている。



明るくなった



明るくなった



座るようになった



勉強するようになった。



人生！



友達と休みの日に勉強できるようになった。



勉強に集中できるようになった。



集中して勉強にとりくめる



こんなところに勉強できる場所があるんだなあ。



集中力が増した様な気がする。



外で勉強するようになった。



勉強できる！



卓球してる中学男子って元気だあぁー！若いなぁ（笑）



特に何も変わっていないはず。



落ち着ける場所の１つになった



楽しみが増えたあぁぁ←



コーヒーが美味しい。（スペシャルブレンド）



親が行けってうるさくなった



あまり来たことがないので良くわからない



勉強するようになった



くつろぐところがふえた



勉強が楽しく思えた！



日々の楽しみができた



勉強する場所がふえた。



心がきれいになった
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明るくなった



卓球がうまくなった



また来たいと思うようになった



特になし、ですが、これからも宜しくお願いします。



勉強を集中してできるようになった。



ゆっくり友達とすごせる。



土日に友達といるようになった



遊ぶ場所が増えた



卓球・テスト前勉強



卓球がうまくなった



勉強あきたら、のびすく行ってやろ～と思えるようになった



勉強する気が起きる！ようになった



改めて将棋が強いことが分かった。



チェスの才能があると気づく



心がまえと自分の中の可能性



自分の居場所が増えた



たのしい。



時間を有効に使えるようになった



明るくなりました



楽しく活動できるようになった



勉強に集中するようになった。



勉強する習慣がつきました♥



友達とあそべる。



たのしかった



あんま行かない



勉強するようになった



勉強に集中できるようになった



とくになし（113）

Ｑ１３．スタッフへのメッセージや、４プラへの要望があれば書いて下さい。
 総回答数：171


利用する人が多くなったからっていうのもあるけどあんまりまじめな相談とかしにくくなった。



たのしい



スタッフの人は優しくて、勉強が分からない時に教えてくれるし、困ってる時に相談を乗ってくれる
～（笑）



たのしい
7



これからも頑張ってください！！



これからもよろ～！相談のってねー



いつもお疲れさまです。



おこたつ待ってます♥



卓球のネットお貸ししますよ！！



無いに等しい



いつもありがとー♥



さいこうです。



変わらないでください。



来年もつづけてほしいです。



これからもがんばってください！



いろいろなことができて本当に楽しいです！



卓球したり、勉強したり、おかしを食べたり…いろんなことができて楽しいです。



いつもありがとうございます！これからもよろしくおねがいします。



おなかがすいた！！１



いつも楽しく使わせてくれてありがとうございます



特にないです



（＾－＾）ヽ(^o^)丿←



これからもよろしくだぜ



しかしかしかしかしかしかしかしか❤



マンガをもっと置いてほしい



また来たいと思いました。



水風船しましょうね



同上



いつもでもずっと中高生と寄り添って歩んでいって下さい



いつもありがとうございます



いつもありがとうございます



背すじが真っ過ぐになりました



いつもありがとうございます



パン（メロンパンとか）売ってほしい。いつもいろいろありがとうございます！！



七北田を使ったイベントを！！



ゴミ箱をもっといろいろな所に置いてほしい



早くパソコン復活してください



いつも楽しい雰囲気で楽しいです。



いつもありがとうございます。



ゲームやマンガをふやしてほしい



マンガとゲームとかを増やして欲しい



なくなってほしくありません
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こんな素敵な場所があるとは意外です！もっともっと来て楽しみたいです！



ありがとうございます。



もっと机を増やしてほしい。



自習室の拡大（？）



閉館時間延長



いつもにこにこと話しかけてくださりありがとうございます！勉強するのだったら家でも図書館で
もできますが、ここだとスタッフの方とおはなしできるのですごーくうれしいし、居心地がとーても
よくて。あと数ヶ月だけですけど、ここを利用できるのも・・（；；）食べ物たべられて飲み物のめて
何てすてきなところだろう！！いつもありがとうございます！！



テスト近くなったら平日でも自習室を開放してほしい。（テスト期間を調べて、その週限定とか）



電気をもう少し明るくしたほうが勉強する人の目にもいいし、もっと遊びやすくなるはず。



パソコン直して下さい



ＰＣ直して下さい！！



銀魂と SKET DANCE のマンガを置いて下さい。



流れてるＭＵＳＩＣがたまにねむたいやつある。



これからもよろしくお願いします



おつかれさまです、ありがとうございます



いつもフレンドリーに接してくれてありがとうございます。



せまくてくらい場所を１か所でいいから作ってほしい



いつもお世話になっています。難しいと思いますが平日も自習室が使えると嬉しいです。



誠に勝手ながら Myojo 以外の雑誌も取りそろえていただきたいです



えのきはまだいるのかな



マンガを増やしてほしい



Ｊ－ＰＯＰたくさんながしてください！



マンガを増やしてほしい！！



多目的室にカーテンをつけてください！



いつもありがとう



大学生も入れるようにしてほしい



満足です



いつもありがとうございまーす(-_-)本当、助かってます！



いつもごくろうさまです！これからもおつかれのなさいませんように！



まっちゃのおかしを置いてください



ドラムのシンバルが足りないので、増してほしい。ドラムのシンバルがチャイナシンバルになってい
るので、



ドラム専用のチャイナシンバルにしてほしい。マイクスタンドを３本使えるようにしてほしい。



バリトンサックス吹けますよ！



これからもよろしくお願いしまーす。



スタッフのみなさん！！４ぷらをよろしくおねがいします＊＾－＾＊
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ありがとうございます



顔面偏差値



ラフに過ごせる



「おかえり」と言ってもらえることがうれしい



やっほー



集中できない時にできる場所



いつもありがとうございます。



笑顔がステキです(^o^)



いつもキレイで居心地の良い場所で、来やすいです。



がんばれ４プラー(^o^)



いつもありがとうございます m(__)m



いつもありがようございます。



いつもありがとー。



Ｊ誌を増やしてほしい



おつかれさまですっ！



男性の方のあいさつがすばらしい



特になし（79）

Ｑ１４．あなたにとって、４プラはどんな場所ですか？自由に書いて下さい。
 総回答数：206


ほんとに家って感じ。落ち着く。（平日の昼間）中高生の思い出はここでほとんど作ったから大事な
場所！



のび大好き♥のびのみんなも大好き！♥



ちょういい場所！！！



遊ぶ場所、勉強する場所



スペースの広いいいところ。



たのしいとこ



とても良い所でいつでも、来れる場所です～ｗｗ勉強を出来る所を準備してもらってるので凄く便
利で～す♪



無くなっては欲しくないです。



楽しく過ごせる所



楽しいところ



楽しい場所



あそぶ場所



楽しい場所



楽しー♥
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たまり場・・・？ダンスの練習場。



いいところ♥



土日も７時までやっているのでとても便利です。



楽しい遊び場



夢があって良かです！！来たくなりますね。



くつろげる



おちつく



さいこう。



楽しい場所



遊び場



夢の世界！！



楽しいところ



居ごこちが良くて楽しい場所



楽しい場所



楽、安心できる、居心地良い！



落ちつけて、のんびりしたり、集中したい時はしっかり集中出来て良い感じの場所



テスト勉強したり卓球やホッケーでストレスを発散出来て、すごくいい場所！！



夢の世界！！(笑)



たのしい！！ おなかがすいた！！



楽しい！！



自由 たのしい 楽



友だちと過ごせてたのしい



自由に過ごせる場所



自由な場所



すごしやすい場所



受験の中での逃げ場（休める場、いわばオアシス９



卓球ができる



良いところ



楽しいｐｌａｃｅ



図書館の４階



楽しい場所



自由で遊べる場所



知らん



たまり場



遊べる場所



居ごこちよすぎ。本当安心。うぇい！！！



心地良い



楽に過ごせるめちゃいい所ですｗｗ

楽しいこと
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テスト前の集まりの場！です❤ 図書館より過ごしやすいのでとても良いです。



勉強の場



勉強できるところ。



勉強に集中できる場所。



ＴＡＮＯＳＨＩＩＩＩＩ！！！



天国って感じ！すっごくいいしせつ。



同上



小学校のときの児童館の延長



楽しい



楽しい



自由な場



勉強



あそべる



楽しそう



遊び場



遊び場



みんなで座れる良い場所



なんでもない時に来れる場所。



気軽に寄れて、勉強や遊びが出来る場所。



遊べる場所



勉強できるし、ダンスできるし、遊べるし・・・とっても良いところ！！



第２の家・・・？家出したら泊にきまーす。



あそべるところ



とてもすごしやすい場所！



ダンスや勉強できる場所



いいところ



あまり来ないけど、楽しい場所



友達と気軽にあそびにきたり、勉強できる場所



家(笑)



やすらぐ場所



友達といる時間が増やせる所



勉強もできて遊ぶことができる楽しいところ



居心地のいい所



お金を使わず何でもできる場所。



家から近いから、きがるにこれる場所



ご飯を食べる場所ｗｗ



楽しい場所



遊び場

・大家族
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遊ぶところ。



あそぶ場所。



勉強できる少ない場所の一つ。



自由



楽しめるばしょ



第２の家



遊べるし勉強出来るし素敵な場所です！



１人でもいれる場所



ソロプレーヤーのいばしょ



いろんなことができる場所！！とっても楽しいです



友達と過せる場所。



卓球できるところ



上手く時間を使えるところ。



勉強しやすい所。長く使っても大丈夫な所！！



ヒマつぶしや勉強するときにべんり



気軽に来れて安心感のある第２の家的な！！



勉強できる！



休けい所



中高生が行きやすいたまり場。



落ち着くところ



別荘



あそべる場所



ありがたいです。



語り場 居心地よすぎます♥



友達と遊べる場所。



近場の遊び場、勉強場、休けい場所



Happiness Place!



VERY VERY GOOOOOD



第二の家



平日に安心して過ごせること



良い場所



いい場所



遊べるし、勉強できる



バンド練習や勉強、遊ぶことができて最高



ヒマをつぶせる場所



↑こんな場所！！



いい所



楽しい
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とても楽しいです



楽しめるばしょ



お金を使わず何でもできる場所。



なんでもできるし食べれるし集中して勉強できるし卓球できるし！



勉強する



楽しめるばしょ



友達と勉強できる場所



最高にたのしいとこ



勉強場所



暇潰し



ひまつぶし



勉強できるところ



ちょっとしたひまつぶしに寄れる場所



学生の遊び場☆



いこいの場



ひまつぶしに最適！！



楽しい所。



勉強できたり、友達と楽しくできる場所！！



自由に過ごせる場所



遊び場所



すごしやすい



楽しくてとても使いやすい



イラスト（親指をたてたグーサイン）



庭



家



自分の部屋パート２みたいな。とにかく居心地はバツグン★



自分から自習に行きたいと思える場所なので、重宝しています。これからもたくさん利用していき
たいです。



何でもできる所



遊びもできるし勉強もできる場所



楽しいばしょ



楽しい(^o^)



中・高生の憩いの場。



とてもなごやかな雰囲気で居やすい場所です。



大学生になったら遊べなくなる場所 ・浪費する場所
A.Ce n'est pas grave.



ちくわ大明神



気軽に起れて自由に過ごせる場所。
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・勉強しに来るけど出来ない場所



楽しく過ごせる場所



遊び場



たのしい。



みんなとの交流の場



自由にこれる



良い場所



趣味の極め場



家っぽい。みんなの家的な。



楽



マイホーム



ダンスの練習できる場所



勉強、友達とはなせる場所



落ち着く所。



(^o^)／



ひとつのことに集中できる素敵な場所



enjoy できる



大切なとこ。



あそべる場所



勉強できる場所



勉強できる。



ふつうにすごせる場所



わかりません



暇をつぶせる場所



勉強とおかしを食べる場所



勉強できる場所



気軽に来れる場所



気軽に友達と来れる。



特になし（12）
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