
自由記述の回答を、集約せずそのまま、掲載しています。 回収数：200　　　

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。

＜4プラで開催したいイベント＞

● eゲーム(2)
● ゲーム大会(8)
● スマブラ大会(7)
● ウイイレ大会
● マリオカート大会(2)
● eスポーツ
● フォートナイト大会アスファルト９大会
● ポケモンバトル(3)
● 大乱闘
● ギャンブル

● キックボクシング
● けん玉大会
● 卓球大会（7）
● ダンスコンテスト（ダンス大会）（５）
● バスケットボール
● バドミントン
● スポーツ大会的なもの（４）
● スポーツ系のイベントがあったら参加してみたい（３）

● 絵かき大会（イラスト大会）（３）
● ドラえもん絵かき大会
● お絵かき対決
● 趣味のフォト大会
● イラスト講座的なものをやってみたい
● 書道・書道パフォーマンス（２）
● 読書会
● 映画鑑賞（ホールなどで）（２）
● 映画を見ようの会
● 楽器の講習会
● 楽器演奏会
● テーブルゲーム(ボードゲーム）などの大会（５）
● 発表会
● クトゥルフセッション（２）　
● 演劇寸劇系（３）
● アンパンマン握手会
● 俺らのオフ会
● フリマ
● けしゴムとばし
● 演奏会・コンサート（吹奏楽、バンド、ダンス）（３）
● カラオケ（２）
● 趣味を共有できるイベント（3）
● 百人一首大会
● 料理教室（コロナがおさまったら）
● 謎解き
● 自習を一番多くやったランキング
● 手芸
● レジンなどの手作りできるもの（？）を置いて、それを使ったイベントをしたいと思います
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● テクノパーティー
● BINGO大会（２）
● 夏祭りやクリスマスパーティーなどを盛大にやりたい
● 小さい子とのふれ合い（３）
● 話し掛けたい人がいたときに気軽に話し掛けられるようなイベント
● ４プラ委員会みたいに知らない学校の人たちと何かの機会で知り合えるイベント

＜ルールに関すること＞

○ 今の環境に満足
○ 今（過去）に開催されたイベントの頻度を上げると参加しやすくなるのかなと思う
○ Wifi使いたい放題
○ 漫画を汚さない
○ 少しうるさすぎる人がいたら注意したらいいと思う
○ 話すところと勉強する場所を分ける
○ 大きい声で話さない
○ 騒いでいる人には厳しく注意してほしい
○ 子供だけでも気軽に有料ホールを借りられるようにしてほしい
○ 平日の自習室開放３
○ BGMを流行のアーティストの曲にしてほしい
○ 卓球の時間を増やす（待ちがいなかったら長くできる）６
○ 席の時間指定→前、来た際に座れなかったため
○ 年齢制限を上げて欲しい
○ １日２回
○ 4プラに来るときにあらかじめ体温を計ってくる
○ 多目的ホールの利用時間を延ばす

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？

●居場所
図書館を利用する機会が増えた（２）
遊び場増えた（２）
泉中央の中で楽しめる場所がふえた
いつでも来られる場所ができて安心感につながった
外出をする機会が少し増えた（７）
こういったところもあるんだと気付かされたし、自分の居場所のようですごく親近感がわいた
過ごしやすいところを見つけられた
放課後の時間を無駄に過ごす事がなくなりました
暇なときは4プラに来るようにしている
無料でそれなりにわいわいできる場所へのありがたさ

●コミュニケーション
「こういう人もいるんだ」っていう新しい人との出会い等を通じて人に対する考え方や視野が広がりました

明るくなった（３）　
笑顔が増えた（２）
多くの物に興味が湧くようになった
大人の方たちと楽しく話せるようになったことと一人の時間を大切だなと思えるようになったこと
コミュニケーションがよくなった
楽しめる場所が増えたので明るくなった気がする
時計を見る癖がついた
人と話すことが楽しくなった
人にゆずる
ふれあいが増えた
リラックスする時間が増えた

●活動
アニメの知識が上がった



色々なことに興味を持つようになった
色々な体験をすることができた
いろいろなものに興味をもつようになった
いろいろ漫画を読むようになった
楽器を練習できる時間が増えた（４）
自分の絵が他の人にも見られるので絵のクオリティを上げていきたいという目標ができた
スポーツや遊びなどの知識が増えた
たくさんのゲームに挑戦しようと思うようになった
卓球ができるようになった（１０）
初めてふれたものがあった
バンドに対する姿勢が変わった
漫画に興味を持つようになった
流行についていけるようになった
ダンスが上手くなった（２）

●友人
新しい友達できました（２）
友達と話したり遊んだりできるようになった（２）
友達がいることの大切さに気付いた（２）
友達と会う機会が増えた　家で会うには遠いけど4プラでなら会える
友達といる時間が増えた（４）
友達と遊べる場所が増えた（３）
友達とすごすことが多くなってさらに仲がよくなった（３）
友達と話せるようになって明るくなった（２）
友達とのオフ会が固定になった　リアルで友人と会う機会が増えた
友達と話す機会が増えた（４）
友情への意識

●勉強
ここを利用することで勉強へのやる気が出た（２）
周りを気にせず、集中できるようになったこと（５）
自主勉強する時間を作ることができた（２）
宿題を計画的にするようになった
長時間勉強する時に４プラに行こうと思うようになった
友達と勉強するようになってやる気UP！した（３）
1人で勉強する時間を家や学校以外で作れるようになった（３）
勉強と休憩の切り替えができるようになった
勉強場所の選択肢が増えた
勉強時間が増えた（６）
今までは1人の時はあまり外に出て勉強はしなかったが4プラを知ってから1人でも行くようになった

●その他
人生観
いつも通り
ストレス解消できる
日常の中に入り込んできている
自分1人の時間がとれるようになっったので心が落ち着いた
自転車を使う回数が増えた
満足感ができた
４プラの印象が変わった
まだ分からない
階段を上がることに対して苦痛をあまりいだかなくなった
遊ぶときに歩いてくるから遊ぶついでに運動をしていること
楽しめてとても良い気分になれる（３）
なし（３3）

●無回答（２０）



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。

●要望

場の設定・席の増設（７）
卓球台のわきのテーブルや椅子をよけてほしい
席を増やしてほしい
団体で活動できるテーブルなどがあればいいと思う
自習室をひろくしてほしい　
卓球のボールが取りづらい場所にいってしまうことがあるので、そこをなくしてほしい

WiFiを使えるようにしてほしい（７）

漫画・本の増冊（７）
勉強向けの本を増やして欲しい
漫画コーナーの「終わりのセラフ」をそろえてほしい
七つの大罪をふやしてほしい
約束のネバーランドをそろえてほしい

卓球時間の延長（５）

飲食・アイスコーナー（７）
お菓子やアイスの自販機をまた使いたい
早くお菓子が買いたい
お菓子の種類を増やしてほしい

その他
ギターだけじゃなくベースも置いてほしいです
ベースの追加　ギターの弦交換
BGMを流行を取り入れたものにしてほしい（２）
ダンスする部屋を外から見えない様にしてほしい　食べ物が食べれる
多目的室にカーテンをつけてほしい。入場制限もう少しゆるいと嬉しい
4プラに居られる時間が伸ばせたらいいな

なし（４７）
満足している
今のままでいてほしい

●スタッフへのメッセージ

いつもありがとうございます（５０）
いつも4プラに来た時温かくもてなしてくださり本当にありがとうございます
いつも清潔に保って下さりありがとうございます。ちょくちょく来るので今後ともよろしくお願いします
過ごしやすい環境ありがとうございます
いつも丁寧に対応してくれてありがとうございます
いつも楽しいイベントを企画したり気軽に話をしてくださりありがとうございます
たくさんの楽しいイベントや、遊び道具を用意してくださり、楽しくすごさせてもらってます！
いろいろな情報をありがとうございます
いつも楽しく過ごすことができています ありがとうございます
いつもありがとうございます　高校卒業したら来られなくなるのが悲しい
いつもあたたかく迎えてくれてありがとうございます　帰る時も「気をつけてね」などの言葉がうれしいです

いつもそうじやいろんな活動ありがとうございますこれからもがんばってください
いつも４プラを開いてくれてありがとうございます　とても過ごしやすくこれからも利用したいと思います

いつも4プラを支えていただきありがとうございます
いつも優しく迎えてくださりありがとうございます
コロナ対策など、使った物の消毒や、検温など毎回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



たまに声をかけてくれてほっとする
いつも優しく声をかけてくださってありがたいです
スタッフさんおもしろい
大好き
愛してる
スタッフさんの明るい対応で気軽に一人でも入れる雰囲気を作ってくださって本当に助かっています
楽しいです
いつもやさしくしていただきありがとうございます。みなさんの明るいところがあるので過ごしやすいです

コロナ禍で大変だけど頑張ってください
まだ、中３なので、これからも使っていきたいと思います。よろしくお願いします
笑顔で対応してくれるのが嬉しいです！
これからも利用するのでたくさん話しましょうね
対応が親切だと思います
すごくスタッフさんがやさしかった
これからも4プラを利用したいです！！
ギター上手でした！！
おもしろくて明るくて良いと思います
スタッフたちとももっとふれあいたい

●その他
来る機会が少なくイベントの存在を知らないことが多い。掲示だけでなくウェブでの広告があると嬉しい

スタッフに採用されるまでの流れってどんな感じですか
２かいぐらいにしてほしい
勉強してる時話し掛けないでください

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。

家　、学校、児童館などのような居場所。　30人
ａｔ　ｈｏｍｅな場
新しいお家のような場所です
家や学校とはちがった「居場所」の1つ
家よりもいやすい場所
いくつかある居場所の一つ
泉に来た時についでに来たくなる場所　児童クラブのような場所
いつでも来れる場所
数少ない私の居場所
拠点
高校生のための児童館
児童センターの中高生ver
第３の家
図書館の4階
土日などすることがない日に来て、ひまを潰せる場所
徒歩でぎりぎり来れる場所
何もない時に来る場所
冬は寒くない所
放課後の教室

遊び、卓球など何かができる場所。33人
１つの遊びに来る場所
遊ぶ場所に悩んだらとりあえず来る場所
色々な体験をできる所
オフの会場　クトゥルフできる場所
卓球ができて楽しく遊べる場所
のびのびと楽器を演奏できる場所
友達との語らいの場所　練習の場
漫画が読める



みんなと勉強できたりお話しできたりする場所　作業ができる

友達と過ごせる。31人
行く場所に迷ったらみんなでワイワイできる４プラがまっ先に思い浮かびます
　これからも沢山利用したいです！
気軽に友達と集まれる所
居心地がいい　友達とのんびり過ごせる
交流の場
コミュニケーション能力が上がる場所
楽しめる。友達と仲をふかめられる
人と交流を持てる場所
皆でワイワイできる

勉強できる。30人
学校で勉強できない時に来る場所
自習する場所　友達との遊び場
勉強しやすい場所
勉強スペース
勉強に集中できる場所
勉強ができたり色々なことができる場所
勉強ができリフレッシュもできる居心地の良い場所
勉強でつかれた時に友達と楽しめる場所

落ち着いてほっとできる場所。36人
安心できる場所　くつろげる場所
息抜きできる場所
いこいの場
居心地の良い場所
落ち着いて過ごせる場所
気軽に来れる
心の拠り所
静かで落ち着ける楽しい場所
過ごしやすい場所
ゆったり過ごせる所
安らげる遊び場
『楽園』
リラックスできる場所

楽しい場所。16人
楽しく過ごせる場所
楽しい遊べる場所
楽しいところ勉強できるところ
楽しくふれあいが出来ること
楽しくも集中できる場所です また、色々と休める落ち着く場所でもあります
友達と楽しく過ごせる場所
楽しめる場所

1人で自由に過ごせる場所。13人
自分のペースで過ごせる学校や塾とは違う場所
自由でマイペースに過ごせる場所
自分のやりたいことができる素晴らしい場所
自由な場所Ⅱ
自由に来れる場所
第2のふるさと　自分と向き合う場所
誰にも邪魔されない場所
友達と来てもいいし、一人で来てもいい場所
1人でいれる場所

その他　5人



？
another sky
人生の起点
平和です
便利です

Q1５　新しい生活様式になってから、４プラに来る時不安に思ったり、不満を感じたりしたことはありますか？

　自由に書いてください。

不安、不満は感じない。4９人
ＮＡＩ！Nothing
暇な時など4プラに来て楽しめるのでこれからも来たい
ありません 感染対策がしっかりされていると思います
特にないです 安心して来ています
特にないです 感染対策がしっかりしていると思います
コロナ対策はしっかり行いつつ4プラの良いところはそのまま残してくれているので特にありません
コロナ対策もしっかりしている上にスタッフさんのあたたかい対応のおかげで安心して過ごせた
コロナで来るのをためらっていたが消毒や検温をしっかりしていたし対策を工夫していたので安心できました

机や床が清潔なためそこまで不安を感じたりすることはない

コロナ感染などが心配。1７人
家で計測した時は３７℃以下だけど４プラの入口で測る時に３７℃を超えていないか
３密が避けられているかどうか
いろいろな人がいるのでコロナがうつるか不安
大きい声で話したりマスクを外している人がたまにいると少し不安になる
正直あります。みんな大体あると思います
新型コロナウィルスに流行する前と同じように利用できるかどうか
クラスター発生
I would appreciate it if you could disinfect it a little more carefully..
使いまわしで使うものが多いので消毒をしっかりしないと危ないと思っています

時間制限があるのが不満。10人
入替え制度で長居ができないこと
コロナの状況でも開いているかどうか不安になる
４プラに来ないと４プラが今どんな状況であいているのか分からないところ
健康チェックの紙を書く時間がもったいないなあと思ってます

場の設定。6人
コロナだから仕方ないけどテーブルが離されていること
３人以上での会話というか何をするにもしづらさが…
ソーシャルディスタンスをとっていて遊びにくい
イスが少ない。勉強スペースがあいているか不安

飲食スペースがないこと。1１人
仕方ないことですが、食べ物を食べられなくなったところ
お菓子など食べられないところ
駄菓子屋が消えた（やむおえないけれども）
おさまってからアイス食べにきます
友達とお菓子が食べられない

その他
Wifi
マンガ
周りの目が気になる
喉が乾燥します
ベガルタで通りにくくなりそう
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