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放課後を本気（まじ）で考えるプロジェクト 放課後アンケート結果 

小金井子育て・子育ち支援ネットワーク協議会 

まじプロ事務局 

 

私たち「まじプロ」（全 5 回）では、第 1 回から第 2 回まで子どもたちの放課後の在り方を考えていくうちに、 

「当事者である子どもたちの意見を聞いていない」ことに気づきました。 

そこで、第 3 回は子どもと一緒にワークショップを行うこととし、当日のワークショップに参加できない子ども

たちにも、アンケートで参加してもらうことにして、以下のように実施いたしました。 

ご協力いただいたみなさま、誠にありがとうございました。 

その他にも関心を持っていただいたすべての方にご覧いただくため、結果を公開させていただきます。 

 

 

アンケート調査の概要 

 

１ 調査目的 

  子どもたちが、放課後をどのように過ごしたいと思っているのか、当事者の意見を聞く。 

 

２ 実施期間 

  2018.12.6.～12.25 

 

３ 対象者 

 主として小学生の保護者（中学生、高校生も含む） 

 

４ 実施方法 

  プロジェクトメンバーからのメール、LINE、メーリングリストなど関心のある人へのデジタル配布。 

  QR コード等も活用した。 

  WEB 上の回答フォームに、保護者が代理で回答（一部は子ども本人の可能性もあり）。 

 

５ アンケート作成者 

  小金井子育て・子育ち支援ネットワーク協議会 事務局 

 

６ 回答数 

  2018.12.6.～12.9.（4 日間） 80 件 

  2018.12.10.～12.25.（16 日間） 23 件 

 

問合せ先 小金井子育て・子育ち支援ネットワーク協議会 

Mail：koganei.k.k.netwk@gmail.com 

Tel：080-4836-2865  
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  南小 

  答えない 

（中高生等など） 
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大型公園 
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６ 放課後を、誰と、どこで、どんな風に過ごしたいと思いますか？お子さんに聞いて

みて、代筆でご回答ください。99 件の回答 

1 友だちと児童館でものづくりをしたい。 放課後子ども教室の楽器探検隊やうたうたおに行きたい。 家でお母さんとゲームし

たり本を読みたい。 

2 友達と公園で遊びたい 

3 友だちと、くじら山で、体を動かして遊びたい。 

4 図書館で本を読みたい ボルダリングに行きたい 習いごとをしたい おうちでお菓子や料理をしたい お友だちと野川を散歩

したい 

5 クラスの友だちとグリーンタウン公園へよくいく。 友だちの家へ 自分の家にあそびにくる ※自分で 遊ぶ相手や 遊び方

をきめる 子供のころに 子供だけでどれだけ遊んだかが 将来につながるきがする 今は大人が環境をつくりすぎる 考えない

子どもが増えてしまうようで心配です。 

6 仲良しの友だちと遊びたいとおもっている （注：中学生の回答） 

7 外で体を動かす遊びをしてほしい。 

8 お友だちと公園で遊びたい。 お友だちと一緒に、自分の家で、おもちゃで遊びたい。 

9 友達とドッチボールしたい 雨の日もみんなと遊びたい 近くに桜堤児童館みたいなところがほしい 

10 友達と公園で野球やサッカーなど、体を動かす運動。 又は、図書館で本を読んでゆっくり過ごす。 児童館でお友達と関

わって遊ぶ。 

11 ・友達と近くの公園でボール遊びをしたい。 ・友達と近くの公園でゲームをしたい  

12 ボール遊びができる公園で遊びたい 

13 貫井北分室のような大きな図書館が坂下にあったらいいのに。 

14 坂下に貫井北分室のような大きな図書館があったら図書館で過ごしたい 

15 友達とたくさん話したい。 

16 本人回答くれませんでしたが、プレパでのんびりしたいのかなと思います。 

17 友達と家であそびたいけど、宿題も一緒にしようといわれて、遊ぶ時間が減ってしまう。宿題したくない。 友達と 2人遊び

たい。親に入ってきてほしくない。 と、子供がいっています。 

18 その日の気分で、家に居たいときとと、一人で居たい時と、遊びたいときがある。 遊びたいときは、新しい公園が出来たな

ら、公園に遊びに行ってみたい。あとは、遊ぼと言われないと遊ばない。 家に居たいときは、休みたい時、授業でイヤな事が

合ったときとか。 

19 友達と公園で遊ぶ。バドミントン、なわとび。 親としては友達も一緒にクッキングや工作などができたらいいなと。 

20 小学生の時は、もっと色々、放課後子ども教室のようなものがあればいいな、と思っていました。（注：中学生の回答） 

21 友達と家でゲームしたいし、寝転がりながらゆっくりしたい。 

22 外で近所の友達とブランコで遊びたい。 

23 ・友達とゲームをしたい ・バスケットボールの練習 ・漫画､小説読む 

24 友だちとジェイボードや鬼ごっこをしたい。 

25 おやつを食べて、友達と好きな場所(いつもの公園やマンション付近の路上)で遊ぶ。 

26 自分一人で静かに勉強する（注：中学生の回答） 

27 兄弟と家でのんびり過ごしたい。 

28 友だちとけん玉やボール投げをしたい 

29 友達と外で楽しく遊びたい。 

30 公園でおしゃべりしたい。 
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31 友達とボードができるところで遊びたい（コンクリート） 

32 友達と家でスポーツやゲームをしたい 

33 友達とゲームしたり、サッカーしたり自由に遊びたい。 

34 友達と家や庭で、スポーツやゲームをしたい 

35 友達と公園でブレイブボードで遊びたい。  

36 友達と公園でサッカーしたい 

37 一人で家でゲームやテレビ。 友だちと公園でサバイバル遊び。 

38 ・友達とシール交換したい ・友達とダンボールで秘密基地を作りたい ・マンガをたくさん読みたい ・友達と公園で遊びた

い ・ 

39お友達と公園で鬼ごっこをしたい。 お母さんとお外で自転車に乗って遊びたい。家で本を読みたい。 

40 友達とどこか長居出来るばしょで楽しくお喋りをしたい （注：高校生の回答） 

41 友達とサッカーをしたい。 

42 他の学校の子とも遊んでみたい。知らない子と友達になりたい。楽しそう。 

43 家でゆっくりすごしたい 

44 お友達の家で遊びたい みんなが集まる場所で、お菓子作りをしたい。  

45 友達と公園であそぶ 

46 友だちと家でゲームしたい 

47 友達と遊びたい。とのこと。場所や遊び方はあんまりこだわってないみたいです。 

48 仲の良い友だちと公園で遊びたい。仲の良い友達とウチで遊びたい。時には一人で遊びたい（折り紙、あやとり、本を読み

たい。） 

49 友達と家でゲームしたい。 

50 ともだちと遊びたい。  

51 友達と公園でブレードボードや遊具で遊びたい。 

52 ・友達と、友達の家で、野球盤のゲームがしたい。 ・武蔵野公園で、秘密基地や、土を自由に、深く掘って、動物や虫を捕

る罠を作りたい。 

53 近所ではない学校のお友達とも一緒に公園やお家で遊びたい(近所の子でないと待ち合わせがまだ難しいので) 

54 友達とボール遊びとか何でもやっていい広い公園で遊びたい。 野球とか鬼ごっこして遊びたい。 

55 友だちとコマ 友だちとジャノメで遊ぶ 図書館で本を借りる 

56 友達と友達の家で遊んだり、公園で色々な事をして遊びたい。 

57 家の中で、仲のいい友達とゲームやデュエマをして遊びたい。 ずっと家にいたら飽きるから、理想は公園の中に児童館が

あればいい。 (児童館が近くにない) 児童館ほどルールがない場所がいい。 

58 友達と登り棒をしたい。 

59 友達と公園で鬼ごっこしたい 

60 友達と外で遊びたい。習い事もしたい。 

61 お友達と遊びたい。プレーパークに行きたい。習い事。本を読みたい。テレビを見たい。 

62 友達の家で対戦ゲームしたい。 

63 大好きなお友達と一緒にいたい 

64 友達と友達の家で遊びたい 友達とリップスティックをしたい 

65 みんなで鬼ごっこをしたい。 

66 友達と忍者ごっこの修行 

67 友達と、おにごっこ。雨の日は、お絵かき。 

68 友達と家や公園で遊びたい。 家で弟と遊びたい。 
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69 うちでゆっくりお茶してホッとして過ごしたい。 

70 友達と公園、友達のうちでゲーム 

71 本をたくさん読みたい。 工作をしたり、なにかを組み立てて作ってみたい。 友達と一緒に遊びたい。  

72 友達と家でゲーム 

73 友達と自宅でゲームをして遊びたい。図書館に行って本を読みたい。友達と校庭でサッカーをしたい。 

74 近くに児童館がない。 図書館がない。 

75  1.家または友達と宿題をやって、ユーチューブを見る 2.家または友達と宿題をやって学校または栗山公園でバスケット

ボール 3.家または友達と宿題をやって、学校でドッヂボール 

76 広い所で、思いっきり野球がしたい。球技ができる公園がない。 

77 友達と公園でふつーに遊びたい。何がしたいかわかんない。 

78 去年の夏休みにパパと姉と 3人で武蔵境のプレーパークに一度だけ行きました。木の間のロープ渡りや水に飛び込むす

べり台が面白かったです。ああいうとこがもっと近くにあったらいいのに。 学童は楽しい。おやつもおいしいし、けん玉も楽し

い。一年生のときは学童の子は児童館で遊べないのがちょっと嫌だった。来年から学童に行けなくなるのが寂しい。水泳（ミー

ズクラブ）行きたい。習字（近所）続けたい。 図書館の近くで食べたり飲んだりできるといいのに。 

79 友達と駄菓子屋にいきたいのに、近くにないからいけないです。 例とおなじように図書館で本が読みたいです。 

80 お友だちと楽しく過ごしたい。放課後の校庭みまもりで風船で遊びたい。 

81 友達の家に行って遊ぶ 

82 友達と公園でブランコに乗りたい 幼稚園の頃のお友達と、習い事をしたい 

83 習い事に行きたい。学校のお友達と遊びたい。家でゆっくりフリータイムがほしい。 

84 友達と公園でボール遊びしたい 

85 友達と遊具が沢山沢山ある、割と近くの公園で遊びたい 

86 友だちと家でゲームを遊びたい。 

87 友達と家の中で遊びたい 

88 お友達と学童通いに関係なく学校近辺で安全に過ごしてほしい。 習い事のある日は送迎出来ない時は安全確保が最も

悩ましいテーマです。 

89 友達と公園で遊びたい。最近買ってもらったドローンや野球をしたい。家で 1人なら、レゴブロックか漫画、テレビで遊びた

い。 

90 友達の家で遊びたい 

91 友達と図書館で楽しく過ごしたい。 

92 誰もいない校舎で思いっきり友だちと鬼ごっこをしたい。 夏学校のプールで友だちと泳いで遊びたい。 家の前でボール遊

びしたい(近所の人にボール遊びはダメと怒られたから)  

93 学校で友達とサッカーをしたい 

94 みんなでおやつ食べながらワイワイ喋りたい。 

95 友だちと家でカードゲームをして遊びたい 

96 友達とゴールがある公園でサッカーをしたい。下にマットが敷いてある鉄棒で遊びたい。とても大きなターザンとかジャング

ルジムが公園にあるといい。屋内型公園があるといい。友達と家で集まってパーティーがしたい。シャベルとかが公園に設置し

てあるといい。 

97 友達と公園でドッチボールやサッカーなどをして遊びたい。 たまには家でゲームをして遊びたい。 

98 友達と公園で遊びたい。 

99 公園でピクニックみたいに。 誰かのお家で(暖かいから)ごっこ遊びとか。 外で縄跳びとか、フラフープとか。 

 

 


