平成２９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：199 人
Ｑ１１ 館長になったらやりたいこと

☆総回答数：175


４プラ将棋名人戦



オセロ大会



カード大会



カラオケ大会



ゲーム大会



ホッケー大会！



ハンカチおとし大会



なんでもしりとり大会！



ジャンケン大会をしたい



月に一回ゲーム大会（色々）



指相撲、腕相撲などの最強王決定戦（その他全てのジャンルにおいて）



Wi-Fi



Wi-Fi の設置



Wi-Fi の設置



WiFi、充電器



Wi-Fi おいてほしい



wifi がほしい



wi-fi 設置



Wi-Fi を設置したい



Wi-Fi を設置する



Wifi を使えるようにしたい



Wifi をつかえるようにする



Wifi を使えるようにする。



Wi-Fi のつかえるはんいを拡大する



ワイファイをつける



新しい卓球台



正規サイズの卓球台を置く



卓球場の設置。



卓球台



卓球大会



たっきゅうたいかい



卓球大会



卓球大会（景品あり）



卓球大会



卓球台を増やす



卓球台をもう１つおく



卓球何回でも！



運動会



運動会



うんどうかい



運動会！！



球技大会（ドッヂボール）



競技大会



公園であそぶ



公園でのスポーツ



敷地内を全て使ったかくれんぼ



ストラックアウトコンテスト



スポーツ大会



スポーツ大会



スポーツ大会



定期的に球技大会をする



テニスをする場所



バドができるようにしたい



バドミントンが出来る所



フットサル



体育館作る



体育館をつくる



卓球だけでなく、日ごとに他のスポーツもできるようにする



高校生用フィットネススぺースの設置



おかしをふやす



お菓子以外にも食べ物を売りたい



おかしの種類を増やしてほしい



お菓子の種類を増やす



お菓子の種類を増やす。歌手、芸人などよんでイベントをする



おかしを増やす



自動販売機の種類を増やす。



自販機（やきおにぎりやら売ってるやつ）



自販機を増やす



だがし全品１０円！



駄菓子を数円安くする



だがしを増やす



だがしを安くしたい



無料飲料コーナーを作る。



演奏会



４プラ限定の演劇部を作り、定期的に公演をする。



ダンスはっぴょうかい



ライブ



あそぶものふやす



席を増やす。



机を増やしたい。



学習室を作る。テスト期間は、1F も満員になっているから。



勉強する部屋と遊ぶ部屋をわけてほしい



気軽に遊べる場所を増やす



机をふやしたい。おにぎりとか置いていつでも食べれるようにする



机を増やしたい。



机をふやす



もう少し席を増やす。常に自習室を設ける



仮眠できる空間をつくる



勉強の参考書（国語、数学など…



DVD を見れる場所をつくる



プレ４を置きたい



テレビを設置したい



芋煮会（七北田公園で）
、カレーパーティー、ハロウィンパーティー、流しそうめん



大食い大会



おおぐい大会！！



鍋パーティー、



飲食をどこでもできるようにする



イヤホンのかしだし



イラストぼしゅうボックス、漫画のじゅうじつ



色々な人とふれあえる場所



エアホッケーを増やしたり、まんがを最新刊まで増やしてほしい



音楽を決められる…など



カードを無くす



こども宇宙館に戻す。



カラオケ



気軽にあそべるカラオケルームを設置。



ゲームコーナーなどを作る



ごうこん



雑誌の数を増やす



しっかり時間を決めて遊ぶ。



自由に使える色ペンを置く（コピックとか）



進路について知るため、高校生の話しを聞く会、企業の話を聞く会



スマブラだいらんとうバトル



先輩、後輩、とらわれずにできること



卓球以外の遊べるもの増やす



イベントごとパーティー



多目的室にカーテンつけたいです



ダンス



中学生と高校生が協力して、１つの大きな作品（レゴブロック、ケーキとか）をつくる



文房具貸し出し



テスト期間の静かな雰囲気作り



電子レンジ、マンガの増巻



逃走中、かくれんぼ



逃走中、かくれんぼ、障害物競争



特に思いつかないが、あえて上げるなら小説コーナー…？（自分の書いた作品を展示できる）



土地を広くしてみんな楽しく



ドナルド・トランプの招待



夏まつり



夏祭り



にもつを置く場所



ニンテンドースイッチ、YouTube 見れるところ



蚤の市



パソコンを増やす



フェス



ボードゲームを増やす



ホール 30 分無料



マリンバがほしい



マンガの追加



マンガを増やしたい



マンガを増やす



マンガを増やす



まんがをふやす



漫画を増やす。



皆がえがおがあふれる



皆が楽しめる場所にしたい



みんなで楽しめるイベント



メダルゲームなどのコーナーを作りたい



もう数種類楽器を増やす



もっと遊べるものを増やす



モンハンのマッチング



遊具



ゆめじゃむみたいなイベントを月 1 で開催する。



料理教室



ルービックキューブ等のパズルを多く設置したい



SECOM を設置したい



このままでよい



このままを維持



今ので十分です。



今のままが調度いい！！（原文ママ）



今のままで◎



おもいうかびません



特にない（35 件）

Ｑ１２

４プラに来るようになって変わったことは？

☆総回答数：177


練習をたくさんできるようになった



昔以上に絵を書くのがすきになった



マンガを読むようになった



マンガ読むようになった



知らない漫画を知ることができる



まだ分かりません



まだ分からない



外の出てくることがあんまり好きじゃなかったけど、４プラに来たいと思い外に出るようになった



よく外出するようになった



前より外に出るようになった



社交的になった



社交的になった



テスト前の学習時間が増えた



テスト前に勉強するようになった



ちゃんと勉強するようになった



毎回勉強しにきてるので、勉強するくせがついた



土日の勉強時間が増えた



どこでも勉強に集中できるようになった



点数上がった



勉強をする環境が整った



勉強をおちついてできる



勉強に対する意識



勉強に自分からとりくむ



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



勉強する場所が増えた



勉強する時間が増えた



勉強する気が前よりがった気がする



勉強する機会がふえた



勉強しなきゃという意識が出た



勉強時間が増えた



少し勉強できるようになった



自主的に勉強をするようになった



自主的に勉強しようと思うようになった



自分から机にむかうようになった



息抜する場所と勉強するを分けたことで、より集中して勉強できるようになった



ペペロンチーノが好きになった



暇な時の居場所ができた



ひまな時間がなくなった



暇つぶしの方法を知った



ひまが少ない



人みしりしなくなった



人みしりしなくなった



一回り大きくなった



人と話せるようになった



人と話すようになった



人と話すようになった



初めてだから、まだわからない



友達に積極的に話せるようになったり、みんなから４プラにいこうとさそわれることが多くなった



友達と勉強できるようになってよかった



友達と勉強できる時間が増えた



友達と勉強するようになった



友達との交流が増えた



友達と過ごす時間が増えた



友達と過ごす時間が長くなった



友達とすごすじかんが多くなった



友達と遊ぶのがもっと楽しくなった



友達と遊ぶ機会が増えたと思う



友達が増えた



友達がふえた



友情が深まった。卓球が上手になった



みんなと遊ぶことがふえました



コミュニケーションがふえたがふえた



コミュニケーションがふえた



コミュ障じゃなくなった！！



図書館が怖くなくなった



卓球の技術、人間性



卓球するようになった



卓球する機会が増えた



卓球が好きになった



卓球が好きになった



卓球が好きになった



卓球が上達した



卓球が上手くなった



卓球が上手くなった



卓球が上手くなった



卓球がうまくなった



たっきゅうがうまくなった



卓球がうまくなった



集中力が長く続くようになった



自分のやりたいことができて、自分の中で変わった



心がおちつく



心



気持ち



僕の中の、安心して過ごせる場所が１つ増えた、と思うこと。



かっこよくなった



大人になった



運動と勉強するようになった



いろんな中学校の人と遊ぶことができた



色々な人とかとも仲良くなれる



今までと同じ



イベントを通しコミュニケーションの上達



あそぶところがふえた



遊び場が増える



遊び場が増えた



明るくなる



明るくなった（性かく）
。勉強に集中できるようになった



明るくなった



明るくなった



明るくなった



アウトドアになった



4 プラの印象が良くなった



あります



思わない



変わってない



特になし（61 件）

Ｑ１３

スタッフへのメッセージ

☆総回答数：165


できればネットワーク環境がほしい…



jojo 増やしてください



また wi-fi を設置してほしい



Wi-Fi おいてー



WiFi があればもっと良い



Wi-Fi ができればほしい



Wi-fi の再設置



フリーWiFi 飛ばさないなら、エレベータ―の表示直して下さい。



フリーワイファイをつくってください



赤いいすがかたい



あついです！！



ありません



ありません



イスをやわらかくしてほしい



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



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。食べ物の種類ふやしてくれるとうれしいです



いつもありがとうございます。勉強がんばります！



いつもお世話になっています



いつもおつかれさまです



いつもおつかれさまです



いつもおもしろいですね！！



いつも楽しんでます



いつも友達がカードを忘れてしまいすいません



今のところ大丈夫です



エアホッケーの空気強くしてほしいです



お菓子のバリエーションが増えてて良いです



おつかれさまです



音楽の音量を下げて欲しいです



感謝



がんばってください



頑張ってください



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



がんばってください



がんばってください



休日や、定期テスト前の期間はよく満席になり勉強できません。もう少し、その時だけでも座席を
増やしてほしいです。



くるたび楽しいです！



ごうこん



これからも、よろしくおねがいします！！



これからも頑張ってください



これからも頑張ってください



これからもがんばってください。また来ます



これからもよろしくおねがいします



これからもよろしくおねがいします



これからもよろしくお願いします♪



これからもヨロシクで～す



今後もがんばってください



今後も頑張ってください



今後も頑張ってください！！



最高です！！



サッカーがしたいです



サワ―ペーパーの梅味増やしてください



仕事がんばって



自習室の開いている日をふやしてほしい



自習室の設置回数増加希望



人生で行ったところで一番居心地がいいです。これからも続けてください！



スタッフが優しくて良かった



スタッフさんの対応が良くて居心地がいいです



スタッフさんへ いつも話し相手んなってくれてありがとうございます



ストラックアウトコンテストをしたいです



すばらしいです



席をやわらかいものにしてほしい



説明がわかりやすかったです



説明が分かりやすかったです



説明丁寧で話しやすくて良かった



体育館つくってバレーさせてほしい（無料で）



対応がていねいで



だがしのねだんを下げてほしい



だがしをもっと安くしてほしい



卓球が楽しい



卓球台の増加。テスト期間以外自習室を卓球場にしてほしい。



卓球の使用数を増やしてほしい



卓球の台数を増やしてほしい



食べ物増



たまに暑すぎる



多目的室がガラスばりになっているのがちょっといやです。
（笑）



机が増えるとうれしいです



机の高さを上げて欲しい



ていねいに説明をしてくださってありがとうございました



とても良い空間なのでこれからのご活躍も願っています



バンドのライブイベントを増やしてほしい



勉強する場所を提供していただきありがとうございます



勉強できる環境でよかった



ホール予約を電話でも可能にしてほしい。



マンガ増やして



マンガ増やして下さい



無料飲料コーナーを作ってください



もっと色々なスポーツをしたい



もっとお話ししたい



優しいです



有料でいいのでフィットネススペースを作ってほしい。マシンはいらないので、フリーウェイトが
できるようにしてほしい



よろしくおねがいします



ワンダーストーリーよんでほしい（芸人）



特にない（59 件）

Ｑ１４

４プラとはどんな場所？

☆総回答数：182


「4 プラ」はいい場所だ



４プラ



遊び場



あそび場



遊び場



遊ぶ



あそぶところ。べんきょうするところ



遊ぶばしょ



遊ぶばしょ



遊ぶ場所



あそべるばしょ



あったかい場所（冬）
、すずしい場所（夏）



いい所であり、落ち着ける場所である。



家



家にいる感じで気持ちが安らぐ



いこいの場？



いごこちがいい場所



居心地のよい、楽しい場所



いつでも来れて気ままに過ごせる場所



いつでも来れて楽しい場所



いやしの場



いろいろと遊んだり学ん集できる場所



いろんな人としゃべったり友達と卓球したりダンスの練習したりする



いわば高校の自習室！（少し校則のゆるい…）



落ち着いて勉強できるところ。友達とすごせる



落ちつける



落ち着ける場所



落ち着ける場所！！



思い出の場所



家族



可もなく不可もなく



気軽。来るとこない時これる



気軽に遊びに来れる場所



気軽に行ける



気軽に来られる場所



気軽に来れて、様々な事ができる、自由に活動できる場所



きがるにこれて、ひまつぶしが出来る場所



気軽にこれる



きがるにこれるこれる場所（原文ママ）
、楽しく遊べるところですかね



気軽にこれるところ



気軽に立ち寄れる



気軽に利用できる場所



気休めできるとこ



公共の場



ごうこん



心地良く勉強できる場所



心と体を休める場所



最高ま場所です



幸せなところ



自習スペース



集中できる場所



集中できる場所



自由なところ、たのしめるばしょ



自由なところ、ひまつぶし



自由に過ごせる場所



自由になれる



自由になれる場所



過ごしやすい場所



セカンドハウス



だい 2 の家



第 3 の居場所



第二の家



第二の家



第二の家



第二の学校



たくさん遊べる場所



卓球を極めることができる場所



楽しい



楽しい



楽しい



楽しい



楽しい遊び場！！



楽しいところ



たのしいところ



たのしい場所



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



楽しい場所



楽しく遊べる、満きつできる場所（原文ママ）



楽しく過ごせて勉強もできる



楽しく過ごせるところ



楽しくすごせる場所



たのしむばしょ



楽しめる場所



たまり場



ダンスの練習、勉強ができる場所



中高生がかんたんにこれて楽しく遊べる！！



中高生が休日に遊びに来れる場所



中高生にとって、居心地が良く、リラックスできる場所



都合の良い場所



とてもいい場所



とても楽しい場所



とても楽しくて勉強ができていい場所です



とても便利な場所



とても良い場所



友達とあそぶこと



友達と遊ぶ場所



友達とあそべるところ



友だちとあそべる所♡



友達と遊べる場所



友達と遊べるよいばしょ



友達と遊んだり、勉強するのに向いている場所



友だちと居れる場所



友達と気楽にいれる場所



友達と過ごす時間を楽しむ場所



友達とすごせる場所



友達と楽しく過ごすことができる場所



友達と仲を深める場所



友達との仲を深められる大切な場所



友達などとあそべる



とりあえず行けば何かしらできる場所



何かする場所



何でもできる！！



何でもできること



にげみち（良い意味）



のんびりする所



バンド・勉強ができる場所



バンド練習や勉強のできる場。



一人でも大勢でも気楽に遊びに来られる場所



ひまつぶし



ひまつぶし



ひまつぶし



暇つぶしできる所



ひまつぶしになる



ひまつぶしのところ。遊びにいくための一つの場所



ひまつぶしの場所



暇をつぶせる場所



ひみつきち



広いとこ



勉強ができて、友達とゆっくりすごせる場所



勉強ができるし、たのしいところ



勉強ができる所



勉強するところ



勉強するところ。友達とかとお話するところ



勉強できる



勉強できるし、お話しもできる快適な場所



勉強できる場所



勉強できる場所



勉強できる場所



勉強できる場所



勉強できる場所



勉強できる場所、遊べる場所



勉強できる憂一の場所（原文ママ）



勉強と、息抜きが同時にできる場所



勉強と好きなことができる場所



勉強に集中できるし、友だちとすごせるところ



勉強に集中できる場所



勉強の休憩場所



勉強場所



勉強場所。気軽に遊べる



毎日来たいと思える場所



まったりできる場所



迷ったらここ！！って場所



マンガ読むこと



マンガを読むとこ



身近な場所です



みんなが自由に遊べる場所



ゆっくりできる場所



ゆっくり勉強できて居心地が良い。遊びのゲームとかあって楽しい時間もあって良い感じ。



ゆっくり目的が果たせる場所



夢の国



良いところ



良い場所



楽園



楽な場所



楽な場所



リラックスできる場所



練習場所

