平成２６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：201 人
Ｑ１０(７)・居心地の良さ（その理由は？）


総回答数：124



騒げる



友だちとわいわいできて楽しいけど、いざ自分が勉強するとうるさくてうざい



騒がしい人がたまにいるけど、そんなに不快じゃないから



普通だから



そう思うから



Wi-Fi 使えて、ゆっくりできる



ゆっくりできるから



勉強やゲームなどいろいろなプライド感がもてるから



スタッフさんに話しかけやすい



利用しやすく、過ごしやすいから



わかりません



色々な設備がそろっているから



いろいろ遊べるから



落ちつく



ひまつぶし、おちつく



このとおり



プライバシーが守られているから



いろいろあるから



だがしとかもあるし、あそぶものもあるから



特にない



第二の我家みたいな感じだから



ん～。なんとなく



イスやテーブルなどがあって、おちつくから



とっても、おちつくくかんだから



自由な感じがするから



雰囲気の良いスタッフさんばかりで来やすいし、居やすい



スタッフがまじやさお



中学生や男子がうるさい



ソファーがある



ソファーがあるから



オモシロイから



食べ物がある、あったかい



なんとなく



空間がらく



ゆっくりできる



いろんなものがあるから



広いから



好きなことができるから



清潔感があり、スタッフの方もアットホームな感じがいい



なんでもそろっているから



最近中学生がうるさい



まんが、食べ物や勉強できるスペースがあるから



落ちつく



長時間勉強できる



静かだから



他にも勉強している人がいるから勉強しやすい



開放感があるため



普通に良かったから



一緒に遊ぶ人が少ない、中高生に積極的に話しかけられない



きれい



おだやか



良くもなく悪くもないから



一人で席を四人分のいすをつかってた



しずかでコーラがあるから



集中して勉強ができて、楽しい



集中して勉強などできるし、楽しい



勉強しやすい



おちつくから（家よりも笑）



とにかくいい



のんびり過ごせるから



話しが出来るから



スタッフが優しいから



普通だから



広くて、卓球などいろいろなものがある



うるさくできるから



うるさくできるから



広くて友達と話せる空間が多いから



あきない



落ちつく



いろんな遊びができるから



集中できる



明るい雰囲気



なんかいい



へいわ



まんがや卓球で遊べるから



勉強しやすいから



家にいるようにすごせるから



いつもきれい



環境が整い、尚且つ自分に合った過ごしやすさだから



色んな設備があるから



静かな時は静かだから



快適な環境だから



来館者少ない所が良い



アットホームな感じ!!



一人でも落ち着ける為



あったかいゆっくりできる



知らない人が周りにいるし、勉強するには雑音になる



年の近い人がいてにぎやかだから



学年問わず、さまざま年齢の人たちでスペースを共有できる



雰囲気がすき



にぎやかな雰囲気で過ごしやすい



色んな物が充実しておるから



静かすぎないから



無料で遊べて、食事が自由だから。勉強中に寝れる！



広いから



自由に過ごせる



自由に過ごせる



人が多いときは人見知りが…（笑）



勉強に集中できる



良い事：飲食できる、無料で居れる・悪いこと：たまにとてもうるさい



いいかんじだから!!



明るい雰囲気



マンガやたっきゅうがあるから



いろいろ遊ぶものがそろっているから



おかしがあるから



たのしめる



たのしい



基本自由



飲食やおしゃべりなど、基本自由だから



和やか



とてもすばらしい



勉強、卓球などのゲーム、飲食ができるから



ゴミ箱があってきれいだから



のんびりできるから。自由だから!!



いろんなものが売ってるから



適度なうるささとＢＧＭ



分かんないけど



1～6 の事があるから



のんびりできるから



特になし（4）

Ｑ１０(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？）




勉強するときにうるさい



中学生や男子がうるさい



忘れもの



勉強している最中に隣りでさわがれた



すごくうるさいひとがいた



すげーするさい人達がいた



ワイファイがとんでない場所がある



ゲームを奪われた

総回答数：9

Ｑ1１．あなたがもし４プラの館長になったら何をしたいですか？




イベントの開催



おかしづくり



おかしづくり



お菓子パーティー



バンド、ダンスのイベント

総回答数：163



ハロイン、クリスマスパーリー



祭り、ボーリング



バンドなど？



月に一回の合宿（夏は海花火大会、冬はスキー等）



歌のコンテスト



ダンスをやっているので皆でダンスしたりする



ダンスの講習会



ダンスの発表・ごはん（ちょっとした）を設置



ダンスの発表・ちょっとしたご飯など



ダンスイベント



バンドのイベント



バンド大会



カードの大会、ゲームの大会



カードの大会（デュエマ）
、ゲームの大会（ポケモン）



ゲーム大会



ゲーム大会



卓球大会、ホッケー大会など（イベント）



卓球大会をひらく



卓球大会



卓球大会



イベントをやってみたい



たくさんの人と遊べるような、きかく



吹奏楽部をいっぱいよんで演奏



イベント-料理、音楽ルール-皆で仲良く自由に遊んで良し



色んな高校の紹介イベント



利用者とスタッフの皆で外出などをして楽しめる所にしたい



クリパ



やきいも



アクロバット集中講義



映画鑑賞



ゲームのトーナメント



ゲームの大会



カラオケ、バイキング



バイキングしたい



無料ライブ



音楽系のワークショップ



ポップコーン大会、ゲーム大会



カラオケ大会やりたい!!演劇やりたい!!あ、ミュージカル!!!←



スマブラ



るーびっくきゅーぶたいかい



月に一回ライブがしたいです



どこかの体育館を借りて 6 人制バレー大会をする



祭り



絵描きたい。



みんなが楽しめる行事を行う



アンケートをとってかいてあったものをする



とにかく歌とかバンドとかたくさんやりたい



人間観察



和楽器クラブ的なもの



設備の充実



プライベートルーム



食べ物が色々入っている自動販売機を設置したい・今のルールのままが丁度いいかなあ！！



体育館的な小さなホールをつくる



体育館、仮眠室をつくる



サッカーのグラウンド、ゲームセンター、バスケのコート



バッティングセンターをつくる



室内体育館（バドミントン、バレーなど）



バドミントンできるところをつくる



大きな卓球台をつける（卓球設備の向上）



卓球の道具を新しくしたい



コンセント（プラグ？）をふやす、自習室の復活



4 プラをもう少し大きくしたい



マンガ本を増やす



行事を増やす全員が楽しく安全で遊べる環境にするということをいつも心がけていきたい



ビリヤードとボーリング設置



たのしむ！W 的な ww



勉強をする静かなスペースとゲームなどで遊べる楽しいスペースをわけたい



○時～○時までは静かにする！！（勉強勢支援）



ゆーちゅーぶを見られるようにする



ユーフォ―キャッチャー・CD が聞ける space



ゲーム機



今のような、家のような感じにしたい



多目的室を使える時間をもう少しのばしてほしい



自習室を再開させる・ジェンガ専用の部屋を作る



自習室



自習室を再開させる



勉強専門の部屋を作る



休日の自習室の設置



静かに勉強できる場所をつくる



設置物を増やす



開館時間を長くする



楽器とか増やす



雑誌やマンガをもっと幅広く集める



Wii



太鼓の達人



荷物の管理室



イスの数を増やしたい



もっとお菓子を増やす



駄菓子のメニューをもっとふやして！



パンの自販機置く



パン、おにぎりとか主食系の物を販売する



無料の水がほしい



外でも遊べる施設をつくりたい・ホッとフードの自販機



多目的室にカーテンをつける・映画かんしょーかい



勉強専用的なスペースを作る



もう少しおかしをふやす



おかしを増やしてほしい



おかし増量



飲み物無料サービス



無料で飲み物のサービス



利用時間を増やし体育かんを作る



マンガ増量



プラネタリウムの復活!おとじろうくん



プラネタリウム



プラネタリウム



プラネタリウム



プラネタリウム



ゆかをタイルにして。卓球台のとこでめしくいたい



もう完璧です



しかさんを再雇用したいです。



すべてあり



すべてありいい



思い当たるものはありません



特になし（51）

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：162



楽しい



便利だと思えた



スタッフか先輩などでコミュニケーションが取れるようになったこと



友達がどんなに大切なのかわかってきた



友達と遊ぶ機会が増えた



人見知りが少し減った



社交性が身についた



ギター練習しやすい！スタジオかりなくて良いから楽



アンプ使える、れんしゅーできる



いやぁ…さすがにそれはないっスね。笑



あります



たくさんあそべた



遊び場が増えた



雑音に負けない集中力がついた



ダンス仲間との交流が増えたこと



普段高校生と関わる事がなかったから、周囲に高校生がいるようになった



毎日外にでるようになった



ひまがなくなった



冷静さを覚えた



笑顔になっていく（どんどん）



いろんな人と交流するようになった



友達が増えた



今日初めてだから特にない



楽しくなった



お菓子をたくさん買うようになった



るーびっくきゅーぶがうまくなっ太



友好的になった



お菓子を食べるようになった



外に出ることが増える



一人でも過ごせるようになった



卓球がたのしくなった



卓球が楽しくなった



卓球がうまくなった



雑誌を買わなくなった



心がきれいになった



人生が変わりました。



笑顔が増えた



バスの乗り方がわかるようになった（笑



周期的に勉強するようになった



前より勉強するようになった



勉強する時間が増えた



勉強する時間がふえた



勉強をするようになった



家でなかなかやらない勉強も 4 プラだと周りの音がたくさんあるからより集中できる



勉強する時間なども増えた感じがします



勉強するようになった



勉強するようになった



勉強するようになった



勉強するようになった



勉強するようになった



勉強するようになった



勉強するようになった



勉強するようになった



友達と勉強するようになった



まあまあ勉強するようになった



勉強がはかどる



勉強する空間が増えた



勉強する時間が増えた！



勉強しに来るようになったこと



以前に比べて勉強するようになった



友だちとテスト期間が近くなると利用するので、勉強を友だちとする機会が多くなった。



一人で勉強するのが平気になった。



成績が上がった。



勉強できる場所が増えたのと、友達とゆっくりできる時間ができたこと



勉強は静かな所でしたいな！！



特になし（86）

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。




いつもどうもです



いつもありがとうございます

総回答数：150



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



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



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



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



いつもお世話になっております



いつもありがとうございます。



いつもお疲れ様です、また来ます♪



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。



がんばってください



がんばれ！



いつもありがとう！！



これからもよろしくおねがいします



失恋はつらいです



人生まだまだこれからです。がんばってください。



絨毯の所に行ってルール違反をする人が出できているので、ちょくちょく見に行くこと（要
望）
・スタッフのみなさん、迷惑をかけてしまうかもしれませんが、これからもよろしくお願い
致します



４プラ最高ー



ない、まじやさお



おつかれさまです。体調崩さないように頑張ってください



丁寧な対応ありがとうございます



まんぞくです



充電できるのはありがたい・高Ⅲまでお世話になります顔文字



スタッフ全員楽しい♪



しかさん面白い



いつもおつかれさまです♡がんばってください



いつも元気なあいさつをありがとうございます



頑張ってください



テスト前いつもギリギリまで残っているんですけど、いつも気軽にあいさつしてくれるのが嬉
しいです！いつもおつかれさまです！



さいこー！！



毎日ストレスたまって大変だと思いますが頑張って下さい



これからもよろしくおねがいします



会話が楽しいです



お仕事がんばって下さい



いつも温かく接して頂きありがとうございます



いつもおつかれさまです!これからもがんばってください



お仕事頑張ってください！応援してまーす



親切にして下さり有り難うごさいます



明るくて素敵です



いつも来た時、元気良くあいさつしてくれるので凄く良いと思います☆!



来るたびに優しく受け入れてもらえて嬉しいです



よろしくお願いします。



4 プラがあって良かったです。



がんばってください♡



今のままで満足



お世話になってます



スタッフのみなさんとの会話はとても楽しいです!これからも話やすい環境であってほしいで
す。



おもしろーい。



がんばって



がんばって



がんばって



卓球大会をつくってください



だがし以外にも食べ物を置いてほしいいです



机を増やしてほしいです



充電器を増やす、物価を安くする



楽器の周辺機器を増やしてほしい



エレキとベースの貸出し希望



ギターの音がずれてるヨっ！！



電子レンジをおいてほしい



ホールにあるドラムの状態があまりよくはないのでたまに整備とかしてほしい



飲食を自由にできるようにしてほしい



開館時間をもっと長くしてほしい



開館時間を長くしてほしいです



自動販売機の値段を安くしてほしい



雑誌の popteen を置いて下さい



雑誌の popteen を置いてほしい



パソコンをおこう



自習室を再開してほしい



自習室復活



自習室復活してほしいです



自習室再開してほしいです



自習室の復活を希望します



自習室を再開してほしい



まんがふやしてください



軽食の自販機が欲しいです！



はじめの一歩をそろえてほしい



マンガ、おかし、アイス増量



アイス増やしてほしい。



スタッフによって多目的の使える時間が違うのでちゃんと決めてほしい



一つの団体の利用時間がスタッフさんによってバラバラなので統一してほしい



特になし（66）

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。




友だちと遊ぶ場所



遊び場



遊べる場所



遊ぶ場所



遊べる場所



楽しめる場所！！



楽しい場所



あそびば



遊び場



おもしろい



楽しい場所



あそび場



あそべる



あそびば



楽しめる場所!!



楽しい場所



友達との家



とても楽しい場所



たのしいところです



楽しい場所



楽しい場所

総回答数：175



楽しい!



楽しい場所!



楽しい所。



楽しい場所



友達と楽しく遊べる場所



友達と楽しく過ごせる



友達と気軽に集まれて楽しい場所!



友達とたまに来る場所



友だちと卓球で遊べる楽しい場所



気軽にあそべる場所



気軽に遊べる場所



友達とすごす一つの場所



自由な場所



自由な場所



自由に過ごせる



自分にとって自由な場所



自由な場所



自由で居られる。ちょうどいい。楽



自由に遊べるところ



自由な場所



自由



自由でいい



自由でいい



自由でいい



自由な場所



とても楽しい。自由である。無料で良い



いつでも行ける自由な場所



いごこちのいい居場所



良いっスねー。



気軽にこれて、安心して居られる場所



家にいづらいときとか来れる、あってうれしい場所



リラックスできる場所



気持ちをかえるのに便利な場所



居心地が良い場所、自分の居場所



居心地良い



いとしさとせつなさと心づよさな場所



いいところ



いごこちのいい場所



第二の我家的な・ストレス発散（笑）



落ち着く場所



たまりば



きぶんてんかん



気軽に来ていい場所



過ごしやすい、快適なとこ



一人でも過ごせるから



いろいろなことで時間をつぶせる場所



楽に過ごせる



とても良い場所



家みたいなものですね



みんないると楽しくて、ひとりでいると落ち着く場所



やすらぎの場所



のんびりできる



のんびりできる好きなことができる場所



心安らぐ場所



居心地いい!!



居心ちが良い



友達といられる場所



落ち着く



居ごごちの良いところ



第二の家



第２の家



すごくリラックスできるところ・なぜタダなのかこわいくらい☆



自分にとって第２の居場所



落ちつける、居心地良い場所です



ゆっくりできる！



楽しくてアットホームな場所!!



第二の家



第二の故郷



住みたいくらい居心地がいい♪



居心地のいい場所・なんでもある



いい場所



良い所だな、と思う



とてもいいところ



すてきなばしょ!!



おちつく、たのしい



居心地が良い、あたたかい



落ちつく、すごしやすい、おもしろい



私の居場所（笑）



居心地の良い場所



良い場所



ちょうどよい場所



ほどよい場所



良い！



勉強する場所



勉強場所＆練習場所勉強＆遊び



集中できる場所



うるさすぎず静かすぎずちょうどいい場所



勉強できる場所とこ、遊べるとこ



楽しく勉強できる所



友達と勉強＆遊べる場所



勉強できる



遊び場、勉強の場



勉強する場所



勉強 and 卓球をするところ



勉強するのにすごくいい!!いるだけでおちつく



勉強場



勉強の場



勉強するところ



勉強ができる場所・友達とあそべる場所



勉強ができて、友達と楽しくあそべる場所



勉強できる場所



勉強できる場所



勉強しながら食事ができる場所



勉強が出来る場所



勉強する場所



勉強する場所



勉強場所



勉強に集中できる場所



勉強会にうってつけ



自分の他にも勉強しに来てる人がいて、その環境が勉強頑張ろうと自分に思わせてくれるので、



誰のものでもないとこ



近くてべんりですー



数少ない WiFi 使える場所



利用しやすくて楽しい



反抗期には嬉しいところ



友達と勉強したりお話ができるところです



たまに来たらおもしろい！



shining world



なにかあった時に気軽に来れる場所



いろいろできる場所



バンドするところ



ひまつぶし



ひまつぶし



暇つぶし あと勉強するところ



とっても過ごしやすい場所!一人でも一日中居られるのでとても便利です



友だちと話せるし、勉強もできるしアイスも食べられるから、すごしやすい場所です



気軽に一人でも友だちとでも利用できる場所



ステキ



気軽にこれて身近な場所



おかしがおいしい



のんびーり。



くつろぎ集中できる場所



気軽に行ける場所



同じ世代の人々と交流できる場所



元気なところ



友達と楽しむこと（顔文字）



児童センターの進化版



べんりなばしょ



中高生向けの児童館



ルールが厳しくないから、過ごしやすい！



暇になったらいく場所



たっ＠きゅーできるところ!＼(^o^)／❤



顔文字



プライベートルーム



W i-Fi 使える



アンプ使える



のびすく４プラは、中高生の利用者が来る施設で自分達はこんな立派な施設で利用者として来
ているので、この 4 プラを将来の子ども達のためにこの立派な施設をなくさないようにしてい
きたいです。４プラは本当に過ごしやすい場所です。これからも過ごしやすい環境を作ってい
ってください



特になし（１１）

