
アンケート総数：２００人
自由記述の回答を、集約せずそのまま、掲載しています。

Q11　4プラで開催したいイベント、決めたいルールなど、自由に書いてください。

回答総数：１００
＜4プラで開催したいイベント＞
● 料理教室（２）

● まんがを読む会

● 勉強の教えあい

● 勉強会

● 文化祭てきなやつ

● ババ抜き最弱王決定戦

● ナンジャモンジャゲーム大会

● トランプ大会

- 大富豪大会

● ドッジボール大会

● テニス大会（2）

● 将棋大会

● サッカー

● ゲーム大会（３）

● ゲーム（スマホやswitchなど）の大会

- ウイニングイレブン

- マリオカート選手権

- プロスピA大会

- パズドラ闘技場ＲＴＡ

- スプラトゥーン

- 太鼓の達人大会（２）

● クリスマスパーティー

● たこパ・クリパ（プレゼント交換も）

● カラオケ（デュエットなどの２人以上）（９）

● おもいっきり体を動かすイベント！（2）

● お見合い（本気のではないです。知らない人とも仲良くなれると思います。）

● 好きなアイドルが同じ人とヲタ活をしてみたい

● アイドル、アニメ、バンドなど、様々なファンの交流会。

● スパイダーマン鑑賞会

● プラネタリウム（２）

● ホールで映画鑑賞会（2）

● DVD観賞会

● 卓球大会の回数を増やす

● 卓球大会（２）

● イラスト大会（2）

● 絵かき大会

● ビンゴ大会（3）
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利用者アンケート集計結果＜記述式回答、「その他」回答＞



● イースター祭り（2）

● ボーリング大会

●

● 特になし（３３）

● ありません

● イベントさんかしたことない

＜ルールに関すること＞

○ 今のままで充分だと思います。

○ 充実していてルールを変える必要がないと思います。

○ 楽しむことはいいと思うのですが、さわぎすぎには注意してほしいです（汗）

○ 必要以上の声×

○ さわがない、静かに！！
○ 人をにらまない　待っている人がいたら貸す（楽器など）

Q12　4プラを利用するようになって、自分の中で変わったと思うことはありますか？

回答総数：１８０
●居場所

家以外のくつろぐ場所ができた
気軽にすごせる場所
雨のときとかでもあそべる！
公共の場をきれいに使う
ゴミの管理
遊ぶ機会が増えた(2)
遊ぶ場所が増えた(2)
あつまるところが増える
放課後の時間がふえた。

●コミュニケーション
コミュニケーション力が高まった。
知らない人と話せるようになった
人のことを考えるようになった
ｅｘ）卓球の時間待ちでゆずり合いなど…友だちと話すときの声量など…
明るく楽しく遊べるようになった！
明るくなった(3)
穏やかになった
大人の人と話すの気軽になった
感情が豊かになった・友との仲深まった
スタッフの方と気軽に話せるようになった
社会性の発達
人といる時間がふえた。
スタッフ愛

●活動
やりたいことに挑戦できるようになった
いろんな人に自分の絵をみてもらえるので、絵をより書きたくなった。
日々の生活に楽しみが増えた(4)
外に出るようになった(5)
よく食べる　しゃべるようになった
ボードゲームが好きになった(2)
なつかしい遊びにも興味がわくようになった

100マス計算（ルール　10×10のマスでたし算、かけ算、ひき算などの計算をして速さをきそう）



ゲームができない自分が、ひまなときや部活がないときに楽しく行けて、
友達も作ることができ、「自分の新しい楽しみ」を作れたと思います。
卓球が好きになった(2)
卓球が上手くなった(4)
ダンスをするようになった(2)
いろんなことをやりたいと思った。
無駄にお金を使うことがなくなった
マンガを読むようになった
少女漫画読み始めた
進撃の巨人という作品に出会えた
ワンピースへの知識
カードゲームが楽しいと思えた。
金欠でも遊べる。
筋肉がついた
人を気にせず遊ぶ
お金をよく使うようになった

●友人
友達との交流が増えた(4)
友達との仲が深まった(8)
友達思いになった
友達に自分から声をかけて遊びに行くようになった。
友達が増えた(8)
友達と遊ぶ事が増えた(4)
友達との交流がふえ、気分が明るくなる
外に出る機会（友だちと遊ぶ機会）がふえた。
他の学校の子とも気軽に話せるようになった
他校の人とも遊びやすくなった
学校以外での友達との関わり。
4プラにいるあまり話さない友達としゃべれたこと
4プラに来ていた男子と話せるようになった・友達と勉強できるようになった
ひまなときともだちといれる
放課後、友達と遊ぶ事で、あまり仲良くなかった人と仲良くなったし、今も遊んでる！！

●勉強
勉強時間が増えた(9)
勉強するようになった(4)
成績が上がった。
自分から勉強するようになった。
勉強への意識が高くなった(2)
勉強への集中度が上がった
勉強がはかどる
すきまの時間を勉強にまわせて、時間を上手に使えるようになったと思う
どんな場所、状況でも勉強できるようになった。
知能、理解力、語彙力
勉強への取り組み方(2)
友だちと勉強する機会が増えた
勉強でレベルアップ
４プラで勉強することが増えた。
勉強する場所が増えた(2)

●その他
今日来たばっかりなのでないです
時間に対する思想
しんちょうがのびた(2)
特にない(53)
坊主になった

Q13　4プラへの要望やスタッフへのメッセージがあれば書いてください。



回答総数：１７７
●要望

多目的室利用時間を増やしてほしい！
多目的室にカーテンがほしい
多目的室を防音にしてほしい
マイクを増やしてほしい・防音設備のある部屋をつくってほしい
勉強する場所と遊ぶ場所を区別してほしい。
勉強する所を作ってほしい
普段から自習室を開放してほしい。
机をふやす
まんがを増やしてほしい(6)
まんがを全巻ないやつをそろえてほしい
マンガ少なすぎ！途中までで終わらせないで欲しい。ＢＬＥＡＣＨ全巻！！
ミュージカル関係の雑誌を置いてほしい。
本をもう少し増やしてください
雑誌の種類を増やしてほしい。
雑誌のポポロも買ってほしい。
ジョジョのまんがをもっとおいてほしい。
コピックもっと増やして
イベントを増やしてほしい
スマブラ大会を定期的に開いてほしい(2)
料理教室をして欲しいです。
だがしの種類を増やしてほしい(５)
ふつうサイズのカップ麺の追加
王様のおとしものを駄菓子売り場においてほしいです
ジュースを安くしてください
ケーキが食べたい。
暑い、駄菓子0円にしてほしい
外のごみも受け取ってほしい（かも）。
卓球台をもっとでかく、ラケットをもっとチャントしたやつがいい。
おもいっきり体をうごかしたい　
風邪が流行している時期などにマスクを提供してほしい。
充電器の数をふやしてほしい
ＵＮＯのカードを新しくしてほしい。
テレビとかがあれば、自分でDVDをもってきて見れると思います。
タブレットなどがあれば、（時間を決めて）いろいろ楽しめると思います。
プリクラどう入(2)
Ｆree Ｗｉ‐Ｆｉの設置(14)
月曜日の開館　
利用時間をもう少し長くしてほしいです

●スタッフへのメッセージ
いつも明るく出迎えてくれてありがとうございます
いつも笑顔で接してくれてありがとうございます。
4プラ楽しいです(3)
いつもスタッフさんの対応が良くて、本当に居心地がよく最高です！
４プラ放送局がとっても楽しかったです！(2)
いつもきれいな場所をつかわせてくれてありがとうございます。
こんな素晴らしい場所を作ってくれてありがとうございます
過ごしやすい空間を提供していただきありがとうございます
クリスマス会楽しかったです
いつも親切に接してもらってありがとうございます(3)
いつもありがとうございます(27)
いつも丁寧に対応してくれてありがとうございます
いつもわかりやすく説明してもらってありがとうございます。
じんろうゲームおもしろかったです。ありがとうございます。
時期や季節に合う企画やイベントを考えてくれたり、季節に合った装飾を
していて良いですね！



いつもたのしく過ごさせてもらってます！ありがとうございます(2)
いつもテストや検定の時使わせてもらっています。勉強しやすい環境で
いつも満足しています
話しかけてくれて嬉しいです
いつも優しく対応してくれてThank　You♡
スタッフのみなさん、とても優しいです！
やさしくていつも笑顔になれます。
いつも楽しく優しくしてくださり本当にありがとうございます。もっと仲良くな
りたいので、今度は自分から話しかけられるように頑張ります！
いつもおつかれさまです(5)
いつもご苦労さまです　「ヒロアカ」面白いんでぜひよんで心の支えにしてください！！
今まで通りでいいと思います。
今まで通り優しくお願いします。
これからもたくさん来るので宜しくお願いします（笑）
これからもよろしくお願いします！(4)
これからも頑張ってください(13)
残り少ないですが、ちょこちょこ遊びに行きたいと思います。
女のスタッフの人かわいい
これ以上にない
こんにちは
Ｆｉｇｈｔｅｅｅｅｎ！
Ｌｏｖｅ
愛してます(2)
だいすきです
明るいふんいきでよきよき
げんきようあいさつ
私の歌声を聴いてください💛

●苦情
コップのジュースおいしくないです。

●その他
特になし(39)

Q14　あなたにとって4プラはどんな場所ですか？自由に書いてください。

回答総数：１７３

安心できて気軽に入れる場所
安心できる場所（2）
家
憩いの場所(4)
居心地が良い場所(4)。
お母さんにおこられない　安全。
落ちつく、友達と遊べる室内が少ないからすごくいいと思う。ボードゲームや
たっきゅうなど楽しい遊びがいっぱいある！とにかくとてもいい所！！！
落ち着ける場所(3)
隠れ家的存在
気ままにすごせる場所(2)
くつろげる場所(2)
自由な場所(4)
のんびりできる場所。
自由にいろいろなことができる・友達も誘いやすいし
仲を深めることもできて生活に欠かせない。
自由に来れる場所！来やすい！
自由に過ごせる場所(3)
自由にできて、定期的に通いたくなる場所。
過ごしやすくて良い(2)



第２のＨＯＭＥ♡　友だちと毎日の息抜きをする場所　緊張しなくていいところ
第２の家(2)
第３の家
地域の子どもたちにとって救いになっているような場所で続いてほしいと思う。
とてもとても過ごしやすい
土日もやってて、休日にもやっててべんり！寒いときとか、あついときとか、
雨ふってると、外いけないから、室内でべんり！
逃げ場
のびのびできる場所
フリースペース
他の学校の友だちとも仲良くなれて、スタッフたちと一緒に楽しく会話できて、
「自分のもう一つの家」だと思います。
やすむ場所
やすらぎのば
ゆっくりできる場所
ゆったりした場所
家で遊べない時も勉強などを一緒に友達とできる場所
いつもお世話になっています。私にとって４プラは、みんなと仲良くなれるとても良い場所だ
と思います。家からも近く、勉強したりダンスをできたり本当に楽しい場所だと思います。こ
れからも使わせていただきます。妹と来てみたいです（笑）
おちつけてわいわいできる場所。
気軽に来れて、友達と楽しい時間を過ごせる。私のAnother　ｓｋｙ
自分がしたいときにダンスができる場所　友達と仲を深められる場所
自分らしく自分の好きなことができる空間　友達ともっと仲良くなれる！
自由に友達とすごせる場所・飲食できるところもあるし駄菓子も安いからうれしい
スタッフさんたちがやさしい所
楽しく友人と過ごせる場所(4)
友達と遊ぶときなどに気軽にいける場所
友達と遊べる場所(10)
友達と集まれて、自分のしたいことができるところ。
友達と安心して過ごせる場所
友達といれる。普段できないことができる
友達と交流ができる場所(2)
友達とすごせてリラックスできる場所
友達とすごせる楽しい場所
友だちと仲を深められる場所
友達とずっと居られる所。
友達とたくさん遊べて落ち着く場所！勉強も家よりはかどります
友達と楽しくすごせて、時には勉強に集中できる場所
ともだちと楽しくすごせる場所
友達と楽しく勉強できる場所！！
友達と楽しんで一緒に遊べる場所
友達との遊び場(2)
友達とのびのび遊べたり、テスト前は勉強ができる、中学生・高校生の天国だと思って
います。体を動かして遊ぶことができるのですごく楽しいです。
友達と話しながら勉強できる楽しい場所。食べたり飲んだりしながら勉強できる場所。
友達とワイワイ楽しめる場所
みんなで遊べる場所
友人との思い出の場所
利用しやすく、よく友人と来る場所
ワイワイできて勉強もしっかり集中できる所・楽しい！
遊ぶ場所・楽器が吹ける場所(2)
遊べて勉強できる所(3)。
遊んだり勉強したり色々できる場所
いろいろできて、すっごく楽しいところ♡
気軽に勉強できる場所
自分の好きなことをたくさんできるところ。
ジャンプよめる　気軽にこれる
ダンス練習するところ



楽器が吹ける
勉強しやすい
勉強する場所(4)
勉強できる場所(4)
勉強の間にリラックスする場所。みんなで集まる場所。
勉強も楽しいこともできる学生にとって必要な空間
マンガ見れますね
Very goodな場所です
遊ぶ場所(11)
遊べる場所(3)
新しいあそびを覚えることができる場所
お金なくても遊べる素敵な場所
親がいなくてすばらしいところ
気軽に行ける楽しい場所。
気軽に来れる場所(2)
楽しい　いっぱい遊べる！ねむい
たのしい　おちつく
楽しい。少しあつい。ベビースターラーメンおいしい。トイレどこ？
楽しい場所(15)
楽しく遊べる場所(2)
楽しく過ごせる(4)。
気楽でいれる。
楽しくて自由な場所
とてもたのしいところだと思います
便利な遊び場　家に帰りたくない際のひなんじょ
泉図書館の４Fです！！
泉図書館の上
最高の場所
最高の場所です！いつもありがとうございます。
時間をつぶせる
すばらしき
チェルノブイリ
天国(3)
特になし(2)
なし(2)
ハッピーハロウィーン
パブロ・ピカソって感じっす
ひまつぶし(2)
暇つぶしフロア
ひまな時来る場所
ひまな時に遊びにこれる
暇なときにいきたいと思うところ
待ち合わせ場所メイン


