平成２７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：209 人
Ｑ１１

館長になったらしてみたいこと
☆ 総回答数：154



「本をつくる or 音楽をみんなで作ろう！」的なイベント



二胡を置く



和太鼓を置きたい



おにぎりや普通サイズのカップラーメンを置きたい



食堂



食堂



ペンタブレットを設置したい



対バン



静かに一人で過ごせるブースと友達とワイワイできるをつくる



もっとイベントを増やしたい



交流会みたいなもの（親睦を深める）



ゲーム大会など



中高生の交流会とか



バンド



たくさん



たくさん



悪口を言う人は出入り禁止



未成年の主張



ゴロゴロできる部屋を造りたい。昼ね部屋を造りたい



しっかりとルールを守ってもらえるような紙をはったり呼びかけをする



目安箱の設置



だがしを増やしたい



女子高生とイチャイチャしたい



設置したいもの：PS3,PS2 等 ルール：卒業後の方でも利用 OK



テレビゲームを設置する



おにごっこ



ダンス



体をうごかしたい



カラオケ・なぞときゲーム・かくれんぼ・おにごっこ・プリクラ・逃走中したい。体をうごかした

い。演げきみたい。テレビをみたい。アイスの種類を増やしたい


多目的室にカーテンつけてほしい



多目的室にカーテンつけてほしい



多目的室にカーテンをつけてほしい。新体操をするときはずかしいから



料理教室



動物（犬や猫）とふれあえるコーナーをつくりたい



キッチンなど



ちょいボラを増やしたい。



ホール（？）の利用を無料にしたい



マンガをたくさん置く



芸能人などをよぶ



室内でスポーツできる場所をつくりたい！



おかしの種類を増やす



みんなでビンゴ大会！



おかしがどこでもたべられる



月１くらいに祭り



ゲーム機を設置



利用者の人たちと BBQ や芋煮会をしたい。



静かに遊ぶこと。



ゲームセンターを造る



席を増やす



いもにかい



焼肉パーティー



写真 OK!



体育館



テレビを設置したい



スイーツバイキング



アイスやおかしを増やす



ゲーム大会等



バンド大会



考えが思いつかない



アコースティックベースを置きたい



多目的ホールにカーテンをつける



トランポリンが欲しいです



ビンゴ大会など。楽しそうだと思います



アニメのイベントをして欲しい！！！



アニメに上映会



プリクラ



プリクラ



映画鑑賞会



ゲーム（スマブラ）の大会



ポテトフライをたくさん売る



遊ぶものをふやす



ビンゴ大会をやる



麻雀卓（自動）



館長になってないので、わかりません



ビリヤードとか



勉強しかしないスペース（部屋）をつくる



自習室開放



小さい子とのふれ合いを多くする



交流を多くする。ルール：片づけをきちんと行う



DVD やまんがをもっとおいて充実させたい



Wi-Fi 環境の整備



クリスマス会



パーティー



静かなスペースを設ける（分ける）



本を増やす！！



卓球台を増やして大会をする



もっとマンガ本を増やす



勉強スペースを設ける



個別で勉強できる場所



勉強する部屋と遊ぶ部屋を別々にしたい。



静かで集中できる自習室を開放したい



勉強できる環境をつくる



自習室をつくる



自習室をつくる



勉強するところと遊ぶところを分ける



勉強するところと遊ぶところを分ける



食べ物を売る



カップめんを売る、アイス（スーパーカップ、雪見大福などを売る）



お絵かき大会



バレー



映画上映



夏祭りなどのみんなとふれあえること



コンビニみたいなお店



ライブ！！



バドやりたい



野球



宇宙館つくる



運動会 in 七北田公園など



声優さんなどのイベント



もう少し本をふやしたい



卓球の台を増やす



新しいボードゲームを増やしたい



野外ライブイベント



売店の場所をとる



スタバの設置



大学生との交流会



だ菓子を増したい



進路に関する講和等を開いてみたい（中高生向け）



ヴォイストレーナーを呼ぶ。カラオケルーム設置



ハロパ



施設の拡充（サッカー、バドミントンなど運動の出来るアリーナ）



アニメ系のおまつり



べんきょうできる個別スペースの設置。今、4 プラにどこの高校、中学の人がいるかわかる札の設置。
友達との連絡に使えるけいじ板の設置



セントラルへの入会のすすめ



もっとおもちゃを増やす



耐乳酸ゲーム大会



全部の場所を食べ物が食べられることにする



楽器を増やす



お菓子を増やす



週一回みんなで映画鑑賞



映画上映



映画鑑賞



特になし １９件



思いつきません



特になし（顔文字）



特になし（今のままで良い）

Ｑ１２

４プラに来て変わったことは？
☆ 総回答数：179



卓球が上手になった



ダンスの技術が上がった



楽しいと思う時間が増え、友と過ごす時間も比例して楽しくなりました



ドラムをする回数が増えた



友達と仲良くなれた！！♡



家に帰るのが遅くなりました。友だちが増えた。



楽しい



ありのままの自分になれる



友が増えた



少しの時間でも友達と会えるようになった



友達と触れあえる



友達と遊ぶようになった



あの頃の、幼い僕よりひとまわり成長した



コミュ力が上がった



毛が生えてきた



コミュニケーションを取りやすくなった



先輩とも気軽に遊べるようになった



遊び場が増えた



友だちとよりせっしやすくなった



友達と話す時間が多くなった



年上の方とのコミュニケーションの取り方などの礼儀作法がもっと出来るようになりました。自分
の性格が少し変わりました。



心に余裕ができた



人とのふれあいが多くなった



友達といる時間が増えて、より積極的になれるようになった



友達とよく遊ぶようになった



１人でいられるようになった



よく分からない



心は豊かになった



卓球上手くなった。将棋上手くなった



卓球が上手くなった



友達をよく誘うようになった



アニメージュに投稿するようになった



今日初めてなので、わかりません



友達と良く遊べるようになった



友達と仲良くなった



みんなと話すことにより、自分の「考え」などが変わった



友達とあそぶことがふえた



友達と遊ぶ事が増えた



財布の中身の過疎化



分からん（顔文字）



あそびまくっている



ルール



友達と話すきかいが増え



友達と遊ぶ時間が増えた



卓球に慣れることができた



友達がおおくなった



お友達との触れ合い方



いままでざわざわしているのが苦手だったが、4 プラの音は落ち着く



他校の先輩とお話しすること！



リラックスする機会（施設）ができた



自由な人間になった



友達と過ごす時間が増えた



自由になった



卓球が上手くなった



心に余裕が生まれた



集中できるようになった



勉強に集中できるようになった



勉強する機会が増えた



勉強中の集中力が持続するようになった



勉強できるようになった（笑）



４プラを知る前より勉強するようになった



勉強に集中できるようになった集中できるようになった



勉強をする場所になって、学校から直接来れるので、勉強する時間が増えた



楽に勉強できるようになった（顔文字）



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！



進んで自習するようになった



集中して勉強できるようになった



勉強の集中力



勉強する時間が増えた



勉強するようになった



勉強時間が増えた



前より勉強するようになった



頭を使うようになった



集中力がついた（気がする）



頭を使うようになった



べんきょうできる



集中力が上がった



テスト勉強をするようになった



テスト前に勉強できる空間が出来たから前より勉強しようと思えるようになった



勉強をする場所



勉強する場所の選択肢が増えた



勉強に集中できるようになった



勉強に集中できる



勉強するようになった



勉強に集中するようになった。自分の中で ON と OFF のスイッチの切り換えが今まで以上に出来るよ
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



なし ８９件

Ｑ１３

４プラへの要望、スタッフへのメッセージ
☆ 総回答数：160



多目的室が前日予約できるとたすかります！着替えのスペースがほしいです



静かに本読み、勉強ができる場所を造ってほしい。もう少しヘルシーなお菓子を売ってほしい



いつもここで電子ドラムを使っている者です。できれば、本物のドラムも一人で利用できるように
してほしいです。



多目的室が外側から見られるのが嫌だ



DVD をおいてください（顔文字）まんがふやしてください（顔文字）あそぶ場所を増やしてほしい（ス
ポーツなど）



スタッフ→とくにない。4 プラ→遊ぶところをふやす（スポーツなど）



少女漫画をもっといれてほしいです



漫画を増やしてほしい



中の通路のところに時計が欲しい



ヴォイストレーナーを呼んで欲しいです。モノクロコピーを無料にしてください！



カプラが欲しい！



イベントをもっと増やしてほしい



まんがのアンケート（置きたいやつ）
。音楽きけるようなもの。多目的室のカーテン設置



卓球スキ♡



卓球スキ♡



俺物語とプリズンスクールをおいてほしい



カーテン



テスト期間お世話になってます（顔文字）とても楽しく過ごせてます☆



テスト勉強に集中したいのでまた来ます



4 プラへの要望、勉強する人だけの場所をつくってほしい



勉強部屋をつくってほしい（前みたいな）



自習室開放



自習室を作ってください！



自習室を作ってください！



自習室が欲しい



けいぞくしてください



これからも頑張ってください



いつもありがとうございます。毎回ワクワクして利用させてもらってます。



個人的には雑誌が地味に嬉しかったです。食事しながら勉強できるのも、ありがたいです。これか
らも、よろしくお願いします（顔文字）！



いつも利用させてもらってありがとうございます



これからも４プラを続けていってください！！



いつもありがとうございます



がんばってください。いつもありがとうございます。



これからもよろしくお願いします！！



これからもよろしくお願いします！



スタッフさんいつもありがとう



いつみ優しく声かけて下さりああしがとうございます



いつも、話を聞いてくれてありがたいと思っています♡



がんばろー



4 プラをなくさないでください



頑張って下さい



頑張って



いつも、ありがと



特に！



がんばってください



4 プラおもしろいです



やっほー



スタッフの皆様のおかげで、就職場所も採用になりました。もう少しで、社会で働くようになりま

した。残り４カ月でのびすくをさることになりました。とても楽しかった公共施設でした。


昼どき席を増やしてほしい



どうでもいいですよ



好きです（顔文字）



いつもありがとうございます



これからもよろしくお願いします



いいところです



いつもありがとうございます



いつも楽しくさせてもらってます



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



たまに声をかけてくれて嬉しいです



ないでーす



いつもわかりやすい説明をしてくれてありがとうございます



おつかれ様です



これからもがんばってください（顔文字）！！



いつもお世話になっています！



ありがとう



ありがとう



これからもよろしくお願いします！



いつもありがとうございます（顔文字）



こんにちは



これからも頑張ってください



いつもありがとうございます



いつも楽しいです！！ありがとうございます！！



おせわさまです



いつも Thank you♡



いつもありがとうございます



がんばってください



がんばって～



いつもお世話になっています



いつもありがとうございます♡



顔文字



顔文字



いつもやさしく接してくれてありがとうございます



いつもお世話になっています。気軽によれて便利で楽しいです



これからもよろしくおねがいします



大丈夫あなた達はいいスタッフです！



これからも頑張ってください



いつもおつかれさまです！！がんばってください（顔文字）



これからも頑張って下さい！



とても良いと思います



これからもがんばってください（顔文字）！！



いつもお世話になっています。体調に気を付けてこれからもがんばってください



今後ともよろしくお願いします。だんだんと寒さが増していく時期ですので、体調には十分にお気
を付けください



がんばってください！



いつもありがと



あ、がんばってください！めっちゃ居心地いいです！！



特になし ６５件

Ｑ１４

あなたにとって４プラはどんな場所ですか？
☆ 総回答数：82



Wi-Fi



いつでも気軽にこれるたのしい所です！



遊びの場所



いつでも気軽にこれて、心安まる場所



ひまになったら、とりあえずいけば何かあるのでいつもたすかってます



第二の家



楽しい。ブタメン美味しい。気軽にドラム練習ができる。



家！！ブタメンおいしいです！



気軽にいける所



暇つぶし、バンド練習できる



居心地が良く、リラックスして過ごせる場所。図書館では勉強できるスペースが少ない分、4 プラは
勉強できる場所。



第二の家



なし



自分のしたいことをするのに適する場所



気軽に来れて楽しい



友達と楽しめる所



楽しく、みんなが明るくなれる場所



たのしい



楽しい



遊ぶ場所



マジ神



広々してて、ゆったりできる別荘のような場所



とても過ごしやすい場所



いごこちのいいばしょ



気軽に遊べる



特になし



ちょっとしたレジャースポット。泉中央に来たときは必ず来ています。できれば、卒業後も利用し
たいです。フロア内の曲をクラブ的な BGM にするとテンション上がるかも・・・？（笑）



ない



自由な場所



友達との休けいの場



楽しめる場所



時間つぶし。行く所がないときに行く



友だちと遊べる場所



楽しい場所



楽しく過ごせる場所



自由な場所



自由に過ごせる場所



楽しいし、おちつく



自由に過ごせるところ



友達と遊んだり暇つぶしができる楽しいところです



気軽にこれるとこ



勉強したり、お話ししたり、ドラムしたり、マンガ読んだり・・・また来ようと思う場所



遊び場



楽しくてひまをつぶせる



笑顔でいれる場所



気軽にこれる場所



楽しくて、たくさんものがある場所



友達と集まるのにいい場所



楽しい場所



気軽にいられる



楽しい場所



楽しい場所



凄く居心地や初対面の人とのコミュニケーションを取ることによって新しい（判別不可）ができま
した。本当にのびすく 4 プラはすばらしい場所でした。



楽しい



もう一つの遊ぶ・勉強する場所



自分がいきいきできる場所



自分のやりたいことを自分のペースでできる、楽しく落ち着いた場所



自由に遊べる



ふれあいの場



遊ぶ場所



暇つぶしには、良い場所



図書館の上の上の上の階にある場所



来たいとき来ることができる



いつまでもいたくなります（顔文字）



勉強するところ



いつでも気軽にたちよれる場所



友達とあそべる



友達と遊べる



友達と楽しくあそべる



おちつく。たのしめる



卓球できる場所☆



卓球出来る所☆ひまつぶし



おちつく



なし



憩いの場



放課後に便利な場所



青春のたまり場



友達としゃべったり、勉強したり、バンド練習したり自由に過ごせる場所



楽しいね！



家と学校の中間地点



自由な場所



勉強も運動もできる良い場所



なし



自由に遊べるとこ



楽しい！！



気軽に遊びに行ける場所



自由な場所



おちつく場所です



リラックスできるところ、友達と遊ぶ時に使うところ！



友人たちと楽しく過ごせる場所であり、落ちついて自分のことができる場所です！



友達と来れば遊べる所。１人で来れば勉強ができる所



色々なゲームがある。テンションが上がる



たのしい場所。テンション上がる⤴⤴



勉強する場所



勉強できる場所



便利な場所



勉強と遊びが出来る場所



だれでもいけるいい場所



リラックスできる場所



友達と遊んだりできる楽しい場所



楽しい場所



友達と遊べる場所



ない



たのしい場所



なし



勉強スペース



勉強に集中できて、遊べる場所



勉強するところ



友達と来れる身近な所



自由な空間



もう一つのお家（顔文字）



勉強できる場所



勉強部屋



楽しい。遅くまでいても怒られない。安全。勉強ができる。にぎやか



楽しい場所。勉強ができる場所。にぎやかな所



楽しいところです



勉強がはかどるし、居心地がとてもいい！



ダンスできるところ



ダンスできるところ



勉強できる場所



勉強ができ、息ぬきに卓球などで遊べる快適な場所



楽しいところ



学校でもないふしぎなくうかん



自由



安息場所



勉強やしゅみに時間を費やせる場所



楽しい場所



眠くなるところ



自由な場所



勉強するところ



勉強と遊びができるところ！



勉強と遊びができるところ！



友達と過ごせる楽しい場所



楽しい場所



時間つぶせる場所



家



自由に遊べる場所



勉強をしたり、友達と遊べる場所



自由に過ごせる場場所



楽しい場所



遊び場。楽しい場所



テストのある金よー日に来る場所



来やすい場所（顔文字）



やすらぎの間



良い



勉強したり、まんがよんだりできる。たのしいところ



居心地の良い場所



自由に過ごせる場所。居心地の良い場所



暇でどこかで勉強などをしたいときに行く場所。下校のと中に寄る場所



たのしい



楽しい場所



とても落ち着く、ゆっくりした時間を過ごせる場所



勉強をしたり、友達と楽しく過ごせる場所



気軽に行ける場所



気軽に行くところ



きがるにこれてとても友達といてたのしいところ



なんかいいなってなる場所



勉強もでき、息抜きもできる所



勉強する場所。リラックスできる場所



特になし



勉強できるところ



勉強する場所



居心地が良く、勉強に集中出来る場所



自分が生きる本当の意味を見出せる場所



いばしょ！



楽しいとこ



「開かれた教室」いろいろな人がいて、自由だから



おちつく（？）



好きな時に気軽に来れる場所



練習後の気分てんかんする



練習後の心と体を癒す場所



練習後の心と体をいやすため



練習語の心と体を癒す場所



楽しい場所



家とは違って、リラックスできる場所



友達と遊べる場所



友達と遊べて WiFi が使える



くつろげる場所



友達と騒ぐにはもってこい



友達と勉強しやすい、施設の整った居心地の良い場所



いろいろ好きなこともできる大好きな場所

