
回答数

1

1

5

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

8

1

1

1

6

1

1

1

9-4（スクールカウンセラー）

18-4（動画）

18-4（遊べる）

18-4（ユーチューブ）

19-4（映画館）

＜小６児童＞

1-4（家・自宅）

1-4（読書）

1-4（勉強）

19-4（プール）

＜小５児童＞

各設問内の「その他」欄の記載内容

19-4（運動場）

1-4（家で遊ぶ、家にいる）

18-4（ゲーム）

＜小４児童＞

※　設問-選択肢番号（記載内容）

1-4（友達の家）

3-4（習い事）

1-4（勉強）

1-4（休む）

9-4（塾の先生）

18-4（ゲーム）

3-4（塾）

3-4(熱）

1-4（ゲーム）

3-4(サッカー場）

19-4（サッカー場）

19-4（遊園地）

19-4（マクドナルド）

3-4(塾）

19-4（外で遊べるところ）

1-4（家で遊ぶ）

1



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2

1

1

1

4

1

2

1

1

1

2

7

1

19-4（モール）

18-4（楽しめる）

19-4（カードショップ、ゲームセンター）

19-4（ドンキ）

18-4（わからない）

19-4（飲食店）

19-4（スーパー）

19-4（イオン）

19-1（スポッチャ）

19-4（運動場）

19-4（サッカーセンター）

19-4（博物館）

19-4（ゲームセンター）

19-4（ペットショップ）

19-4（コンビニ）

19-4（遊ぶところ）

19-4（野球場）

＜小４保護者＞

1-4（家で遊ぶ、家にいる）

3-4（習い事）

1-4（自宅・家）

19-4(友達と宿題ができるところ）

3-4（校庭）

1-4（パソコン）

1-4（自宅・家）

3-4（習い事）

3-4（塾）

19-4（スポーツ施設）

＜小６保護者＞

1-4（サッカー）

19-4（水族館）

＜小５保護者＞

1-4（クラブチーム）

3-4（体育館）

2



1

5

1

1

2

1

1

4

2

1

3

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

1

1

1

1

19-4（ＵＳＪ）

19-4（ゲーム）

１-4（ひるね）

３-4（学校）

19-4（コンビニ）

19-4（遊園地）

19-4（カードキングダム）

１-4（クラブチーム）

＜中１生徒＞

18-4（辞書）

＜中３生徒＞

3-4（塾）

18-4（ゲーム）

3-4（勉強）

3-4（学校・校庭）

19-4（遊園地）

3-4（サッカー場）

＜中２生徒＞

3-4（グラウンド）

3-4（外）

3-4（塾）

19-4（科学館）

19-4（ツタヤ）

19-4（カラオケ）

１-4（家）

19-4（楽しいところ）

３-4（部活）

３-4（塾）

３-4（学校）

19-4（体育館）

19-4（マンガパーク）

18-4（神）

19-4（ディズニー）

19-4（電気屋）

3



1

1

1

10

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

2

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

＜中１保護者＞

19-4（ボールが使える場所）

3-4（学校）

3-4（部活）

1-4（昼寝）

1-4（外部のスポーツ）

19-4（いろいろ）

3-4（サッカー）

1-4（クラブチーム活動）

＜中２保護者＞

1-4（家）

3-4（学校）

3-4（部活）

1-4（サッカー）

18-4（不要）

18-4（ゲームで対戦など友人関係）

19-4（スポーツ施設）

19-4（料理教室）

3-4（イトーヨーカドー）

18-4（学習）

18-4（ない）

19-4（様々な体験のできるところ）

3-4（部活の教室）

3-4（クラブチームのグラウンド）

18-4（ＧＰＳ）

＜中３保護者＞

3-4（学校）

1-4（家）

1-4（部活）

4



設問20　児童館(じどうかん)や図書館(としょかん)、公民館(こうみんかん)であなたがやり
たいことを、自由(じゆう)にお書(か)きください。／児童館(じどうかん)や図書館(としょ
かん)、公民館(こうみんかん)で、お子(こ)さんにさせたいことを、自由(じゆう)にお書
(か)きください。

＜小４児童＞

児童館で遊んだりして遊ぶこと。あと図書館で本を読みたい

ゲームや本読み、調べ物

本を読んだり折り紙などをしたい。みんなでいっしょに遊びたい

図書館でワンピースのマンガを借りたい（読みたい）

図書館で本を読みたいです

カードゲームのできるところ

児童館に行ったことがないから行ってみたいです

工作、ゲーム、本読み、腹ごしらえ

本を読んだり、みんなで児童館で遊ぶ

図書館でマンガを読みたい。特に読みたいのが読み遅れたコロコロコミックが読みたい

本を読みたい

本を読む

図書館で本をかりることや夏休みの宿題

本を読む

調べ物,勉強

＜図書館＞たくさんの本を読みたい（小説など）

図書館で本を読んでいろいろ調べてノートなどにかいたりして、いろいろなことを勉強して自由研
究などでいろいろ思いつきたい

図書館で本を一杯読みたい

図書館で勉強をしたり本を読んだりしたい

児童館ですごろくみたいなゲームをたくさんしたい。ちかくにあれば図書館でたくさん本をよみた
い

みんなで勉強できる場所やみんなで作って配達か配ってあげるようなこと

1



図書館で本を読みたい

勉強

図書館でのんびり食べたりしたい

同じジャンルの本を調べたい

児童館で友達と遊びたいです

とくにない

図書館でたくさん本を読んで調べ物をしたりする

児童館でたくさん本を読みたいです

児童館で少女マンガを読みたい。工作をしたい

図書館で本を一杯借りたり静かに勉強してみたい

児童館などで企画されたものに参加してみたい

児童館で遊びたい

絵を描いたり折り紙を折って遊びたい

児童館で本を読みたい

図書館で本が買えるといい。大きい遊び場がほしい

勉強

ない

図書館で友だちとおもしろい本を読みたい

くつろいだりゲームしたり工作したい

図書館でゆったりしたい

図書館でいっぱい本を読みたい

イベントに行ったり本を読んだりしたいです。また友達と集まりたいです

弟、妹といっしょに少しだけ遊ぶたい（児童館）

2



なし

あんまり本を読まないから、図書館に本を読みに行きたい

本を読む

図書館の中に勉強スペースがほしい

大きい図書館でいろんなことをしたい（むさしのプレイスみたいな場所）

いっぱい本を読みたい。かりたい

図書館で本をいっぱい読みたい

本をかりて読む

友達と児童館で遊ぶ。図書館で本を借りて読む

本を読みたい、児童館で友達と遊ぶ

本を借りて読む

将棋、オセロ、黒ひげ危機一髪

友達と図書館へに行く

図書館で頭が賢くなる本をたくさん読みたい

本を自由に貸し借りできる図書館がほしい

図書館で本を読みたい

図書館で宿題を集中してやったり、大きな図書館で本をよむ

図書館ではまっている本をかりて読みたい

友だちと遊ぶ

遊ぶ。勉強。読書

図書館で本を借りて読みたい

図書館で勉強したい

図書館でいっぱい本を読みたい

3



本を読む

本をかりたい、本をよみたい

友だちといろいろなことを話す。相談ごと。

ゲーム、本を読む、おかしを食べる

ゲームをやる、本をいっぱい読む

遊んだり本を読んだりしてみたい

本をたくさん読む

本屋さん

図書館には文書読解などで出てきた文章の続きを読みに行きたい

特になし

本を読む

図書館で勉強したり本を読んだりしたい

小説を読みたいです

図書館の本をもう少しわかりやすく分類してほしい

いろいろな本を読んで借りてみたい

本をゆっくり読んだり友だちとお菓子を食べたりしたい

図書館での司書体験

みんなと一緒に鬼ごっこなどをして遊ぶこと

そこの人の手伝いをしたい

みんなと仲良く遊ぶ

本をたくさんかりる

本をたくさん読む

本を読みたい

おもいきり遊びたい（児童館）

＜小５児童＞

おかしを食べたい

読書・調べ物

好きな本の読書

児童館でゲームしたい

4



勉強、読書

ゆっくり本を読む

特にない

友達と話す

サッカー、ゲーム

電車の旅、野球観戦

友達と本を読んだり遊んだりする

特にありません

図書館でずっと本を読む

ない

特にないです

本を借りまくり読みまくりたい。（あばれるダイエット）

サッカー

ない

図書館で料理のレシピを調べたい

読書、運動、勉強

本を読む、友だちと遊ぶ、勉強する

図書館では静かに本を読んで、児童館や公民館では友達と遊ぶ

児童館で友だちと遊んだり友達を作ったりしたい

体を動かすこと

本を読む、友だちと遊ぶ

なし

ない

図書館で読みたそうなのを読む

勉強

児童館では卓球などをしたい。図書館では普通に本を読む

プログラミング、鉄道の問題

体を動かしたい。サッカーの壁あてをしたい

本をたくさん読むこと

5



図書館で宿題をするなど

特にありません

人狼ゲーム（児童館でやる）

友達と遊ぶ

図書館で本を読む

友達と遊ぶ

特にありません

＜小６児童＞

ボール遊び

とくにない

友達と遊ぶ

ゲームをする。人狼ゲームで遊ぶ

図書館で調べ物や気になる本（小学生文庫）とかを読みたい

友達と公園や児童館で遊びたい

様々な本を読みたい（特に絵か折り紙などの趣味に関する本、物語）

バスケットボール

勉強が本をかりて読む

本を読むこと。ゲームをすること

本を読む、遊ぶ

本を読める場所、遊べる場所

ボードゲーム（カタンなど）、カードゲーム（人狼など）、ビデオゲーム、図書館で本を読む

特にない

本を読む、野球

図書館で本を借りる

友達と本を読む、かりる

本やマンガをいっぱい読みたい

卓球、ロッククライミング、自習

図書館でいろいろな本を読みたい

特にない

6



図書館で鬼ごっこ、児童館でサッカー、公民館でドッヂボール

とくにありません

勉強スペース

サッカー

特にない

図書館で本を読むこと

児童館で卓球をやること

人狼ゲーム

友達としゃべりながらゆっくりしたい

行きたくない

特にない

ない

調べ物をする時に本を探す

ゲーム・ＳＮＳ

ない

とくにない

本を読みたい

ボルダリング、卓球など簡単なスポーツ

あるのかわからない

ゲーム

図書館だったら本を読んだりする

図書館で好きな本を読む

本を読む

ない

ない

児童館：たくさん遊ぶ

図書館：本を読む

公民館：地域のことについて知る

図書館の人に勉強を教えてもらいたい

7



読書や勉強、友達との会話

友達と遊ぶ（宿題）、本をかりる

ゲーム、デュエマ

図書館で本を読む

学習をする、本を読む

好きな本をたくさん読みたい、いろんな人と話したい

8



設問2１　あなたが放課後(ほうかご)にやりたいこと、行(い)きたい場所(ばしょ)を、自由
(じゆう)にお書(か)きください。／お子(こ)さんに放課後(ほうかご)にやらせたいこと、行
(い)かせたい場所(ばしょ)を、自由(じゆう)にお書(か)きください。

＜小４児童＞

公園で友達と遊ぶ。いろいろな遊具で遊びたい。遊具を増やして欲しい

木か遊具がいっぱいなところ。コンビニエンスストア

公園か、むりなら遊具をふやしてください

勉強ができるところ

生き物がいるところに行きたいです

友達と遊ぶ、公園に行く

友達の家に言って友達と外で運動したり、中で電子ゲームで遊ぶ。他にも公園に行って２人乗りブ
ランコをしたりしたい

ゲームセンターに行きたい。お父さんと公園に行きたい。釣堀に行きたい

外で友達とサッカーをするか、雨だったら家で友達とゲームをしたい

友達と遊ぶ。ボーリングをする

電車に乗りたい

児童館で本を読んだりゲームや勉強を友達とやりたい。水族館に友達といきたい

プールや図書館でたくさん過ごしたい

水族館、森、遊具

図書館とか私がならってみたい塾とかたまには動物園とかにも行きたい

放課後で水族館にいきたいです

塾に行って勉強したい

図書館に行きたい

ミステリーハウスや暗号を解いて宝を探すような場所をどこかに作ってほしい

放課後に公園の遊具をいっぱい作ってほしい。あとサッカーのできる場所を増やして欲しい

展示室を作って欲しい

9



テニスコート・ピアノ・プール・コンクリートの空き地

ねること

図書館・公園・習い事

友達といっしょにゲームをしたいです。遊園地にいきたいです。広いプールに行きたいです

ドラゴンクエスト

行きたい場所や家、やりたいことはスプラテュ－ンをたくさんやりたい。自然を増やしてほしい

海に行きたいです

近いところにプールとかスケートとかをやりたい。アドベンチャーのミッションみたいな遊具がほ
しい。みんなと勉強したい

水族館。宇宙のことがいろいろ知ることができる

ショッピングモールジャノメ

テニスボールやウレタンボールで野球をしたいから、広い公園（ジャノメみたいな）に行きたい。
マンガ喫茶がほしい

バスケをやりたい

友達とたくさん遊びたいから大きな公園がほしいです

フリスビーをやりたいのでジャノメ公園（庁舎建設予定地：ジャノメミシン工場跡地）みたいな公
園を作って欲しい

近くに市民プール、運動場、大きな広い公園、美術館、博物館

テニスコート・プール・コンクリートの空き地

ジャノメ公園（庁舎建設予定地：ジャノメミシン工場跡地）はなくなってほしくない

ジャノメ（庁舎建設予定地：ジャノメミシン工場跡地）でドッヂビーをしたい

公園、図書館

友達の家で遊びたい。公園に行って思い切り遊びたい

遊園地、動物園、ラブトキ（ようふくや）

大きい公園

ちかくに（子どもの無料の）遊園地があれば（大人もいっしょに）行きたい。ボウリング行きたい

10



くりやま公園

市民プールで友達とたくさん泳ぎたい

近くのお菓子作り教室に行って習いたい。近くのかわいいショッピングモールでお母さんとおねえ
ちゃんとお友達と買い物をしたい。サンほうせきをつくってほしい。

市民プール、市役所になるジャノメ公園がほしい

ジャノメ公園、友達の家、フリスビー、デュエルマスターズ、ジャノメ公園なくしたくない

エアーズ（エアーズシティの敷地内のこと）で友達と遊ぶ。遊べる場所

サッカー、勉強、コンクリートの空き地、プール、空き地

市民プールがあったらいいな。ショッピングモール

広くて野球などのできる公園がほしい（大きいの）

公園があるといい

静かな場所で宿題

図書館

ゲームをする

塾に行って自習したい

放課後、水族館に行きたい

公園でボールや遊具でたくさん遊びたい。また栗山公園の大きさを拡げてジャングルジムがほしい

何か作りたい。図書館に行きたい

公園にターザンロープを作って欲しい

近くに遊園地がほしい

ゲームをしたり公園などに行きたい。友達と勉強が出来る児童館を作って欲しい

友達と公園で仲良く遊びたい

近くに流れるプールみたいな室内の温水プールがほしい

なし

11



公園で鬼ごっこをしたい

公園、ゲーム

自転車でいろんなところに行ってみたい

ゲーム、バスケ、サッカー、プール

公園や外食

サッカースタジアム

公園で鬼ごっこをしたい。ゲーム

公園

裁縫などをやりたい

ゲーム

友だちの家、公園

友だちと自分の家、友達の家で遊びたい

イトーヨーカドーに行きたいです

小さい公園でもいいからたくさん公園を増やして欲しい

友達の家

図書館、公園、友だちの家

博物館

サッカーの練習場、公園、プール

特になし

新宿やアニメーションスタジアム、ゲームセンターなどに行きたい

サッカー場、大きな公園

友だちの家

はなみずき公園でみんなで遊びたい

映画をみたい

＜小５児童＞

本を読みたい

友だちの家、公園

外で友だちと遊ぶ

サッカーの練習、ゲームセンターなど

12



図書館、本屋

ゆっくりしたい

友達といっぱい遊ぶ

プール

サッカー場

なし

友達と図書館に行きたい

虫とり、魚つり（魚すくい）

いろんな所にお出かけする

英語の本を読む

特にないです

特にない

サッカー場

サッカー、カードゲームが出来る場所、マンガを読める

プール

バレエ教室、バイオリン練習

友達と遊びたい

特になし

プール、ピアノ、おかしを食べる、アイスを食べる、だらだらする

ヨーカドー

スケートの練習、みんなと遊ぶ

なし

ゲーム、勉強、友だちの家、テレビをみる、歌を歌う

公園

公園、図書館

自由時間が少なくて勉強が多いのでゲームをしたい。行きたい場所は特にない

宿題を気にせず、長い時間友だちと遊んだり、鉄道の旅に行きたい

ヨドバシカメラ

甲子園球場に行ってみたい
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自宅で仮眠。公園でアスレチック鬼ごっこなど

特にありません

釣り

友達の家

ディズニーランド、洋服や等いろいろ楽しいところ

友達と遊ぶ、自宅にいる

特にありません

＜小６児童＞

ボールを蹴れるところ

とくにない

特になし

いろんな人とドッヂボール大会。鬼ごっこ

釣りをして魚に慣れる。公園で友達と遊ぶ。

イオンやイトーヨーカドーみたいなところで買い物やゲームやプリクラを友達とやる

絵を描いていたい。音楽を聴きたい。塾にずっといたい

カラオケ

図書館で本を借りて読みたい

公園、図書館

サッカーを観に行く、遊園地

海、山、ディズニーランド、ディズニーシー、ユニバーサルスタジオジャパン

図書館、児童館、ろくろ

ゲーム、ゲームセンター、買い物、お菓子作り

ユニバ。釣り

特にない

友達と公園で遊ぶ、友達と遊ぶ

遊園地に行きたい、サッカーをいっぱいやれるところに行きたい

友達と遊ぶ、公園に行く、プール

ゲームセンター・バッティングセンターに行きたい

塾のない日にお笑いライブを観にいく（和牛・アルコアンドピース、マルセイユ、インディアン
ス、きつね、陣内とものり）
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東京ドームに伝統の一戦（阪神ー巨人戦）を観にいく

映画見放題

サッカー（サッカーワールドカップ）、ゲーム、テレビ

サッカーができる広い広場、スポーツセンター、サッカー美術館、スポッチャ、サッカーセンター

誰でも使える勉強スペース

特にない

図書館

ない

みんなと遊びたい

野球観戦、ゲーム大量にやりたい、バッティングセンター

特にない

公園、室内施設

友達と遊ぶこと

ゲームセンター、レストラン、マンガ喫茶、イトーヨーカドー、友達の家、ゲーム、ＳＮＳ、マン
ガ、インターネット

サッカーの出来る場所

とくにない

受験勉強、読書

ペットショップ

サッカーが出来る場所

働くところ、誰でも遊べるところ

ない

サッカーや野球をやりたい（時間があれば）

プール

サッカー大好き

ゲーム、家でごろごろ、インターネット

バレエの公演

特にありません

プール

特になし
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公園

大きいプールやテーマパークや公園、ショッピングモール

スポーツ

友達と遊ぶ

公園、友達と遊ぶ、図書館、宿題、勉強、テレビ

友達と楽しく遊びたい、科学館やプラネタリウム、展示館
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勉強教室があれば通わせたい

友達と遊ぶ

読書、調べ物

地域の高齢者と関わり、遊びや宿題を教えてもらったり、昔の体験談など聞かせてもらえる場所が
欲しい

児童館でたくさん本を読みたい。将来、役に立つようなイベント。読書、勉強

読書、宿題、テスト勉強

児童館で物作り体験や料理教室、球技などをやってほしい

とにかく宿題をさせることが大変なので、勉強目的で集まれる場があれば嬉しい。今の勉強スペー
スより、もっと和気藹々とした雰囲気で。

読書。何かを学んだり、作ったり、自主的に動くことのできる人になるために色々させたい

母がやりたいことはありません。本人がやりたいことがあれば母は送迎をします

設問20　児童館(じどうかん)や図書館(としょかん)、公民館(こうみんかん)であなたがやり
たいことを、自由(じゆう)にお書(か)きください。／児童館(じどうかん)や図書館(としょ
かん)、公民館(こうみんかん)で、お子(こ)さんにさせたいことを、自由(じゆう)にお書
(か)きください。

＜小４保護者＞

勉強

図書館で本を読んだり勉強させたい

卓球などスポーツ、武蔵野市桜堤児童館にあるピンポンと鳴るゲーム、人生ゲームなどのボード
ゲーム

体を使って遊ぶ、お友達と仲良く遊ぶ、特に○○してほしいというものはないです

勉強会、映画鑑賞会

図書館が近くにない。もっと図書館を利用させたい。たくさんの本を読んで欲しい

本をたくさん読んで欲しい
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友達とボードゲーム

児童館で異年齢の子達と交流できたらいいなと思います。今はまっている将棋の対戦相手を探して
欲しいです

図書館で本をたくさん読みたい

子ども達が主体になって活動できるイベント

グループ活動への参加。工作、イベントへの参加。

体を使ったゲーム、体操

図書館で本を借りたり調べたり、自分で行ってもらいたい

児童館は１学区に１つありません。三小エリアは緑小エリアの児童館まで徒歩で40分、住んでいる
場所によって子どもが安心できる場所（児童館）を利用できる子とできない子が出てしまいます。
その点を改善しないと何を企画してもサービスを受けることができないので、絵に描いた餅になっ
てしまうと思います

友達と遊んだり本を読んだり工作をしたいとのこと。興味の幅が広がるよう、本が楽しく読める環
境があるとありがたい

勉強ルーム、飲み物ＯＫのところ。

友達と体を動かして元気に遊ぶ

自由研究といっても何をやったらいいのかわからないようである。何かに興味を持ちそれについて
深く掘り下げるような働きかけがあるといいと思う。（イベント等いろいろやってくれていると思
うが今のところ息子にはあまり後につながっていない。ゲーム好きの子が多いのでＰＣ関連はどう
か。体験ではなく、何回か継続してある程度理解できるように）

学年を超えた交流（児童館）、静かに本を読んだり選んだりさせたい（図書館）

利用しないのでわからない

図工、泥遊び

児童館や公民館をあまり利用したことがありませんが、興味のある催しなどは参加したいと思って
います（児童館のお菓子作りに参加させていただき、とても楽しそうでした）

工作

児童館があれば児童館での活動に参加させてみたい。イベントやボランティアなど。

友達と一緒に宿題をしたり遊べる
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勉強や友達との交流

児童館・公民館に卓球台やフリースペースが設けてあると雨の日も遊べてよい。

学校の宿題、もっと本を読んでもらいたい

本を読んだり調べ物をする。友達と遊ぶ

将棋や囲碁などシルバーの人たちに教えてもらいたい

児童館ではお祭りをやって欲しい

図書館に自習室があれば宿題や読書をしながら公共施設を利用するルールを学ばせたい。動きの不
審な男性がいたりするので、子どもだけで行かせたくない

雨の日の居場所、遊び場として利用して欲しい。一小のまわりに児童館がないので、雨の日に約束
していなくても誰かと遊べる施設がほしい。ママ友と集って料理したり演奏したり年をとっても集
える場所がほしい。浴恩館公園のようなところが本町・中町にあったらいいと思う。

児童館に同年代の友達と体を使って遊べる場があるといい。図書館で小～高校生まで多くの本と出
合って欲しい。中高生向けに勉強したり交流できる場が併設されていると安心。体を動かしたい子
は中高生だと部活に入る年代。

クラスの友達だけでなく色々な友達と知り合って欲しい。一小の近くに児童館がないのが残念。

学校から帰って宿題を図書館や児童館でやってほしい。親のいない家に集まるのはトラブルの元に
なるので、もっと開放してほしい。

何の目的もなくいけるところ、居場所があれば子ども達は好きに遊ぶ。エアーズシティのホールの
ようなところや宿題を持っていくと見てくれるところがあったら親は行くことをすすめる。

読書、宿題

図書館でもっと読書をする時間を作りたい

児童館が遠くて子どもが利用しにくい。児童館があれば、友達と宿題をしたり雨の日に遊べるス
ペースとして利用させたい。図書館に児童館のような機能があれば良いと思う。
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図書館で友人と勉強出来たりするスペースがあると嬉しいです。基本煩くしてはいけない場所です
が、このスペースに限り少しおしゃべり、相談などが出来ると子ども達も行きやすいのではと思い
ます

図書館の蔵書を豊かにしていただいた上で、空いた時間に足を運びたくなる、読みたい本が見つか
る、増えていくという体験ができたら良いと思います

友達と会える場所であってほしい。おしゃべりも少しは出来る図書館

読書、工作、イベント参加

公民館では小金井市に定住、在住している外国人（大人・子ども）との交流の機会、図書館では友
達グループで一つ課題を調べて発表する

児童館：近くにないのでよくわからない。図書館：本を自由に読ませてあげたい。開館時間を長く
して欲しい。公民館：有償でよいので、ためになる習い事があれば参加させたい（習字・合唱・料
理など）

＜小５保護者＞

図書館は大いに利用してもらいたいと思っています。たくさんの本の中から好きな（自分に合う）
本を見つけて欲しいですし、いろいろな事をネットの世界だけではなく、自分の力で調べることが
出来るようになって欲しいと考えています。また、勉強する場としても最適だと思います

学校の宿題など自習。工作。ドッヂボールなど体を動かす遊び

読書が好きなので本のアドバイスをしてくれる司書の先生がいる図書館が近くになると助かります

塾の宿題で深い知識を要することがあるので図鑑や関連本、ネット検索を活用し勉強できる場所が
あれば良い

外国の方との交流（英語に興味をもたせる）

子どもが一人で行っても安全に楽しく遊べること

本を読んで欲しい

興味のある本と出合って欲しい

図工が好きな子なので工作や絵を描く会とかあれば参加させたい

フットサルなどの運動、なんでもいいですが遊びをさせたい。特に体を動かす遊び

プログラミング（月２程度）

たくさんの好きな本を読む

図書館に行って自分で本を選んで借りてくること
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読書、宿題、調べ物

静かに学習する（小学生でもやりやすい場所）

手芸や料理教室

学習スペースがある図書館などがあると友達と一緒に勉強できる

本を読むこと、友達と遊ぶこと

宿題に取り組む、色々な本に興味を持ってもらう

友達と宿題をしたり場所を提供してくれて、そこで自由に遊んだり出来たらいい。雨が降ったとき
に近くにあると便利。

子どもだけがいてよい場所でいっぱい遊ばせてあげたい

集団遊び、勉強

子どもが魅力的だと感じないと自主的に行かないと思う。夏休みの間、自由研究の提案や作成をし
てくれるとうれしい。

体を動かす活動や遊びができるとよい

興味を持って本を読んで欲しい

昔遊びやネットゲームでなく遊べるものがあるといい。工作やスライム作りなど、家ではなかなか
できないものが経験できたら楽しそう

読書

子どもにさせたいことは特にない。子どもがしたいと思うことがあればよいので、親は決めないよ
うにしている

友達と宿題をしてほしい

学校での勉強への興味に繋がるような（実験・体験など）ことが出来ればと思います

体を動かして遊ばせたい

図書館で勉強を教えてくれる人が常駐していると良い

学校の宿題をやったり、オープンなフリースペースとして使えるとよいと思います
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友達と楽しく過ごせる場所で遊ぶこと

子どもが自由に行き来が出来る場所があるとよいと思う。（宿題をやったり友達と自由に遊べる場
所）

児童館が近所にないので、放課後、友達と話をしたり遊ぶ場所が誰かの自宅になる。家ＮＧな家庭
も多くいつも同じ家に集まることになる。図書館の一部でも子どもの交流の場所が欲しい

本をもっと身近に感じてたくさんの物語に出会ってこちらからの人生の糧にしてもらいたい

体操教室や防災訓練など遊びながら学べるものがあると参加させたい。予約制とかでなくて、行き
たいときにふらっと行けて一人でも気軽に参加できるものがあると行かせやすい

広い図書館で本を読んだり勉強したりできる空間があればいいと思う

一人で読書と勉強

宿題や勉強、調べ物

物作りや料理

読書、勉強

体験学習

学習（大人が見守る中）

小金井市の図書館には机・椅子のある勉強スペースが少なすぎる。公民館で幼稚園入園前の赤ちゃ
ん向けの催しをしたり（案内は市報で）図書館では夕方の時間ないし長期休暇限定でもよいので友
人同士で勉強ができるスペースを使っていただけると、もっと利用する機会が増えると思います。

都立多摩図書館や武蔵野プレイスなどのような、子ども達が学生時代に好きなだけ知識を得たり自
分達で学びの場として使える図書館（あるいは児童館、公民館）を強く希望します。放課後ひとり
で集中したいときに利用できる場所があるかどうか（自宅以外で）というのは小金井市の子ども達
の自主性、自立性、学力のためにとても大切なことと考えます。

宿題、読み聞かせ、寺子屋的な学習をさせたい

おばあちゃんたちの智恵袋などを教えてもらえるといい

友達と会える場所、落ちついて読書や勉強が出来ると良いと思う

工作や実験などのイベント型のもの

図書館で自由に本を読めるスペースの確保

児童館のような自由に遊べるスペース。共働きが増えて外以外で子どもが遊べる場所がない

＜小６保護者＞
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特になし

宿題をして好きな本を読んだり調べ物をして過ごしてほしい。子どもは友達とおしゃべりしてすご
したい

図書館で好きな本を読んだり、調べ物をしてほしい。児童館では雨の日、室内で遊びたいときに活
用してほしい

受験生なので図書館にスタディスペースがあれば行かせたかった。でも数が少ないので、塾の自習
室に行っています

子どもには料理、物づくり（陶芸・ミシンを使って洋服やバックを作る）をさせたいです

積極的に異年齢、他の学校のお子さんと交流してほしい（引っ込み思案なので、なかなか外に出て
行きません）

特になし

読みたい本や映画（ＤＶＤ）、自由に借りられる、友達と一緒にいってグループでいられるスペー
スがあるとよい

子どもが集まったりする場所も必要だが、そこに係わる大人やお年寄り、赤ちゃん連れなどが多世
代が交流できると良いと思います。家族に小さな子がいない子など触れ合う機会があるとよい

（保護者と）子どもと一緒に並んで本を読めたり勉強できるスペースで過ごすこと

いろいろなワークショップの体験、子ども向けの講演会

漫画本をたくさん置いてほしい。明るく開放的な図書館がほしい。武蔵野プレイスのような。

指導員のもと学校での勉強の予習、復習などのフォローアップ。楽しい本の紹介、読み聞かせ、昔
からの伝承遊びの紹介、図画工作の指導など

調べ物や好きな本を読むこと

色々なジャンルの本に触れる

特にない

幅広い分野の本が読めると良い

宿題や読書や室内遊び

囲碁や将棋など

近くに児童館がないので、イベントもあまり参加していない。徒歩圏内にあると便利

本を読む、宿題をする
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親は自習、紙芝居体験、卓球をしてほしいが、子どもは卓球、ロッククライミングがやりたい

本を借りる、読む

子どもは宿題、自分の好きな本の読書、バスケ、鬼ごっこなどをしたいそうだ。親としては小金井
市の梶野町から利用できる児童館や図書館は奥まった場所にあるので子どもだけで行かせるのは心
配だ。人通りの多いところがありがたい。共働きが多いので放課後の居場所として利用出来たらう
れしい

友達と遊ぶ

図書館で勉強できるスペースがほしい（武蔵野プレイスのような形がよい）

勉強会、講座、おうちで友達と遊べなくなっている（自宅に子どもの友達を入れたくない家庭が多
い）ので、屋内遊び

卓球、読書

宿題や自習。長期休暇中に子どもが自由に過ごせる場所があればいいなと思います（昼食持参で）

特別に何かをやらなくても行けば誰かがいる、友達がいるという場所があればよい。その行くきっ
かけとして工作教室やゲーム大会などイベントがあれば、なお良いと思います

武蔵野プレイスのような図書館が小金井にもあればと思います。週末、時間があると電車で行って
います

プログラミング、陶芸、物づくり（工作よりも踏み込んだもの）、ロボット

友達のおうちを行き来するのが難しいことがあるので、学校にフリースペースがあるとよい。子ど
もはゲーム、のんびりする、友達と遊ぶ
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子どもに行かせたい場所。図書館、児童館など大人の目がある場所

勉強

護身術をやらせたい

公園、児童館、図書館

校庭開放が毎日あると助かります

学校内での勉強会（学校内で宿題をやっていいスペースなど）

図書館、安全に遊べる公園、ボールの使える公園

友達と遊ぶ

運動、道路交通の学べるところ、公園（自然、環境美化につながるところ）、地域の活動（高齢
者）と交流できるところ

体をたくさん動かして遊べる遊具があるような公園

ゲーム以外に夢中になれることをやらせたい

何かを学んだり、作ったり自由にできる場所。安全な場所

本人がやりたいことをしています。母は家でのんびりを希望していますが、送迎はしっかり車でし
ています

将来に役立つようなイベント、図書館

テレビをみる、ゲームをする、習い事

ボランティアで掃除など

設問2１　あなたが放課後(ほうかご)にやりたいこと、行(い)きたい場所(ばしょ)を、自由
(じゆう)にお書(か)きください。／お子(こ)さんに放課後(ほうかご)にやらせたいこと、行
(い)かせたい場所(ばしょ)を、自由(じゆう)にお書(か)きください。

＜小４保護者＞

児童館や図書館が遠い。もっと身近にあって学習室など利用したい
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宿題や勉強を友達やボランティアの人と相談できるたりする環境

昔遊びができるスペース。学童のお友達はけん玉、こま等上手です。皆で競い合って集中力のを高
める遊びをして欲しいです

運動系のお稽古、水泳など

卓球やバスケなど自由にできる場所があれば、友達と体を動かして遊んで欲しい

酷暑の日も雨の日も遊べる公園。中央線の高架下の利用。ボールを自由に蹴ったり投げたりできる
広い公園

子どもが自分で思い立ったときに行ける自由遊びの場が欲しいです。最近、習い事をする友達が増
えて、放課後一緒に遊ぶ時間が合わないようです。ここにくれば誰かと遊べる、交流が持てるよう
な場、居場所、特に多世代と交流できるように自由に使えるスペースを毎日開放してもらいたい

（子どもは）友達と遊びたいとのことでした

読書や公園で友達と遊べるとよいです

友達と仲良く遊んでくれればいいです

学区内に児童館（その小学校の児童が平日いつでも誰でも自由に行ける）。

安い値段で出来る習い事

子ども達が気楽に行けて遊べる会館や広い広場

宿題を減らして外遊びや自由研究をさせたい

低学年の頃は放課後子ども教室に参加していたが、現在の興味の中心はゲーム（ＤＳ等）で友達と
の遊びも誰かの家でゲームをしている。高学年でも興味を持てるような放課後子ども教室で興味の
幅を広げられる機会があるといいと思う。

ボール遊びも自由にできる広めの広場が第一小学校付近にほしい、水・トイレ・時計があるのが理
想。（ジャノメの跡地がなくなると遊び場がなくなる）

本人が楽しめることを見つけて欲しい

ドッヂボール

友達と話しながら一緒に宿題のできるところ

友達と元気に遊ぶ
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運動、児童館や公園

お友達と思いっきり走り回って遊べる公園がもっと欲しい

道が整備されているコンクリートの公園でブレードボードやインラインスケート、スケートボード
ができる公園

小学校などで習い事ができるといい（勉強や校庭を使用しての運動など）

学校での放課後子ども教室の内容でも将棋や囲碁などを教えて貰えたらうれしい、

友達と公園で遊ぶ。校庭や公園で外遊び。

夕方は体を動かせる遊びを友達としてほしいので、ジャノメの跡地のような広々とした公園に行っ
て欲しい。行けば誰かしらいるので他学年と一緒に遊ぶことも多く便利。

一小はジャノメ跡地がなくなると、校庭開放も週２回１～1.5時間で一度帰宅しないと駄目なので縛
りが多く利用しずらいので、子ども達がかわいそう。エアーズシティの敷地内は今は行為で遊ばせ
て貰っているが今後どうなるかわからない。高学年の子どもものびのび遊べるような大きい公園を
作って欲しい。（武蔵小金井）南口駅前にマンションもでき、外遊びの場が非常に少ない。

高齢化が進んでいるので、高齢者から教えていただく、一緒になにかするという交流があったらい
い。大切なものを次世代に残す、高齢者の生きがいにつながる、核家族の進む地域に欠けている。

児童館に行かせたい

科学館がないので、科学の不思議やおもしろさを体感できるイベントや施設があるといい。板橋区
には無料の科学館がありスタッフからたくさん学んでいた。自由に勉強（宿題）できるスペースが
欲しい。

線路の高架下、フェンスなどで区切って、雨でもサッカーやキャッチボールのできる場所にしてほ
しい

読書、周２日くらいは公園や広場で友達と体を動かして遊んで欲しい

広い公園で体を動かして遊んで欲しい

友達と安全で広い場所でサッカーをさせたい。

雨の日に友達と遊べる場所がない。

外で遊ぶことも必要だが、絵を描いたり工作したり折り紙したり、静かに室内で遊ばせるところが
欲しい。
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４年生からは学童が利用できないので放課後の延長クラブがあるといいと思います。宿題をしたり
習い事が出来たらうれしいです

公園に行って遊ばせたい（身体を使って）

子どもはサッカーできる場所に行きたいといっている。森の探検や川沿いの土手、自然環境に行か
せて好きに遊ばせたいです

プログラミング（月２程度）

ゆったりリラックスする

どこに行かせても何をやらせるにしても「安全の確保が第一」と思いますが、あまり過保護になっ
てしまい選択肢をせばめてしまうのも子どものために良くない。学校の校庭と屋内の決められた場
所が一番安心できます。お友達と宿題をしたり遊んだり出来る最良の場所に感じられます。

広くて程よく遊具が充実している公園が近くにあったら安心して遊ばせられるのでは、と思う

何かのスポーツ（子どもだけで継続して参加できるもの）

子どもが好きなデザイン、設計などが学べる子ども向けの教室、地域の大人たちとの交流やボラン
ティア活動など

平日は習い事が多く家に帰ってから翌日の順番などでなかなかゆっくりと読書が出来ません。（本
は好きなのに）時間がある時はゲームになってしまいます。そのため、放課後は図書館でゆっくり
本を読んで欲しいです

武蔵野市の桜堤児童館のような児童館があったら良いと思います

なるべく自由に遊ばせたいので、友達の家をお互い行き来させています。公園などに特にゲームや
遊びをさせるのではなく、ただ子ども達が遊ぶのを見守る大人がいればいいと思います

近場にボール遊びができる公園があると良いです

スポーツ教室（校庭・体育館で）

近所に安全に友人達と集まれる公園があってほしい

体を動かしてほしい

公園や広場で体をたくさん動かして遊んで欲しい

勉強が苦手なので学習塾に行かせたい

＜小５保護者＞

武蔵野市にある「あそべえ」のような施設があると学童だけでなく、またボランティアとは違い放
課後の子ども達の過ごし方が違ってくると思います。春夏冬期休暇中も「あそべえ」に行くと誰か
しら友達がいるというのも魅力です。
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どこに行かせても何をやらせるにしても「安全の確保が第一」と思いますが、あまり過保護になっ
てしまい選択肢をせばめてしまうのも子どものために良くない。学校の校庭と屋内の決められた場
所が一番安心できます。お友達と宿題をしたり遊んだり出来る最良の場所に感じられます。

外で体を動かす遊び

ボールを使って遊んだり気兼ねなく声をあげて遊んだりしても苦情やクレームが発生しない「場
所」「環境」が必要かと。もちろん常識の範囲ではありますが。（心無いと感じる地域の声が多い
と感じる昨今です。）

友人達と遊べる公共の場があると親として安心

公園（広くて安全な）。ジャノメ跡地がなくなると一小地域の子どもが遊ぶ場所がなくなってしま
う

広い公園で友達とスポーツやゲームで遊ぶ

一小の学区内は子どもがのびのび遊べる場所が少ない。児童館。公民館など子どもが自由に安心し
て過ごせる場所があるとありがたい。

近所のこうえんは薄暗く、子どもだけで遊ばせるには少し心配。学校の校庭をいつでも開放してい
ただけると安心して送り出せる。

学区内に児童館がないので遊び場難民で毎日どこにするか彷徨っている。児童館が欲しい。天気が
よい日は公園でよい。

様々な年代の子どもとの外遊び、大きな広場

図書館、公民館、公園

校庭を開放してほしい。私たちが子どもの頃は、授業のあと、明るい時間に校庭を毎日、自由に使
え、体を存分に動かす機会があった。学校であれば、特に見守りもなくていいので、毎日開放して
ほしい。ゲームから離れた友達と遊んで欲しい。そのほうが勉強時間のメリハリがつく。

スポーツ・運動

足立区では無料で入れる児童館のようなもので室内に網の遊具がある。外でゲームを禁止している
家庭が多いので室内でも安心して過ごせる場所があるとよい。

安心して遊べる公園

ボールで遊べる公園が少ないので、増えるといいと思います。

子どもが自由に好きな友人と好きな場所で好きなように遊べばよい

室内外を問わず体を動かす場所が欲しい。安全面を考えると多少の金銭の負担があっても監視員の
いる状況が望ましい。

学区内に雨天でも体を動かせる体育館のような施設があれば良いと思います

自由に入れる体育館があると良い

希望すれば、ちょっとしたおやつを食べることができ、本や玩具を自由に使える場所、大人もいる
ほうがよい。
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安全で遊べること。公園や公民館で運動をさせたい

保育園で子ども達の遊び相手

公園で体を動かして遊んで欲しいが公園も遠かったり数が少ないので難しい

大人も子どもも行きたいと思うような図書館（武蔵野プレイスのような）

安全な公園、科学館みたいなところ

近くの公園や広場など子ども達が安心して遊べる場所がもっとあればいい。外で遊べる場所が少な
い

スポーツ（サッカー、野球など）

野球ができるくらい広い場所があると良い。何をしてもいいという所がないので

子どもたちが放課後、文化的に過ごしたり学びたいときに（自宅以外で）しっかり利用できる場所
ができることを強く希望します。小金井市の図書館、児童館、公民館がより充実したものになれ
ば、家庭環境に左右されることなく、「生きる力」をつけていけると思います。幸い公園などの環
境はとても恵まれていると感じますので、学びの場所をよりしっかりとひらいていただけたらと思
います。

友人と遊ぶ、習い事

運動できる場所が少ないので、自由に体を動かせる場所があれば行かせたい

大人が見守る場所

野球やサッカーなどボール遊びの出来る公園

フィールドアスレチックなど体を使って遊べるところがほしい

＜小６保護者＞

公園または自由に遊べるように学校の校庭開放

スポーツ

公園で友達と自由に遊ばせたい。球技ＯＫの公園が近くにあるとよい。

子どもだけでものびのび遊べる場が欲しい（一小地区は児童館が遠い）

特になし

図書館：本を自由に読ませてあげたい。開館時間を長くして欲しい。公民館：有償でよいので、た
めになる習い事があれば参加させたい（習字・合唱・料理など）
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児童館、図書館。小金井市は駅前にこのような施設がなく（暗くて遠い場所）不便。武蔵野プレイ
スがうらやましい。音楽したりクライミングしたりもできるそうです

特になし

江戸東京たてもの園の夏休みのお仕事ボランティアのようにちょっとした労働をさせたい。ボーイ
スカウトのお正月のもちつきのようなご飯をつくってふるまったりもいいと思います。ただ、習い
事をしていて、なかなかそういう市の活動に参加できないのが残念です。

クレーム等、気にせず外で思いっきり遊ばせてあげたい

図書館と児童館が併設されていて食事も出来ていいと、武蔵野プレイスのような施設があると良
い。夏休みなど弁当を持って一日過ごせる様な場所

外遊び（野球やサッカーなど）

武蔵野プレイス

特にない

外遊びをしてほしいが、公園、プレーパークに行ってもゲームをしていたり、もったいないと感じ
る

平日の放課後にサッカーの練習があり、ありがたい

学校に行けない子の昼間の居場所も必要

スポーツ

いつでもボールをけれるサッカー場が近くにほしい。今はジャノメ跡地があるのでいいが、市役所
が建設されるとボール遊びができる場所がなくなるので大変困ります。

指導員のもと公園での体力増強となるような遊びやスポーツ。公園や野原での自然観察。昔ながら
の遊びの指導等（学校でも実施してくれるが機会が少ない）両親が仕事で多忙なので、代わりに遊
んでいただく機会がウイークデイにもあればうれしいし安心

公園

危なくない公園や広場などで体を動かして自由に遊ぶ

スポーツ（サッカー）、塾、図書館

鉄棒の逆上がりお練習をしたくても鉄棒のある公園が少なくて残念

友達と過ごしたり自分が打ち込んでいることができる時間であってほしい

基本的には戸外や地域の集会所のようなところがいいと思う

博物館、科学館などで実験教室とかがあると行かせたい。近くの大学で放課後、実験教室やプログ
ラミング教室とかがあるとうれしい
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友達と遊ぶ、公園、プール。友達との交流

子どもはテニス、友達と遊ぶこと、プールなどに行きたい。

放課後、子どもだけで遊べる場所があまりない。共働きが多いので、家で遊ぶのが難しいため、武
蔵野市のように学校の一部開放をしてくださったり、婦人会館を放課後開放してくださるなど、居
場所作りをお考えいただきたい

児童館が近くなくて残念です。緑児童館が一番近いのですが、学童のお子さんが多く行きにくいよ
うです。

図書館で本を借りる、読む。公園、児童館で友達と遊ぶ

高学年で集まれる、大人の目も行き届く、体育館などでの遊び

図書館・児童館が近くに欲しい（いかせたいが遠い）。梶野町の子は平日イベントに間に合わな
い。他校の放課後子ども教室が羨ましいようで（陶芸・アクセサリー作り）行きたがる梶野町にせ
めて移動図書館を是非。

梶野町内に児童館がなく、公園以外にたくさんの友達と遊べる場がないので、室内遊び場所

卓球、運動、図書館

友達と遊ぶ、公園、習い事

野球、キャッチボールのできる場所

サッカーを思い切り出来る場がないに等しい。近場でもボール遊びにきびしいので、ボール遊びが
自由にできる広場がほしい

球技ができる公園で体を動かしてほしい

娘がサッカーをやっているが、自由にボーぢで遊べるスペースがほしい。市内の公園はどこもボー
ル禁止です

子ども同士で外で遊んで欲しい

英語や学校であまり教えてくれないが、実際に必要なことを学べる場所
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設問20　児童館(じどうかん)や図書館(としょかん)、公民館(こうみんかん)であなたがやり
たいことを、自由(じゆう)にお書(か)きください。／児童館(じどうかん)や図書館(としょ
かん)、公民館(こうみんかん)で、お子(こ)さんにさせたいことを、自由(じゆう)にお書
(か)きください。

＜中１生徒＞

寝る

友達とお話、勉強

本を読む

特になし

読書、勉強

友達と遊ぶ

図書館で涼みながら本を読みたい

勉強をしたい

あんまりない

友達と勉強

勉強

本やマンガを読む、勉強する、遊ぶ

図書館で面白い本を探したい

プール

プール

水泳

特にない

友達と自由に遊んだり、図書館で本を読んだりしたい

特になし

特になし

学校や家庭の勉強、お菓子を食べたり、スマホをいじる。（息抜きのため）
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部屋をかりたい

図書館に入荷して欲しい本のリクエストをしたい

マンガを借りたい

ドリンクバーがあすような勉強できる場所

ゲームをする

ボール遊び、トランプ

すでにやっている若い人向け（小学校高学年～高校生くらい）の本を推進する集まり

マンガを読みたい（もっと置いてほしい）

図書館で一人で本を探す

公民館でフルートの練習

図書館に行ったら本を読みたい

ゲーム、友達の家

公民館で一人で静かに勉強したい

図書館で本を読みまくりたい

友達と遊ぶ

友達と会話したり、勉強したい

だれでもいける公民館・児童館

サッカー

34



マンガを読みたい

様々な本、物語を読む、マンガを読む

図書館で自習をする

＜中２生徒＞

ゲームをする

本を読む

毎週、本を読みに行きたい

静かに勉強できる場所

図書館に行って読書＋勉強をしたい

図書館で勉強したい

自由にゆっくり本が読みたい

卓球

フリーＷＩＦＩがあってほしい

図書館で本を読む、ゲームで遊ぶ

ゲーム

テニス

勉強

特にない

ご飯を食べる。お菓子を食べる

図書館で勉強する、本を読む

勉強

勉強

遊びや勉強を友達としたい

本をたくさん読んだり、借りたりしたい。勉強をしたい

みんなで遊ぶ

友達と勉強やゲーム

図書館で最新刊やたくさんの種類の漫画を読む

特にない

友達と遊びたい
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図書館で好きな本をたくさんかりる

図書館で勉強する

雑誌を読む

趣味の合う友達と話したい

自由に遊ぶ

友達と遊ぶ

読みたい本を読む

児童館、図書館ではゲームなどをしたい。親は本を読ませたい

漫画を読む

友達と勉強する

自習室を使って勉強してみたい

本を読む

遊ぶ

好きなゲームをする
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本を読む

友達と公園へ遊びに行く、遊ぶ

図書館：本が読みたい

＜中３生徒＞

音響設備が整った部署でギターが弾きたい

貫井北センターの自主学習の席を増やしてほしい

テスト勉強のためスペース

勉強

静かに勉強

食事、睡眠、入浴、テレビ視聴、ゲーム

本を読む借りて家で読む

特にない

楽しむ

マンガを読む

図書館で本を読む

お絵かき

遊ぶ、勉強する

自習、読書

本を読む、遊ぶ

図書館で勉強をしたい

静かな空間で集中して勉強する

読書

読書と勉強

本を読む

もう小学生ではないので特にありません

勉強

友達とパーティー

本を読む
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ゲーム・ＶＲ・ユーチューブ（見られないように）

サッカー、勉強

ゲーム

自分の好きな本を静かに読みたい

本をかりる

（府中市に）市民じゃなくても自習室を使わせて欲しい

自習できる場所がほしい（完璧に個別になるような）

本を借りて読んだり、そこで勉強したい

特になし

本を読む
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設問2１　あなたが放課後(ほうかご)にやりたいこと、行(い)きたい場所(ばしょ)を、自由
(じゆう)にお書(か)きください。／お子(こ)さんに放課後(ほうかご)にやらせたいこと、行
(い)かせたい場所(ばしょ)を、自由(じゆう)にお書(か)きください。

＜中１生徒＞

寝る

友達と話せる場所

友達と思い切り遊ぶ

ネットカフェ。マンガ喫茶

遊園地があったら月一くらいで行きたい。図書館で宿題など

みんなで遊ぶ

図書館、本を読む

野球のグランド

子どもだけで買い物

ラグビー

遊び

図書館

ともだちと遊びたい。友達とご飯

小金井公園でラグビー（タッチフット）

家で昼寝、友達と遊ぶ、十分な勉強、十分な睡眠

あんまりない

水泳

友達と遊んだり、ご飯を食べたり、家に行きたい

昼寝、友達と遊ぶ

友達の家や自分の家で遊びたい

友達の家に行きたい、友達ち遊ぶ
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図書館、公園

行きたくない

図書館、返却ボックスを増やしてほしい

本屋・文具店。ゲームをしたい

ゲーム

特に無い

特にない。一人で過ごしたい

特にない。

友達と遊ぶたい。遊ぶことが出来ればどこでも可

クラスの皆で公園に遊びに行ってみたい

カラオケ、ボーリング、ゲーセン、友達の家

公園

みんな（友達）と遊ぶ、ゲーム

静かな場所、本がたくさんある場所

友達と遊ぶ、バレーボールをする

友達と遊びたい、ゆったりしたい、はしゃぎたい、寝たい

皆で集まれる施設

サッカー観戦
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友達と遊びたい

図書館

友達と吉祥寺や国分寺など近場に行きたい

＜中２生徒＞

特になし

テレビを観る、習い事に行く

図書館

図書館

図書館：本を読みたい、手芸店・100円ショップ：手芸品をみたい、スイーツ店：ケーキを食べた
い、書店：本を買いたい

図書館・塾

テニス、ゲームセンター

テニスをやりたい

部活動

家にいたい。なにもしたくない

マンガパーク

バッティングセンター、友達と遊ぶ

スポーツ、ゲーム、勉強

図書館

泳ぐ

グランドでサッカー

野球

野球場

友達の家、公民館

放課後、誰もいない家で時間は自由になにかしたい。友達を家に呼びたい

ディズニーランド

スーパーマーケット

ディズニーランドに行く

ディズニー

公園

41



海に行きたい

自由に遊べるようにしたい

友達の家で遊びたい。家で自分のことをやる

友達と誰かの家や公園とかでスマホやテレビ、ゲーム、勉強やスポーツをしたい

家、友達の家、公園、部活

友達と話す、部活

スマホ

バレーボールの練習

本屋、文房具や、友達と一緒に行って楽しい場所

部活

遊園地、原宿

遊ぶ

放課後ゲームをしたい。家かおばあちゃんの家にいきたい。親は習い事に行かせたい

マック、ツタヤ、コンビニ

文化部に所属していて運動不足なので、スポーツをやりたいです

遊ぶ、たくさんのものがあるところ

部活に行って活動したい

長く寝る

好きなカードショップに行き、欲しかったりするカードを見る

無料のトレーニング場、バッティングセンター、キャッチボールができる場所、球速が測れる場所

体育館で卓球がしたい

ゲーム、野球
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テレビを観る、買い物

寝たい

お買い物

＜中３生徒＞

ギターを弾きたい。きれいな川に行きたい

家でごろごろしたい

友達と遊ぶ

買い物、どこか遠いところ、ディズニー、寝る、ゲーム、好きなものを食べる、どこか遠いとこ
ろ、音楽を聴く、静かに勉強

散歩

ディズニーランド、ユニバーサルスタジオ、新宿、ＬＯＦＴ

ゲームセンターに行きたい、本屋に行きたい

友達と遊ぶ、読売ランド、クラロワ

スポーツが出来る場所

ゲームセンター、植物の多い公園、アニメイト

ショッピングモールとかゲーセン

寝る

楽しむ

家で寝たい

遊ぶ

遊びたい

特にない

部活、遊園地

友達と遊ぶ

勉強以外

新大久保など趣味の場所

勉強

買い物に行く

イトーヨーカドーより楽しい商業施設
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原宿、映画

今までやったことないことをやってみたい

ゲームしたい

ショッピングモールなど

イトーヨーカドーより、もっと大きくて中身がたくさんあるイオンなどがほしい

ゲーム、テレビ、寝る

サッカーができる広い公園

ゲーム、卓球

屋上

ゲーム、ネットサーフィン、友達と遊ぶこと

本屋

公園、自習室（図書館）

家でゆっくりしていたい

スマホがしたい、バスケがしたい

ゲーム、ＬＩＮＥ

サッカー
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設問20　児童館(じどうかん)や図書館(としょかん)、公民館(こうみんかん)であなたがやり
たいことを、自由(じゆう)にお書(か)きください。／児童館(じどうかん)や図書館(としょ
かん)、公民館(こうみんかん)で、お子(こ)さんにさせたいことを、自由(じゆう)にお書
(か)きください。

＜中１保護者＞

本を読みたい、集中して勉強したい。親はたくさん本を読んで欲しい、勉強を静かな環境でして欲
しい

ヨガ、体を動かすこと

本を読む、勉強をする

勉強や読書、自習室のような静かに勉強ができる場所が近くにあればさせたい

読書

読書、スポーツ

勉強を教えてくれる（宿題サポートなど）の方がいると行かせやすいです

絵画教室、料理教室

勉強や読書、自習室のような静かに勉強ができる場所が近くにあればさせたい

宿題などボランティアで教えてもらえるとありがたい

図書館でたくさんの本に触れる、興味のあることを本で調べる（司書の人に助言してもらったり自
分でヒントをみつけたり）など

学校以外で居場所と思える所があるといいなと思います

特になし

小学生の時は児童館ばかり行っていましたが、中学生になってからは部活も忙しくなり、久しぶり
に児童館に行った際は学童が増え児童館のスペースが少なくなって居場所が無いと帰ってきてしま
いました

宿題や調べ学習をさせたい

本を読むこと、漫画を読むこと、勉強すること。親は勉強すること、本を読むこと

自分の興味のあることを調べたり、知識の向上に役立ててほしい

読書

ゆっくり本でも読んで欲しいですが、スマホ、ゲームが好きすぎて本など読まない。中学生でも興
味の持てる場にしてほしい
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児童館や図書館にもう少し行かせたいが中学生となり実施的な時間が全くない

自主学習

勉学。ブラスバンドの練習・歌やダンスなど趣味・友人とのおしゃべりの場にさせたい。料理

図書館で読書だけに没頭する時間をもたせたい

自主学習

図書館で寄席を楽しむ事ができたらいいなと思っています

宿題

リーダーとして参加し異年齢の子どもや大人たちと係わってほしい。学校以外の世界、価値観があ
る事を知り、出会う場所であってほしい。幅広いジャンルの出来事と出会えるきっかけになるイベ
ント。例えば、ダンス、音楽、芸術、文芸、自立に向けた家事講座、お金の使い方、管理の仕方な
ど

図書館にはよく行きます。貫井南町にもあったらよいです

図書館でたくさん本を読んだり、わからない事を調べ利用してほしい

友人と勉強・交流
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図書館で勉強

読書、友人と交流、複数友人や部活仲間とのミーティング

特に目的がなくても過ごせる場所があれば良いと思います

＜中２保護者＞

児童館で友達と交流

スポーツ、勉強

児童館で体を使った遊び（卓球、バスケなど）

寝転がって読書

ボランティア　地域の方との交流に参加

図書館で読書

読書

小学生のころは毎日児童館にＤＳを持って遊びに行っていました。漫画も読んでいたし、卓球もた
まにしていたようです。６年生になり、受験組とそうじゃない人たちに分かれ、遊びもカードゲー
ムになり、少し距離をおくようになりました。本人は受験して公立じゃないところに行きたかった
ようで、今は活動の少ない文化部に入り、週のほとんどを塾に費やしています。もし公共の場に行
くなら、ボランティア活動をみんなでするような場に行きたいようです。

近所の公民館の部屋を借りて子どもを遊ばせていたら、「うるさい」と注意されたことがあり、公
民館は使えないと思った

図書館で興味のあることを調べる

勉強スペースもあり、21時くらいまでいつもＯＰＥＮしているような公民館・図書館がほしい。い
こいのスペースや軽スポーツが気軽に出来るような施設が市内各所にあるとよい。児童館はスマホ
ゲームやゲーム機を禁止にしてほしい。中学生以上になっても人が集まるような、施設自体が魅力
的な公共施設があるといい。近接他市にはある

自分の言葉を使って（ゲーム機以外）遊び

図書館にて自習

自分の興味がある事をより深く学んでほしい

子どもは本が読みたいそうだ。親は宿題、学校の授業の予習復習、外国人の先生やボランティアの
方とコミュニケーションをとったり遊ぶことによって英語（外国語）、文化などにふれるなど

ネット検索、卓球、工作、一輪車

年下の子たちのお世話

読書

大人に向けて図書館はもう少し遅くまで開いているといいのになと思う。夜の図書館、ゆっくり過
ごしてみたい
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工作や勉強環境(宿題）など

ボランティア活動、地域の大人との交流、勉強を教えてもらう

筋トレや体を使った遊びが出来るといいなと思います

勉強（自習）、広い児童館でスポーツ、習い事

好きな本を探す、読む、友達と体を動かして自由に遊ぶ

自習室をうまく活用してほしいと思います

子どもは本や雑誌、漫画を読みたい。保護者は多年代との交流が持てるようなサークル活動をして
ほしい

勉強やボランティア活動等をさせたい

試験前、夏休みなど図書館で勉強できたらいい

地域活動のお手伝いやボランティア活動、異年齢の中で過ごすこと

体を動かすこと

勉強、他学年との交流

自主学習、読書

読書

調べ物
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みんなで本をよむとか、ドッヂボールして遊ぶとかイベントがあればいいかも

自習、宿題

図書館でゆっくり読書

＜中３保護者＞

図書館で（又はお借りして）本をたくさん読ませたい

読書、勉強

受験勉強

様々な体験（美術的なこと、様々な国の人たちとの交流、ボランティア、職業体験、色々な職業の
人や体験のお話を聞く）

図書館の資料を使った活動

10代向けの体験講座（クッキング、伝統工芸、音楽など）

本を読んだり何かを調べること、勉強をすること、図書館、公民館にもっと自習スペースが欲し
い。一杯で座れないことが多い

勉強

自習、自習スペースを増やして欲しいです

本をあまり読まないので興味のあることに関しての本を図書館で読んで欲しい

定期テスト前の勉強を図書館で試しにやってみてほしい

豊かな読書活動

静かに読書や学習ができる場所が欲しいが占領されてしまうので、時間制にして欲しい

ゆっくり読書（本を読む時間もない）

学校の復習

本を時間を気にせず、ゆっくり読むこと

図書館でたくさん本を読んで欲しい

読書、自習、友人との会話

卓球やサッカー等、体を動かすこと

読書（いろんなジャンル）をしてもらいたい

同世代との交流。昔遊び（おじいちゃん、おばあちゃんとの昔遊び：以前、小金井公園内江戸東京
たてもの園で行っていたベーゴマ体験など）

学習スペースの充実
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高校生や大学生、家族以外の大人と交流する機会が日常的にあると良いと思う

外国語の勉強（塾ではなく）

体を思い切り使った遊び

料理、楽器、運動、陶芸や七宝焼体験など

読書、勉強、人との交流

図書館で勉強

児童館で赤ちゃんや小さい子どもと遊ぶボランティアなど
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設問2１　あなたが放課後(ほうかご)にやりたいこと、行(い)きたい場所(ばしょ)を、自由
(じゆう)にお書(か)きください。／お子(こ)さんに放課後(ほうかご)にやらせたいこと、行
(い)かせたい場所(ばしょ)を、自由(じゆう)にお書(か)きください。

＜中１保護者＞

友達と図書館で宿題、駅や公園などで友達と遊びたい。親は宿題や勉強を見てくれる静かな場所で
勉強

武蔵野プレイスのようなところ

勉強、図書館

ボールを使って思い切り遊べる場所があるといい

図書館

ボランティア、ジュニアリーダーの研修

お友達とおしゃべりできる安全な場所があるとよいと思います。中学生になると児童館は騒がし
く、図書館は静か過ぎて集まれる場所が少ないと思います

保育園のボランティア

スポーツ施設、ボールを蹴れる公園

コツコツ取り組めば上達すること、達成感を味あわせたい

部活から帰宅するのが19時頃なので、連れて行きたいところはあっても難しい

スポーツ

小金井は大学が回りに多いので放課後の時間を使って、それぞれの大学の特色を活かした内容で子
どもが参加できる場所があるのも良いのではと思います

静かに自主学習ができたり友達と協同で何か作ったりしてほしい

遊ぶこと、勉強すること。親も勉強すること、遊ぶこと

自分の興味や知識を広げて欲しい

部活動、英会話教室など

本など読める場所

51



仲間と力を合わせ目標に向かう部活動

近くに親戚があったら行って心をほぐさせたい

友達や地域の人が誰でも集える場がほしい

中学生でも外でみんなで遊ばせたい。（例：学芸大のプレーパークみたいに食べ物を持って行って
自由に焼いて食べられたり、、、は良い。）実際は中学生の放課後にはそういう時間はまずないの
が現状

部活以外の友達、中学が一緒じゃない友達との時間も持てるようになってほしい

将棋道場が地域にあって誰でも自由に出入りできて対局できたらいいなと思っています

中学生なので放課後に「遊ぶ」というよりは自己啓発につながるようなことができたらよいと思う

児童館や図書館（良い施設であり、様々な活動も行っているのに、なかなか行こうとしない。本人
に聞いたら、行ったとしてもみんなスマホやゲームをさわっているだけに見えるのでつまらないそ
うです）

プールで自由に泳がせたい

ボールが自由に使える公園、広場。今はどこの公園もボールが使えず残念です。バスケットゴール
のある公園があったら良いなあとよく子どもがいっています。ドッヂボールもキャッチボールも大
きな公園へ行かないとできないのはさみしいですね

部活、勉強、ボランティア等の活動
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図書館で友人達と勉強会

家の手伝い、休養・余暇、勉強

武蔵野プレイスのティーンズスタジオのような子どもが安心して過ごせる場所が小金井市にもある
と良いと思います

＜中２保護者＞

休んだり遅刻すると怒られる部活ではなく、もっと気軽に参加できる部活動（居場所）であってほ
しい

スポーツ、塾

誰でも自由にいけて宿題や勉強などができる、また教えてもらえる。好きなことができるような場
所があるとよいと思う

料理

自分の好きなスポーツ

勉強

本当は運動部に入り、仲間と切磋琢磨して欲しい

友達と一緒にいられて、大声で笑っても騒々しくない場所、多少の飲食ができるともっと安心で
す。特に長期休みの時期に利用できる場所が欲しいです。（児童館は小学生とトラブルにならない
か心配）

読書（スマホではなく）、美術館

友達と遊ぶ、興味のある事、自由に活動できて自主性を楽しめる場所

地域活動のお手伝いやボランティア活動、異年齢の中で過ごす事。部活をしている中学生は家での
んびりする時間も必要と思います

いろんな分野の人生の先輩方に話を聴かせてもらいたい

自分の伸ばしたい力を伸ばせるところに行かせたい

キャッチボール、ボールが打てる広場

子どもは月面着陸したいといっている。親は宿題、学校の授業の予習復習、外国人の先生やボラン
ティアの方とコミュニケーションをとったり遊ぶことによって英語（外国語）、文化などにふれる
など

体育館

部活以外のスポーツ

友人と遊ぶ

運動不足を解消できるようなスポーツをやってほしいです（文化部に所属しているため）
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中学生は友達との時間を過ごせる場所

家の手伝い（家事をできるようになってほしい、将来のために）

部活をやっているので、時間がない。帰宅が18：30

公園でスポーツ、友達と集まって遊ぶ

小学生は外で遊ぶ安全な場所。進んで宿題を終わらせる様な場所（環境）があればありがたい

手伝い

ボランティア等で学習教室があったら行かせたい

気兼ねなくスポーツが出来る施設があれば、行かせてそこで部活の練習等をさせたい。また、それ
以外でも色々なスポーツに触れさせて、自分が本当に夢中になれるものを見つけて欲しい

公園などで体を動かす

体育館でスポーツ
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体を動かせる場所、スクール等

受験生なので、今は勉強をしっかりやってほしい

子どもはカラオケに行きたいそうです

＜中３保護者＞

図書館

忙しいため特にありません

英語を活かせることの出来る場所

ボランティア（老人ホームなど）

子ども達がゆっくりお話できる場所があれば行かせたい

様々な人との交流

美術館、博物館、文化的な施設での鑑賞、スポーツ

楽しいと思えるようなこと

運動や語学など自転車で移動できる範囲で楽しく活動できるといいと思います

公園、図書館

図書館、プレーパーク、公園

部活があるので休まずに行ってほしい

ゲーム以外に熱中してやりたくなることを見つけて欲しい

ピアノの練習、急速、自習、読書、運動

オープンキャンパス等、普段から高校や大学を見学できたり、大学生・高校生と小・中学生が一緒
に何かを取り組む場があればいいと思う

ボランティア

異文化交流（在日外国人の方との交流）

受験生なので塾のない日も塾の自習室で勉強してほしいです

今の子どもは日々、勉学に追われている。そのため、友達等の様々な関係を築けていない。よって
授業時間を減らして子どもの遊ぶ時間を増やすなどしたらよいと思う。それを行うことによってコ
ミュニケーション能力の向上、社会的な自分の役割など確認できるなどのメリットがあると思う。
また放課後に様々な経験をし、失敗を繰り返すなどにより人間的な道徳心、一人の人として良い
（以下、記入途中のまま）

運動ができる総合施設が欲しい（ロッククライミング、卓球、バスケ、フットサル、プールなど）

アスレチック

ボールを使える所（公園も使えないので）
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図書館で読者や勉強

勉強、読書、スポーツ

56


