
1年生 ２年生 ３年生 ４年生以上

85 73 59 35

はい いいえ 無回答

212 19 4

H30年度　利用者アンケート結果（志津地区７学童）252名（在籍数 300名）

１．お子様の学年を教えてください

２．お子様は学童に嫌がらず行かれていますか？

＜理由＞

はい

・仲の良い友達がいる（複数）

・友達と遊べる（複数）

・友達と一緒にいるのが楽しい（複数）

・好きなおもちゃや本があり、楽しい（複数）

・いろいろな遊びができる（複数）

・学年に関係なく、たくさん友達ができる（複数）

・遊ぶ時間が楽しい（複数）

・ひとりの留守番が嫌だから

・先生がやさしい

・おもしろい本が読める

・外遊びがたくさんできる

・子どもが安全に過ごせるので学童は必要

いいえ

・自由に遊びたい（複数）

・家で過ごしたい（複数）

・友達関係で行きたくない時がある

・家でゆっくりとしたい日があるようだ

・家で留守番の方が、自由だから

・クラスの友達と遊びたい

・相性の合わない先生がいる

・学校の友達と一緒に下校したい

・テレビゲームがしたい

・日によって気持ちが違う

無回答

・嫌がってはいないが、クラスの友達と遊びたいようだ

・先生がおこると楽しくないと言う時がある

H30.11.1現在

回答率 84％

90%

8%
2%

はい

いいえ

無回答

34%

29%

23%

14%

1年生

２年生

３年生

４年生以上

※回答数は235枚です。（兄弟で17枚の提出あり。）
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はい いいえ どちらとも言えない 無回答

209 0 26 0

４．学童での生活内容等は機関紙や掲示物等

はい いいえ どちらとも言えない 無回答

201 1 32 1

　　で、伝わっていますか？

３．学童の指導員の対応に満足していますか？

＜理由＞
はい

・相談にのってもらえる（複数）

・丁寧に子どもをみてもらえる（複数）

・子どもの様子を伝えてくれる（複数）

・親切に対応してくれる（複数）

・やさしい（複数）

・しっかりと叱ってくれる（複数）

・注意をする時はきちんと注意し、遊ぶときは一緒に遊んでくれる（複数）

・安全に過ごせている

・学童での過ごし方を教えてくれる

・子どもが先生を信頼している

・いろいろなことを教えてもらえる

・ゆったりと対応してくれている

・子どもの個性を理解してくれている

どちらとも言えない

・感情的に児童に怒鳴っている姿を見たことがあった

・子どもが少し厳しさを感じている

・指導員による

・合わない先生がいる

・学校で疲れているので、のんびりさせてあげてほしい

・学童の様子がわからない

・もっとしっかりと子どもに言ってくれてよい

・子どもが嫌がることがある

・子どもの良いことだけでなく悪いことも伝えてほしい

・一時期より信頼している

89%

11%

はい

いいえ

どちらとも言

えない

無回答

86%

0%

14% 0%

はい

いいえ

どちらとも

言えない

無回答
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はい いいえ どちらとも言えない 無回答

188 11 32 4

６．学童で改善して欲しい点はありますか？

はい いいえ 無回答

32 192 11

５．学童と保護者との間で、学童や家庭での様
子について情報交換はできていますか？

　　

＜改善点＞

・おやつの時間をもう少し早めてほしい（複数）

・学習できる時間を確保してほしい（複数）

・広いスペースで、伸び伸びと過ごせるとよい（複数）

・英会話等塾のような事をやってほし。（複数）

・勉強の部屋と遊ぶ部屋を別けてほしい

・駐車場を明るくしてほしい

・出入り口を広くしてほしい

・下駄箱の屋根をしっかりしたものにしてほしい（雨の日利用が困難）

・もう少し学童の様子を教えてほしい

・男性職員がいるとよい

・元気で若い先生がいると良い

・難しいとは思うが、学校との情報共有をしてほしい

・学童内での事故・トラブルがあった場合は、その日のうちに伝えてほし

い

・私物の本を持っていくことを認めてほしい（学校でよいと言われたも

の）

・土曜日を１９時まで、開所してほしい

・土曜日の学童を自分の学童でやってほしい

・怒鳴らないで指導してほしい

・夏にフロアマットが臭う時がある

・くつ箱周辺が臭う

・長期休みの時、給食の利用日をわかりやすくしてほしい

・夏はお弁当のデザートは、冷蔵庫に入れてほしい

13%

82%

5%

はい

いいえ

無回答

80%

5%
13%

2%
はい

いいえ

どちらとも言

えない

無回答
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希望する 希望しない わからない 無回答

60 52 121 2

①.今までにご利用されたことがありますか？
ある ない 無回答

145 79 11

ぜひ利用したい　　 利用しない わからない 無回答

106 64 54 11

③.②で利用しないとお答えの方にお聞きします。
　　利用されない理由を教えてください。

8.長期休み中（春・冬・春休み）の給食についてお聞きします。
（希望者に１食４４０円で提供。業者は幼稚園給食です。)

７．お子様と一緒に参加できるイベント（親子レク等）があれば、参
加を希望されますか？

※どのようなイベントだと参加したいですか？具体的にご記入く
ださい。
（例）ミニ運動会・親子で体操教室・親子クッキング教室・おばけやしき・
夏まつり・芸術鑑賞・音楽鑑賞会など、、、.

②.今後、利用しようと思われますか？

26%

22%

51%

1%

希望する

希望しない

わからない

無回答

62%

33%

5%

①給食利用状況

ある

ない

無回答

＜イベント＞
・おまつり（複数）

・親子クッキング（複数）

・芸術鑑賞会（複数）

・バザー（複数）

・いも掘り（複数）

・ミニ運動会（複数）

・工場見学

・保護者、学童に負担の少ないもの。

・畑作業。

・半日でできるもの。（体操教室、料理、工作）

・季節の行事。

・ゲーム大会

・遠足

・バーベキュー

・ドッジボール大会

＜理由＞
・子どもが嫌がる（おいしくないと言っている）（複数）

・金額が高い（複数）

・好き嫌いが多いため（複数）

・お弁当を作るから（複数）

・子どもが弁当を希望する

・お腹いっぱいにならない

・食べ物が冷たい

・仕事がシフト制で先の予定がわからない

・量が少ない

・食材の産地が気になるから

45%

27%

23%

5%

②今後の給食希望

ぜひ利用し

たい

利用しない

わからない

無回答
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ある ない 無回答

102 122 11

多い ちょうどいい 少ない 無回答

12 80 8 135

９．学童で提供しているおやつについてお聞きします。

①今までにご利用されたことがありますか？

②①であると答えた方にお聞きします。おやつの量や種類につい
て
   お子さんはどのように伝えていますか？

１１.今後、学童保育所に求める事がありましたらご記入ください。

43%
52%

5%

①おやつ利用状況

ある

ない

無回答

5%

34%

3%

58%

②おやつの量や種類

多い

ちょうどい

い

少ない

無回答

・今後も引き続き、長期休みにはいろいろなイベントを催してほしい（料金がかかっても良い等）（複数）

・保育時間の延長（複数）

・土曜日の延長保育（複数）

・夏季保育の登所を１人でも可能にしてほしい（複数）

・このまま、安心できる学童であってほしい

・もう少しのびのびとした保育をしてほしい

・男性職員がいるとよい

・出欠の連絡がメールでできるとよい

・４年生以降も同じ学童でお願いしたい

・習い事と学童の一体化

・学習指導

・土曜日はいつもの学童で保育してほしい

・長期休みと給食のある月は、口座引き落としの明細を発行してほしい

・学童の持ち物をホームページで確認できるとうれしい（持ち物がわからない時がある。）

・幼稚園給食の１食４４０円は高いので安く提供

・給食がもう少しおいしいと利用しやすい

・給食申し込みの締め切りを、もう少し長めにしてほしい

・子どもが、何年か前にやったマックランチをまたやりたいと話している

・おやつを忘れた時、有料でよいので、お菓子を提供してほしい
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