平成２８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：200 人
Ｑ１１

館長になったらしてみたいこと

☆総回答数：144


30 回来たら、1 個 30 円以下のおかしプレゼント



31 をつくる



4 プラに来た人たちと月 1 か数月に何回かふれあいタイムを作る。そうすることで友達が増えるかなぁ
って思って。ルールはみんな仲良く居心地を良く人にめいわくをかけない。かな？



CHUNITHM



ＤＩＹのイベント



KAT-TUN をよんでコンサート



WiFi



Wi-Fi



Wi-Fi



Wi-Fi がほしい



Wi-Fi 設置、おかしをふやすこと



Wi-Fi 設置、卓球台の拡大



Wi-Fi の再設置



wifi のせっち



Wi-Fi を付けたい



wifi を復活させる



アイスをうる、カラオケを設置したい



移動動物園



今で満足



今のままでいい



今のままで満足している



色々な物がそろっているから



映画鑑賞



大きくする。



おかしつかみどり



おかしどこでもＯＫ！！



おかしどこでも食べるようにする



おかしをどこでも食えるようにする



おりがみのイベント



お笑いイベント



各学年の学校で学習内容に基づいたクイズ大会



カフェ



カラオケ



カラオケ



カラオケいきたい。



カラオケ大会



カラオケ大会



カラオケ大会、ロックフェス



季節の行事イベント



ギター教室的なのを増やす。麺づくりを置いて下さい



ギターとか、練習できる教室を作りたいです。



クリスマスジュース 1 本プレゼント



ゲーセン



ゲーセンあるようなゲーム機を設置する



ゲームコーナ



ゲームコーナー



ゲーム大会



ゲーム大会



ゲーム大会



ゲーム大会（？）、カラオケ大会とか



ゲーム大会（マルチ可能なやつ）



ゲームの大会



合コン



これまで通りにしてる



これまで通りにしてると思う。



サッカー（フットサル）場を設置



自習室の開設、パンやおにぎり等おやつではない軽食を売るコンビニのようなものをつくる、月曜開
館（かわりに日曜は休む）



自由に遊ばせてあげる



自由にする



小学生の人とのふれあい企画



小学生も入れたい



シングルスの卓球大会



新作のマンガ、マガジンの追加、WiFi の復活、コンセント増加



吹奏楽に役だつもの



吹部集合！！～みんなで演奏会をしよう！！～



スポーツ大会や、各季節ごとの何かしらのイベントの開催、中 3・高 3 生向けの勉強会の開催



スポーツの大会



増築



増築



ダーツを設置したい。



体育館



体育館つくってほしい。フットサルしたい



だがし半がくデー、ゲーム大会



たくさんの楽器を置きたい



卓球以外に体を動かす事ができるスペースを設けたい



たっきゅう大会



たっきゅう大会をたくさんおこなう



卓球台をふやす。



足りないものを探すほうが難しいので、今の状態の維持



ダンス系



ダンスコンテスト的なもの



常に自習室を設置する



テニスコートを設置、お菓子を増やす



夏フェス



夏祭り



なにもしたくない



なにもしない



寝るコーナーを作る



年齢関係なく楽しめるようなイベントを行って、コミュニケーションをとる。



パソコンを少し増やす



ハロウィンパーティ、クリスマスパーティとか



バンド



バンド・ダンス発表会



パンの自販機を設置したい



ビリヤード台設置、勉強ルーム設置



ビンゴ大会



ビンゴ大会



ビンゴ大会



普通の卓球大会、卓球台を大きくする



フットサル場、サッカー出来る場所



プラネタリウム



プラネタリウム（もう機械は無くなってしまったのでしょうか、、、？）



フリーマーケット



フリーマーケット



勉強会



勉強する空間と遊ぶ空間をきっちり分ける。外部のボランティアなどと連携した行事を行う



勉強するだけのスペース



ボードゲーム大会的なやつ



ボードゲームを増やしたい



ホッケー大会



ホッケートーナメント



ホラーゲーム、びびりガマン大会



本読みスペース（小説を増やす）。理由：静かに集中して読むことができるように



漫画大量購入



マンガや雑誌を増やす



マンガをふやす



マンガをふやす



まんがをもっと設置したい



漫画をもっと増やす



みんながしたいことをさせる



皆が楽しめる場所



もう行っているが、楽器を教えてくれる方を呼び講習会。



もっと声優の雑誌とか置きたい



やりたいことをやらせてあげる



ラジオのことをもっと広めたい。将棋やチェスの大会もやりたい。



ワイファイ



分からない



特になし（37 件）



無記入（36 件）

Ｑ１２

４プラに来て変わったことは？

☆総回答数：160


明るくなった！



遊びの場が増えた



遊びの幅が増えた



遊ぶことが増えた



遊ぶ場所が増えた



遊ぶ場所が増えた



いろいろ



うんどうをするようになった



絵が好きになった



外出するようになった



外出するようになった



楽器に触れる機会が増えた



学校と違う楽しさを感じた



ギャグセンスが上がった



休日がより楽しくなった



休日のすごし方



休日の過ごし方



今日はじめてなので。。。



興味をもつものがふえた



自主的に勉強するようになった



室内で勉強することが多くなった。



自分の時間が増えた



少人数にだがぐちを言えるようになった



人生。



人生。



少し明るくポジティブになった



少しギターを弾けるようになった。



少しものしりになったきがする



性格が少し明るくなった。ひとりで来るときは自分をよく見つめなおすことが大事って気付いた



卓球が上手くなった



卓球が上達した



卓球がすきになった。



卓球が好きになりました。



たっきゅうができるようになった



たのしいと思った



楽しくなった



楽しみが増えた。



ダンスをおどれるようになった



ちゃんと勉強するようになった



テストの点数があがった。



テスト勉強がはかどる



友だちができた。



友だちが増えた



友達と遊ぶ機会が増えた



友達と遊んで盛り上がる楽しみ



友達といっしょにあそべるところがふえて、あそぶのが楽しくなった



友達との遊びを楽しめるようになった



友達との交流がふえた



友達と勉強する機会が増えた



友達と勉強するようになった



友達とよくあそぶようになった



人との交流（友人のそのまた友人、地元の中学生等）が増えた



人との交流が増えた。



人と話せるようになった



ヒマな時間を比較的有効活用できるようになった



暇なとき、行く場所ができた



勉強がすこし好きになったかな～



勉強習慣がついた



勉強しようと思ったときに気軽に行けるので、勉強がより身近なものになった



勉強する気アップ



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。卓球がめっちゃうまくなった



勉強に集中する時間が増えた



勉強に集中できるようになった。



勉強のやる気



勉強への意欲



本の面白さが分かった



前より勉強するようになった。



前よりも勉強をするようになった



まだない



まだわからない



町は未来化してきている



漫画の知識が増えた



マンガをよむようになった



やっぱり心！！



やっぱり心！！



分からない



分からない



わかりません



特になし（78 件）



無記入（40 件）

Ｑ１３

４プラへの要望、スタッフへのメッセージ

☆総回答数：145


4 プラのスタッフの仕事をこれからも頑張って



Rock' in Japan の雑誌を置いて欲しいです



Wi-Fi がなくなったのが辛いです



Wi-Fi がほしい



WiFi つけてほしい



Wi-Fi の再設置、おかしのしゅるいをふやす



Wi-Fi を置いてほしい



Wi-Fi を設置してほしい



Wi-Fi を設置してほしい



Wi-Fi を設置してほしい



Wi-Fi をつけてほしい



wifi を復活させて下さい。



Wi-Fi を復活させてほしい



Wi-Fi をもう一度つけてほしい



WiFi を戻してほしい



Wi-Fi を戻してほしい



ありがとう



ありがとうございます



ありがとうございます



ありがとうございます。



暗殺教室のマンガ増量、かしの増量



いつも Q14 のような場所を整備して下さって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。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。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。普通のゴミ（ケシカスとか）はどこにすてれば良いですか



いつもありがとうございます。もっとイベントが増えるといいです。



いつもありがとうございます m(_ _)m



いつも笑顔でステキです！



いつも楽しく利用させてもらっています。これからも頑張って下さい！



いつも優しくしてくださるので、とても話かけやすいです。ありがとうございます。



お世話になります。



おつかれさまです



カップメン売ってほしい



カムバック Wi-Fi



カラオケ作ってよ。



カラオケ作ってよ。



がんばって



がんばってください



がんばってください



がんばってください



頑張って下さい



頑張って下さい！



頑張って下さい！



頑張って下さい！



頑張って下さい！！



がんばってください。



ギャグ見たい



ギャグ見たい



血界戦線入れて下さい



これからも頑張ってください！！



これからも続いてほしい



これからも続いてほしいお仕事頑張ってください！！



これからも良い雰囲気になるような 4 プラをつくるのを頑張ってください



これからもよろしくおねがいします



これからよろしくおねがいします



これからよろしくおねがいします



サッカー出来る場所を作ってほしい



自習室開放



自習室をあけてほしい



親切にしてください



スタッフと気軽に話ができる



駄菓子の種類がもっと増えたら嬉しいです



だがしのバリエーションを増やしてほしい



卓球以外に遊べる（体を動かして）スペース、施設が欲しい！



楽しい環境をつくって下さりありがとうございます。



近々イラストを描きたいです



図書館もしくは自習室に Wi-Fi を設置してほしい。映像授業(Try it 等）をしたい為である。4 プラでは本
来の目的外（ゲーム等と思われるが）で使用していた為に撤去したそうだが、それはあまりにひどい。
本来の目的で使用していた側としては大変迷惑である。ここ泉図書館及び 4 プラで不便だと思う点は
そこだ。例えば、多賀城図書館であるが、ここは、iPad の貸し出しや Wi-Fi の提供を行っている。iPad
は予算の関係上厳しいと思うが、Wi-Fi は可能と思われる。以上のことを検討していただきたい。



とってもやさしく居心地がよい



とても居心地がよく楽しいです。



とても利用しやすいです。いつもありがとうございます。



変顔を練習してください



本の新刊など増やしてほしい。食べものも増やしてほしい



毎度毎度、利用者カード忘れて申し訳ないです、、



前にあった卓球大会？高校生も参加できるのがあればよいと思います



まんがもっと置いてほしいです。すこんぶも置いてほしいです。メリークリスマス



マンガをふやしてほしい



満足です



満足です



メリークリスマース



もう１回 wi-fi 通してほしい



もっと広くしてほしい



優しいですね。



やりたい事が何でも出来て、本当に便利です



ワイファイを飛ばしてほしいです。カードの再発行 100 円の必要ないと思う。



特になし（54 件）



無記入（55 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：172


19 時まで開いていて便利



THE・リラックス



WiFi



アイスが食べれる



あそびの場所



あそび場



遊び場



遊び場



遊び場



遊び場



遊ぶ場所



遊べて勉強できる場所



遊べて勉強もできる場所



遊べるし、勉強もできる場所



遊べるところ



あそべる場所



遊べる場所



遊んだり、勉強したり、色々できる場所



遊んだりできる場所



あたたかい所、涼しい所



アットホームな場所



いいところ



いいところ



良い場所です。



家



家からの逃げ場



家にかえりたくない時に来れる場所、ふと行こうと思う場所



いこいの場



憩いの場



いこいの場所



いこいの場所。



いこいの場所。



居心地が良い。



居心地が良く、テレビがないので勉強に集中できる場所。



いごこちのいい、とてもいい所



居心地のいいところ。楽しく安心する場所。ジャニーズのざっしがあって最高！



居心地の良い場所



居心地の良い場所



癒し



いろいろできて便利。



色々な人と交流できる場所



宇宙のような場所



おちつく。さわげる。たのしい



落ち着く場所



おちつく場所だと思う。



落ちつける場所で、気軽に来れるところです。



親からのがれられるすばらしく楽しい場所です



階段登ってでも来る価値がある場所



考えたことない



きがるに遊びにこれる場所



気軽に遊びに来れる場所



気軽に行ける’居心地のよいばしょ’



気軽にこれる場所



気軽にこれる場所



気軽に来れる場所



気軽によれてすごせる場所



気軽に寄れる場所、ずっと来れればいいのに



気軽に利用できるたまり場



子供（中高生）のための施設というのがとても考えられているところ。これからもよろしくお願いします。



最高



最高の遊び方



雑誌が読めたり、勉強が出来たりするのでとても環境の良い場所であると思います。



様々なことを知れる場所



幸せ



時間あるときにゆっくりできるくつろぎ空間



自由空間



自由な場所



自由な場所



自由な場所



自由な場所



自由に遊べる場所



自由にすごせる場所



自由に過ごせる場所



自由に過ごせる場所



席が足りない



第 2 の家



第 2 の学校



第七の家



第二の家。



第二の学校



卓球場



楽しい



楽しい



楽しい！



たのしい！！便利



楽しい。



楽しい遊び場所



楽しい時間を過ごせる場所



楽しいところ



楽しい場しょ



楽しい場所



楽しい場所



たのしいばしょ



楽しい場所



楽しい場所



楽しい場所



楽しい場所



楽しい場所



楽しい場所



楽しい場所



楽しい場所、落ちつける場所



楽しい場所。



楽しく、リラックスできる場所



楽しくすごせるところ



楽しくて良い場所ばと思います



楽しく勉強をできる場所



楽しめるし、集中できる、いい場所です。



楽しめるところ



楽しめる場所



たよりになる場所



ちょっとした娯楽施設



天国



天国！！



天国！！Ww



時々１人で集中できるところです。



とても便利な場所。いやしがある



友達と遊べるところ、勉強につかえるところ



友達と遊べる場



友だちと集まって遊ぶ場所



友達と過ごす場所



友達と過ごせる貴重な場所



友達とすごせる楽しいところ



友だちと楽しく遊べる場所



友達と楽しく過ごせる場所



友達と仲良く過ごせる場所。



友達と仲良く勉強できる場所



ともだちとの時間がとれる場所です。とてもたのしいです



友達との時間を大切にできる場所。



友達と話す場所



友達と勉強できる所！



友だちとゆっくりすごせる場所！いいかんじ！！



ない



ない



何かあったらすぐにこれるとてもふんいきのいい場所



沼…！



パラダイスなとこ、楽園



1 人でも気軽にこれる居心地が良いところ



1 人でも気軽に来れる場所。



一人でもみんなでもすごせる楽しい場所



ヒマだったら一番最初に思いつくとこ



ひまつぶしの場



ひまつぶしの場所、みんなと遊べる場所



暇なときにこれる



ひまなときに来れる場所



ひまになったら来る場所



ひみつきち



フリーな場所



触れ合いの場



ブレイクタイムに良い場所



部屋



勉強，遊びをする場所



勉強、マンガ、アイス等自由に過ごせるほっこりとした場所



勉強ができる場所



勉強するときに最適な場所



勉強する場所、過ごしやすい場所



勉強できるところ。



勉強もでき、遊ぶこともでき、たのしい場所



便利で落ち着く場所。



べんりな場所



便利な場所



ホッと一息つける場所



漫画がたくさん読めるとこ。あと話す人がいること。



みんなで集まれる場所



友人とあそべるとこ、一人で、のんびりする場所



ゆっくりできるとこ！



楽園



楽園



わが家。



特になし（6 件）



無記入（28 件）

