
アンケートのうち、自由記述の回答をそのまま掲載しています。

アンケート総数：101人

Q６　４プラが居心地が良い理由は？

総回答数：７４

●　落ち着くから
●　友達とたのしくできるから
●　落ち着くから
●　友達がいるから
●　自由になんでもできる
●　BGMとか、けっこう自由で、気が重くない
●　スタッフがやさしいから
●　スタッフが優しいから、大勢が話す空間なので、人目をきにせず過ごせる
●　良い所と悪い所でプラマイ０だから
●　特になし
●　食べながら勉強できることが良い。
　　だけど、時々必要以上の声を出して騒いだりしてる人がいる時は困る。
●　ねれない
●　面白い
●　楽しい
●　みんなあいそういいから
●　よくわかんない
●　勉強だけの空間ではないので息苦しさを感じずに勉強できる
●　人が多くいるから
●　人が多くいるから
●　まぁ普通かなって感じ
●　リラックスできる空間だったから
●　すごく自由
●　何となく
●　充実なせつび
●　充実したせつび
●　ゲームできる
●　ゆったりしたい
●　だれかしらいてたのしい
●　たのしいから
●　家に帰ってきた感じ
●　皆と楽しく過ごせるから
●　特になし
●　良くも無く、悪くもなく・・・・
●　常連だから←
●　楽器がおいてあったり、本が置いてあったり設備が充実しているから
●　いろいろあるから
●　スタッフさんの対応の良さ、雰囲気、全て！！
●　最高の憩いの場でございます
●　自由だから
●　ものがたくさんあってたのしい
●　遊び道具などじゅう実しているから
●　ない
●　ゲームがたくさんあるから
●　食べ物も売ってるし、ゲームがあって友達と過ごしやすいから
●　家出した時、助かった
●　まったりできて、居心地がいい
●　まったりできる
●　たのしい！！



●　たのしいから
●　慣れない
●　たのしい！！
●　子どもの天国！
●　おちつく
●　家にいるみたいで楽しい
●　BGM
●　とくになし
●　すごく良いけど高校生が怖い笑
●　すごく良いけど、高校生が怖いです笑
●　楽しいし、いろんなものがあるから
●　スタッフの人がめっちゃ優しい
●　スタッフが超良い方ばっかり。設備が良い
●　ゲームや勉強などが自由にできるから
●　まったりできるから
●　ふいんきがいい
●　だがしや、卓球などが充実してるから
●　静かすぎると逆に集中できないから
●　とくになし
●　遊べるから
●　たのしい
●　遊びやすいから
●　みんな仲が良い
●　色々なせつびがととのっていてvery good
●　しずかだし、ヒマな時間がないから
●　友達といろいろあそべて、気軽に勉強会をひらけるから

Q１１　４プラ以外で、休日や放課後は何をして過ごしていますか？

総回答数：98

●　語り、勉強など
●　イトヨーでぶらぶら
●　語り、勉強など・・・
●　家でーす
●　部活、TV見るとか・・・
●　友人の家でべんきょー
●　バンド練習
●　自宅
●　友だちと遊び
●　特に…
●　部活
●　勉強
●　パソコンしたり、まんが読んだり、友達とカラオケとかで遊ぶ
●　ねてる
●　友だちと遊んでいる
●　友たちと遊ぶ
●　ゲーム
●　色々
●　決まってない
●　学校や図書館・飲食店で勉強　仙台駅の辺りをブラブラ
●　習い事
●　習い事
●　ゲーム
●　宿題
●　家で寝ている



●　勉強
●　部活、運動
●　遊び
●　自宅or友人宅で遊び
●　部活
●　スポーツ
●　ゲーム
●　部活など　友達
●　友達と遊ぶ
●　部活＆友の宅で遊ぶ
●　コント♡
●　コント
●　部活
●　部活
●　部活
●　勉強
●　野球・・・etc
●　部活・もしくは街中ぶらぶら
●　ごろごろ←
●　お買い物
●　家でビデオを見る
●　スポーツをしたりする
●　部活や遊び
●　ねてる
●　ギターを弾いたり、部活（吹奏楽）に行ったり
●　睡眠
●　家にいる
●　部活動
●　家でパソコンをしている
●　家でゲーム
●　バンド、ウィンドウショッピング
●　家でダラーっと
●　ケータイ
●　練習（習い事）、勉強etc.…
●　部活、勉強会
●　寝てる
●　自宅、図書館など
●　自宅など
●　友だちといっしょに
●　部活や買い物
●　部活
●　テレビを見る
●　ゲーセン、友達と勉強
●　ゲーム
●　部活・あそぶ
●　アルバイト、自宅でまったり
●　家でギターをひいていた
●　自宅でゴロゴロしてる
●　ゲーム
●　部活
●　友だちと遊んでる
●　友達と遊んでいる
●　テレビ、ゲーム、勉強
●　パソコン・読書
●　家でのんびり
●　部活
●　部活（卓球）、家でゲームや勉強など



●　カラオケ、ダーツ、買い物
●　寝てる
●　自宅でも学習
●　遊んでます
●　カラオケ
●　家で過ごしたり、友達と出掛ける
●　部活
●　部活
●　家でごろごろ
●　ぶかつ
●　ダラダラと家ですごす
●　部活
●　あそび
●　家でごろごろしている
●　家でアニメ、音楽、パソコンなど
●　ほぼ部活。Offの日は中央や街にに行きます

Q12　４プラを利用するようになってから、自分の中で変わったと思うことは？

総回答数：91

●　放課後がたのしくなった
●　自分が好きなことで盛り上がれるようになった
　　（同じしゅみの人がいっぱいいるから）
●　勉強が充実！
●　人との接しかた
●　バンドの練習をのびすくで出来るため、練習が充実した
●　無し
●　特に…
●　部活
●　ヒマなTimeが減った
●　１人でもあまり違和感がなくなった気がする。
●　しらん
●　卓球をするようになった
●　たきゅうができる
●　他人と接っするたいど
●　無し
●　特に
●　行き場が無い時いける場所が増えた
●　まだわかりません
●　始めて来ました
●　明るくなった・・・？
●　外に出る事が多くなった
●　無し
●　時間を守るようになった
●　お金が減った
●　特にない
●　特になし
●　なし
●　特にない
●　人との出会いが増えた
●　なし
●　相方と仲が深まった。
●　仲が深まった♡
●　帰りの時間くらいかな・・・・？
●　友達との勉強回数が増えた。



●　勉強する量が増えた
●　特にありめせん
●　正直、あんまり・・・
●　テンションが高くなった
●　人見知りしなくなった
●　人と関わることが多くなった
●　特になし
●　特になし
●　何も変わってない
●　人見知りしなくなった
●　若干アクティブになったかも？
●　I'm happy
●　特になし
●　特になし
●　人との接し方
●　特にない。でも楽しい場所がふえてなんかいいかんじ
●　外に出て遊ぶ
●　歩いて移動するようになった
●　しゅうしん時間
●　外にでれるようになった
●　心友の仲がふかまった
●　べんきょうを少ししている
●　初めてなので特になし
●　遊びに熱中
●　特に無し
●　楽しい時間をより多く過ごせた
●　特になし
●　とくになし
●　遊び場が増えた
●　明るくなった
●　特にありません
●　親の視線がない
●　とくになし
●　とくになし
●　特になし
●　特になし
●　わからない
●　人見知りなおった
●　勉強するようになった。ギターに興味をもった
●　あまりない
●　うるさくなった
●　良い意味でダラけた
●　行く場所が増えた
●　自分が集中できる時が分かってきた
●　ない
●　特になし・・・。
●　なし
●　・・・特にはないです
●　なし
●　元気になった
●　特になし
●　特には・・・
●　変わったというより、昔の友達や何年も会ってない子と再開できてたのしい。
●　交友関係
●　ありません
●　ふつう・・・。
●　特になし



Q15　４プラのどこ（何）がどんなふうに変わると、過ごしやすくなると思いますか？

１．ロビー 回答数：１１

　●　もっとお菓子を増やしてほしい
　●　もっとお菓子を増やしてほしいお菓子を増やして欲しい
　●　テーブルを増やす
　●　テーブルをもう少し増やすことと
　●　はなやかに
　●　いすが多くてもいい？
　●　もうちょいイスが多いほうがいいと思う
　●　パソコンの台数をふやすといいと思う

２．多目的室 回答数：10

　●　ガラスばりじゃなくしてほしい
　●　カーテンがほしい
　●　外から見えないように・・・
　●　外から見られるところ
　●　外から丸見えなのは少しやりにくい感じがする
　●　イスを増やす
　●　飲食Okにしてほしい
　●　飲食OKがいいです

３．ホール 回答数：6

　●　何もないので、卓球やエアホッケーの他にまた何かみんなで遊べるようなものが
　　　欲しい
　●　無料貸し出し
　●　明るく
　●　特にドラムのシンバル
　●　イスが増えてほしい
　●　もうひとつほしい

４．自学自習室 回答数：9

　●　平日とかも空けてほしい
　●　毎日使えるとうれしい！
　●　平日もあけてくれるとありがたいです。
　●　もっとべんきょうのスペースがほしい
　●　防音
　●　教科書の貸し出し
　●　もっと静かに

５．卓球等がある場所 回答数：２０

　●　卓球台を変える
　●　卓球台を大きくする
　●　飲食可
　●　もっとたのしいゲームをたくさんしてほしい
　●　もっと増やしてほしい
　●　２台など増やす
　●　２台する
　●　マンガを増やしてほしい
　●　卓球板をもう少し広い物を！！
　●　ボールがひろいやすくする
　●　数を増やす



　●　卓球台を増やした方が良い！
　●　普通のサイズの卓球台を用意してほしい
　●　卓球だいを上げてほしい、ペンのラケット
　●　もっと遊ぶものがほしい
　●　卓球がつかえない
　●　もう１台卓球台があれば・・・
　●　もっとふやしてほしい・・・？

６．食べ物・飲み物 回答数：26

　●　食べ物をたべれる場所をふやしてほしい
　●　安くして～♪
　●　いろんな種類のパンをおいてほしい
　●　炭水化物を置いて欲しい
　●　おいしく
　●　安くなる
　●　もっとお菓子を増やしてほしい
　●　増やす
　●　もう少し安くしてほしい
　●　増やしてほしい
　●　多く取り揃えてほしい
　●　おかしをふやして
　●　種類を増やしてほしい
　●　おにぎりとかあると嬉しいです(^o^川
　●　もっとがっつりしたものがほしい
　●　もっと種類がほしいです
　●　どこでも食べられるように
　●　豊富に
　●　めん職人のしょうゆラーメンがほしいです
　●　もっとふやしてほしい・・・？
　●　増量！

７．各種ゲーム 回答数：８

　●　種類を多く
　●　楽しい
　●　もっと増やす
　●　もう少し増えるといいなぁ・・・
　●　もうひとつ卓球がほしい
　●　増量！

８．イベント 回答数：3

　●　もっといやしてほしい
　●　もっとひんぱんに
　●　大々的に

９．その他 回答数：８

　●　開館時間をもうちょい早く・・・
　●　変えなくてもよい
　●　なし
　●　マンガを増やしてほしい
　●　ない
　●　特になし
　●　とくになし
　●　ない



Q１７　スタッフへの要望があれば教えてください。

総回答数：56

●　特になし
●　ない
●　特になし
●　そのままで大丈夫です！！
●　なしっ
●　な～い
●　特になし…
●　特になし。
●　ない
●　楽しそうにはしゃいでいるのは別に構わないけど、
　　あまりにもうるさすぎる人がいる時は自重するように言ってほしいです。
●　これからも頑張ってください
●　とくになし
●　閉館時間がもうちょっと長いと助かります
●　無し
●　なし
●　特になし
●　ない
●　そのままで
●　とくにない
●　特になし
●　無い
●　特になし！！
●　得になし。
●　得にないです
●　なし
●　勉強おしえてね～
●　特になし
●　特になし
●　完璧でしょー
●　このままでいてください
●　ない
●　カウンターを空けないでください！！
●　ない
●　なし
●　特にないです
●　特になし
●　もっと麻雀につきあってほしい
●　特になし
●　とくになし
●　特になし
●　曲のリクエスト
●　とくになし
●　とくになし
●　とくになし
●　特になし
●　特になし
●　なし
●　いつも良い雰囲気で、優しくしてくださって嬉しいです！
●　頑張ってください
●　特になし・・・。
●　なし
●　特にないです。いつもありがとうございます！！



●　おかしふやして～～～
●　特にありません！
　　いつも笑顔で接していただいていてとってもうれしいです＾-＾
●　特にないです。いつもありがとうございます！！
●　特にはないです。
　　これからもよろしくお願いします！

Q２０　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。

総回答数：89

●　外にでれるキッカケのばしょ、とてもおもしろく、居心地がよい
●　自分のやりたいことや好きなことが、集中して自由にできる
●　憩いの場所
●　自由にあそべる
●　時間をつぶせる場所
●　なんでも自由にできるいごこちがいい場所！！
●　第２のMy　Home！
●　中高生の楽しいたまり場
●　気軽に訪れることができるniceなたまり場
●　自由!!（*^_^*）
●　もう１つの家的なカンジ！
●　いい場所
●　楽しめる場所
●　泉中央にあるなんか楽しいとこ
●　誰にも遠慮せず勉強したり自由にできる場所だと思います。
●　ひまつぶし
●　楽しい場所
●　楽しい場所
●　楽しい場所
●　ワロタｗｗｗ
●　てへぺろー
●　家にいたくないとき逃げて来れるし、学校と違って冷暖房完備だから
　　助かります
●　バンド練習の場
●　バンドの練習場所
●　まったりできるとこ
●　今回始めてきました、とても居心地のいいところでした
●　とても過ごしやすく、楽しい場所です
●　ひまつぶしに・・・・
●　最終手段
●　遊び場として
●　楽しいところ
●　楽しい場所！！
●　おもしろい
●　ほとんど充実していう良い場所
●　居場所！みんな大好き（＊・ｗ・＊）
●　とてもたのしく、居心地のよいところ。
●　憩いの場♡
●　憩いの場
●　帰れる場所、居場所
●　たまり場
●　遊んだり、勉強することができる場所
●　マンガ・雑誌などが読めて１人で勉強できる場所
●　リラックスができます
●　出会いの場。←



●　第２の居場所d=(^ω^)=bです
●　落ち着けるところ。楽しい！！
●　楽しく過ごしやすい
●　勉強するところ
●　楽しいところ
●　My Home
●　第二の家
●　休けい
●　自宅
●　友達とこうりゅうする場所
●　勉強など色々できるばしょ
●　城
●　楽しい！うん
●　楽しい場所。行きやすい場所
●　とても居ごこちが良い場所！！楽しい～～～(´∀｀)
●　故郷
●　色々あって、心友と仲がよくなる！！
●　勉強とかに、集中できるからいいと思います
●　楽しく友達とタダですごせる
●　みんなでワイワイ楽しもうぜ、てきな
●　安心して遊べる場所
●　すげぇいい場所っす
●　無料で友達とあそべる場所
●　ただで楽しく過ごせる快適空間☆
●　第二の故郷
●　休けい場所
●　おもしろいとこ！べんきょうもできるし食べれるし便利！！(´ω｀＊)
●　楽しいし、いろいろ食べたり、自由にできるので最高です☆
●　友達と自由に楽しく遊んだりできる場所
●　気軽に来ることができて、ブタメンやおかしを食べるのが自由で
　　とても良いと思う
●　のんびりできるとこ
●　自分の好きなコトができるばしょ
●　時間をつぶせる場所
●　たのしいばしょ♪
●　第２の故郷
●　とてもすごしやすい所
●　設備が充実していて、楽しいです
●　たのしい
●　楽しめて、自分の好きなことができる
●　ねれる
●　楽しく過ごせる学校公認の場所！！
●　楽しい
●　ズバリ、自由にすごせる楽しい場所！
●　友達とすごす時間が増えるのでとても楽しい場所です
●　勉強、あそびなんでもできるたのしい場所。暇さえあれば毎日きたいです
　　（＊＾∀＾＊）


