
子どもアンケート

１．こんな学校にしたい。こんな学校ができたらうれしい。

1 ・活動はみんなが元気にあいさつするようにしたい 小学５年

2

・みんな元気な学校
・もしもいじめがあったら、やられた人がかなしくなったり学校にこなくなる
　かもしれないから、いじめをやらない
・あかるい楽しい学校

小学５年

3
・今の学校はいやがらせが多い学校なので、そんなことが一切起こらない学校
　にしてほしいです
・お客さんが来ても、すぐあいさつができる学校

小学５年

4 ・あいさつ活動をして全校にできるようにしたいです 小学５年
5 ・なかよく元気にチームワークのよい学校 小学５年
6 ・笑顔たくさんであいさつがすばらしい学校にしたい 小学４年
7 ・楽しい学校 小学５年

8
・チームワークがいい学校にしたい
・あいさつ（明るく元気に）

小学４年

9

・えがおがたくさん
・明るく、元気がでるあいさつ
・大きな声であいさつ
・おじぎをしてあいさつ

小学３年

10 ・みんながたのしくて、あそんでたのしめる 小学３年

11
・なかがいいチームワーク
・たのしい（けんかをしない）
・えがお

小学３年

12 ・けんかを少なくするための活動 小学３年

13
・明るく元気なあいさつをする
・なかよくできる学校（けんかをしない）

小学３年

14 ・小さい子から中学生までみんななかよくできる学校 中学２年
15 ・みんなであそぶがっこうがいい 小学１年
16 ・ばすけしたい、おにごっこもしたい 小学１年

17 ・小学生と中学生がいっしょに行う学習（中学生に教えてもらう） 小学６年
18 ・学習では、中学生が小学生に教えるような方にしてほしい 小学６年
19 ・オンラインとかでカナダの人以外の人たちとも話せる活動（外国人） 小学６年
20 ・中学生が勉強をおしえてくれたりしたらいいと思う 小学６年
21 ・学習はみんなが協力して学習をすすめるようにしたい 小学５年
22 ・楽しい学校 小学５年
23 ・みんなで楽しい学習をしたいです 小学５年
24 ・全校でできる学習 小学５年

「みんなで考えよう浜益の新しい学校」結果まとめ

（仮称）浜益学園設立準備部会　　

　(仮称)浜益学園設立準備部会では、浜益区の全児童生徒４０名を対象に新たに整備される
学校について「どんな学校がいいか」「どんなことをしたいか」などを調べるアンケートを
実施しました。
　小学校１年生から中学校３年生まで、みんな一所懸命考えてくれました。
　出された意見は、新しい学校づくりの参考にします。

◎楽しさ、元気

◎勉強、行事
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25 ・小中学生が一緒に学習ができたら良い 中学３年
26 ・机との間をあまりあけず、わからないときは聞ける空間 中学１年
27 ・プール学習ができるようにしたい 小学４年
28 ・浜益でしかできないような学習 小学３年
29 ・行事は小学生、中学生たいこうの球技大会などをしてほしい 小学６年
30 ・中学生といっしょに活動や行事をしたい 小学６年
31 ・行事は月ごとに、その月にあった行事をしたい 小学５年
32 ・さくらんぼがりみたいな楽しい行事 小学５年
33 ・みんな楽しめる行事 小学５年
34 ・みんなで協力できる行事 小学５年
35 ・全校でできる行事 小学５年
36 ・小学生、中学生合同の行事があったらいい 中学３年

37
・行事は一緒のものと、分かれてやるものがあると良い
（例え）運動会や学校祭は一緒、球技耐火などは別々

中学３年

38 ・中学生もいっしょに遊べる行事 小学３年
39 ・さんすうとかこくごをおしえるがっこうがいい 小学１年
40 ・ずこうがいっぱいあるがっこうがいい 小学１年
41 ・ぶかつがある学校にしたい 小学２年

42 ・友達などに相談できる学校にしたいです 小学５年
43 ・なかよく 小学４年
44 ・中学生と小学生がいっしょに楽しく遊べたらいいと思う 小学６年
45 ・全校でできる活動 小学５年
46 ・色々な行事をみんなでたのしくやりたい⇒楽しくやるために団結を深める！ 中学２年
47 ・けんかがないがっこうがいい 小学１年
48 ・ともだちはなかがいいがっこうがいい 小学１年
49 ・ほいくえんの子どもがあそべるぎょうじ 小学２年
50 ・ほいくえんの子どもがあそべるぎょうじ 小学２年
51 ・ほいくえんの子どもがあそべるぎょうじ 小学２年
52 ・ほいくえんの子どもがあそべるぎょうじ 小学２年
53 ・ほいくえんの子どもがあそべるぎょうじ 小学２年
54 ・ちゅうがくせいとあそびたい 小学２年
55 ・ちゅうがくせいとなかよくなりたい 小学２年

56 ・きゅうしょくがじぶんでたのめる学校にしたい 小学２年
57 ・きゅうしょくがごうかになってほしい 小学２年
58 ・メニューをえらぶがっこうあいい 小学１年

59 ・地域の人と交流できる活動 小学６年

60
・浜益区民全員が景色を見ることができる学校
・浜益区民も入室可能な学校

中学３年

61 ・地域の人とたくさんふれあえるような学校 中学３年

62
・ハマスマ（浜益を笑顔にする活動のこと！）の活動で小・中学生、地域の方
　と一緒に活動したい！

中学２年

63 ・他の地域の人にも浜益を知ってもらえるような活動（ネットなどを使う） 小学６年
64 ・外国人との交流がたくさんできる学校 中学３年

65 ・昔の浜益を勉強する 小学６年
66 ・昔の浜益のことを学習する 小学６年
67 ・浜益全体を清掃する活動（浜清掃） 中学３年

◎浜益ならでは（らしさ）

◎ともだち、異学年との交流

◎給食

◎地域、ＰＲ
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68 ・ＰＣの充電場所を各教室にしてほしい 中学３年
69 ・みんなが楽に生活できる学校 中学３年

70
・みんなが集まれて楽しめる学校
・過ごしやすい学校

中学３年

71 ・勉強しているときに海が見える教室 中学１年
72 ・花がたくさんある華やかな学校にしたい 中学１年
73 ・遊ぶ部屋 小学４年
74 ・外で遊ぶところ 中学１年
75 ・ひろいがっこうがいい 小学１年
76 ・ほんをよめるがっこうがいい 小学１年
77 ・グラウンドはひろいところがいい 小学１年

78 ・映画も見れるテレビ 中学１年
79 ・黒板をもっと下げられたら、黒板を消しやすいと思います！ 中学１年
80 ・園児から中学生まで遊べる遊具を取り付けてほしい 中学３年
81 ・全ての教室にウォーターサーバーを置く 中学１年
82 ・気軽に休めるベンチなどもほしい（校舎外道路の手前のところ） 中学１年
83 ・細かい校則がない学校 中学１年
84 ・ぼくじょうやはたけがある学校にしたい 小学２年
85 ・ぼくじょう・はたけ、つりをぎょうじでしたい 小学２年
86 ・シーソ、スライダー 小学２年
87 ・シーソやブらんこ 小学２年

88
・そとであそべるもの（ジャングルジム）シーソやブランコ、
　スライダー

小学２年

89 ・色んなそうじようぐがほしい 小学２年
90 ・むらさきばすとおんなじがっこうがいい 小学１年

２．そのために、どんな場所（スペース）が学校にあればいいと思いますか。

91 ・みんながあつまって雑談・ゲームができる場所 小学６年
92 ・みんなが勉強できるスペース 小学６年
93 ・みんながあつまって１人１人が楽しめる場所 小学５年
94 ・１人でいる子でも、落ち着いてゆっくりいられるスペース 小学５年
95 ・相談できて、仲良く遊べる場所 小学５年
96 ・あそべる場所 小学５年
97 ・園児・児童・生徒・教員などがあつまって交流できる場所 中学３年
98 ・海の見える自習室 中学３年
99 ・みんなが集まって話せる場所 中学３年
100 ・スペースをたくさん使う行事があったら、大きなスペースがあったらいい 中学２年
101 ・広くても間を１ｍくらいにする（机の間隔） 中学１年
102 ・ベランダが外についている 中学１年
103 ・学校を大きくする 小学４年
104 ・体育館をもっと広くして、みんなで遊べる場所 小学４年
105 ・広いスペースがほしい 小学４年

106
・がっこうじたいを大きくする
・教室をふやす

小学３年

107 ・せまくなるから教室をふやす 小学３年
108 ・かいだんにのぼりづなをつける 小学３年

109
・ホール、大きなつくえ、じゅうたんのしかれたゆか
・ベランダ

中学２年

◎道具、遊具、その他

◎校舎（教室）

◎校舎、グラウンド
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110 ・図書室などに浜益の本を置くスペースを作る 小学６年
111 ・音楽室は広くしてほしい 中学３年

112 ・体育館を遊ぶしゅるいで分ける 小学６年
113 ・屋内ではボール遊びができる広い体育館があればいい 小学６年
114 ・みんなが遊べる体育館があればいいと思う 小学６年
115 ・みんなが遊べる大きなたいいくかん 小学５年
116 ・広い体育館（ぎゅうぎゅうになるから） 小学４年
117 ・広い体育館 小学３年
118 ・体育館のスペースを少し広くする（いっぱいあそべる） 小学３年

119
・外だとじゃりがなくて、土でできているころんでもあまりいたくない
　ボールなどをかべあてできる広いグラウンドがほしい

小学６年

120 ・広いグラウンド 中学３年
121 ・学校から近くで、昼休みに運動ができる前庭的なもの 中学３年
122 ・グラウンドは広くしてほしい 中学３年

123
・けが人をあまり出さないように外で何かすることがあったら安全な地面
　にしてほしい！

中学２年

124 ・グラウンドをおおきくする 小学３年

125 ・苦手な所をおしえてもらう場所 小学６年
126 ・いっしょに行事などができるスペースがほしい 小学６年
127 ・はませいそうみたいのは、ゴミがいっぱいあるところ

128
・各教室にＰＣ充電用の棚を設置するため、ちょっとしたスペースが
　あったらいい

中学３年

129 ・プール（水遊びできるor水泳授業） 中学３年

130
・全教室クーラー設置
・放送室
・更衣室

中学３年

131
・エレベーターかエスカレーター
・全部屋クーラー、冷蔵庫

中学３年

132 ・全教室クーラーをつける 中学３年

133
・教室のすみにウォーターサーバーを置く
・でかいテレビで休み時間に少し見れるようにする。先生の机の上

中学１年

134 ・アンパンマンとドラえもんの遊具 中学１年
135 ・緑の草をはやして、遊具をたくさんおいたらいいと思います!! 中学１年

136
・大人もいっしょに入れるプール
・遊具をふやしたい（アスレチックやターザン）、

小学４年

137 ・大きい遊具 小学４年

138
・プールを作る
・遊具をふやす（シーソーなど）

小学３年

139
・夏休みも使えるプール
・遊具をふやす

小学３年

140 ・絵をかける、人と話せる、少し外国語話せる 小学６年

141
・自分も明るく元気に遊んだりして、いじめもないみんなをかなしく
　しないようにする

小学５年

３．浜益の人たちは、新しい学校が浜益の未来づくりに役立ってほしいと願って
　います。そのために、新しい学校またはあなたにできることを考えてください。

◎自分にできること

◎体育館

◎グラウンド

◎その他
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142
・みんなをいやな気持ち、学校に行きたくないとか、そうゆう思いを
　させたくないし、したくないから、そんな事が一切起こらない学校に
　したいです

小学５年

143 ・みんなが毎日行きたいと思う楽しい学校にしたい 小学５年

144
・アンテナショップでのＰＲ
・学校での自慢
・ネットでの拡散

中学３年

145 ・きれいに学校を使う 中学３年
146 ・まわりの自然を大切にすること 中学３年
147 ・卒業まで大切につかう 中学３年

148
・ぼくは新しい学校ができるから、この浜益中学校を大切にして、使われ
　なくなっても、キレイなままでいてほしいから大切に使おうと思いました

中学１年

149 ・意見、要望を積極的にする 中学１年
150 ・あまりけんかをしない、元気に明るくする 小学４年
151 ・笑顔いっぱいで楽しい学校にしたい 小学４年
152 ・みんなとなかのいい学校にしたい 小学４年
153 ・なかがいい学校･･･あいさつ 小学４年

154
・てつだいをする
・やさしくする

小学３年

155
・こわしたりせず、よごさず、楽しく仲良くつかう
・毎日良くそうじする

小学６年

156
・にがてなべんきょうをおしえてもらったり、おしえたりしたい
・たくさんの人とコミュニケーションをとって仲よくなりたい
・チームワークをよくして、いろいろな行事をしたりする

小学６年

157 ・みんなが協力しあって楽しくできること 小学５年
158 ・辛い事や悲しい事があったらすぐに相談する 小学５年
159 ・浜益区民の中の子供全員が顔をあわせることができる学校 中学３年
160 ・中学生となかよくする 小学３年
161 ・なかよくする 小学３年
162 ・地域の人たちが自由に入れる学校 中学２年

163 ・様々な人から話を聞く 小学６年

164
・社会で必要なことを教えてほしい
・人と命のたいせつさをひんぱんに教えてあげてほしい

小学６年

165 ・社会などでかんきょうのことを学んで浜益の海をきれいにしたい 小学６年

166
・おこめをつくる
・ちがうしゅるいをつくる

小学３年

167 ・いじめが減るような人をふやしてほしい 小学６年

168 ・他の地域からたくさんの人々がきてくれるようにＰＲなどをする 中学３年
169 ・評判がよければ、浜益に引っ越してくる人もいるかも 中学３年
170 ・浜益のＰＲをする 中学３年
171 ・できるだけ浜益をＰＲする 中学３年

172
・はまますのどらやきをせんでんする
・どらやきのしゅるいをふやす

小学３年

◎知識、人材

◎区外へのアクション

◎つながり
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