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Q1 あなたは自分の気持ちを聴いてくれる人がいますか？ それはだれですか？ 

 

 

 

いる いない 

特徴的な回答 考察 特徴的な回答 考察 

小
学
校 

 

低
学
年 

かぞく、家ぞく、うちの人、親、
母、パパ、おばあちゃん、おじい
いちゃん、ともだち、しん友、いと
こ、しんせき、ねえちゃん 

 家族（うち誰かを含む）が約
60％を占める。 

 階層が上がるにつれ、家族等
は減少する。 

空欄、いない、いえな
い 

 小さい子どもでも
「言えない」現実が
ある。 

小
学
校 

 

高
学
年 

 家族、友達が同程度に 
 家族、友達の自分にとっての
存在価値が区別され始める 

空欄、いない、いえな
い、言いたくない、家
族はいそがしいから
きいてくれない 

 話したくても聞いて
もらえない、家族へ
のあきらめの表れ 

中
学
生 

クラスメイト、公園のおっちゃん、
PC の友達、ネット、LINE、身内
の人、周りの人、連れ、姉ちゃん
的存在、ペット、猫、部活チーム
メイト、スクールカウンセラー、先
輩、三重大の先生（医者） 

 約 70％が友達 
 友達の存在価値が高まる 
 LINE,ネットの友だちも増え、相
手の価値（捉え方）も変化 

 ペット等一方的に話すだけの
相手、裏切らない相手を対象
とする。（受け止める人がいな
い証？） 

 メンタルな悩みのある子は、
家族より Dr であり、かなり重
要な存在（身近は人に受け止
められていないのでは？） 

いない、おらん、知ら
ん、話したくない 

 自分から話そうとし
ない（話したくない）
という、意思が形成
される。 

 小学生の回答から
推測すると小さい
頃から周囲に聴い
てもらう環境がなか
ったのか？ 

高
校
生 

中学生と同様の回答に加え、担
任、ツイッター、幼なじみ、中学
校の友人、精神科の先生、スマ
ップ、話せる人はいるけど本音
では言わない 

 中学と同様の回答 
 幼なじみの回答が出現するの
は、高校生活の友だちは学
力、部活などの能力差による
上下意識が生まれるが、小さ
い頃の友だちには上下意識が
ないためか？ 

いない、おらん、知ら
ん、話したくない、話
したいと思う人がいな
い、聴いてほしいと思
わない 

 中学と同様 
 周囲に対して話す
ことさえも、あきら
めを感じる。 

回答項目 階層別回答 回答率
家族 5,167 小1-3 752 19.2%

小4-6 2,113 38.2%
中 1,569 27.3%
高 733 22.6%

母 3,988 小1-3 1,565 39.9%
小4-6 1,599 28.9%
中 621 10.8%
高 202 6.2%

父 1,478 小1-3 693 17.7%
小4-6 574 10.4%
中 120 2.1%
高 33 1.0%

友達 10,655 小1-3 1,320 33.7%
小4-6 3,020 54.6%
中 4,040 70.2%
高 2,274 70.1%

先生 1,514 小1-3 322 8.2%
小4-6 538 9.7%
中 459 8.0%
高 193 5.9%

概ねの回答傾向を見るためkeyword検索を行った

い
る

「家族」、「かぞく」、
「家ぞく」、「家の人」、
「うちのひと」

「母」、「母親」、「マ
マ」、「まま」、「おかあ
さん」

「父」、「父親」、「パ
パ」、「ぱぱ」、「おとう
さん」

「友達」、「友だ
ち」、「ともだち」

「先生」、「せんせい」
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Q2 あなたは家族や先生や友達から、自分が大切にされていると思いますか？ それはどうしてですか？ 

 思う まあまあ思う あまり思わない 思わない 

小
学
校
低
学
年 

６６％ 

怒ってくれるから 

話をきいてくれる 

ごはんをつくってくれるから 

仲良く 

やさしいから 

家族だから 

友達だから 

私がやさしいから 

２３％ 

家族は大切、先生・友達は思わない 

優しくしてくれる 

暴力をふるったり 

遊んでくれる 

かしこいとき 

いじめられたりする 

悪口を言ったり、言われたり 

人の気持ちがわからない 

６％ 

きいてくれない 

しゃべってくれない弟の方が大

切にされている 

子どもの時間を邪魔する 

家族からは大切にされるけ

ど、友達からはいじめられる 

４％ 

気持ち（話）をきいてくれない 

自分勝手だからきらっている 

ごはんをくれない 

ほめてくれない 

悪口を言われる 

いじめられる 

おこられる 

心配しない 

家に誰もいない 

ダメと言われる 

小
学
校
高
学
年 

５３％ 

気持ち（話）を聴いてくれる 

自分の子だから 

世話してくれるから 

しかってくれる 

教えてくれる 

遊んでくれる 

頼られている 

心配してくれる 

声をかけてくれる 

困ったとき助けてくれる 

人は殺してはいけないから 

３６％ 

親は仕事が忙しいからかまってくれ

ない 

話をきいてくれる時ときいてくれない

時がある 

無視されたりする 

気に掛けてくれる 

心配してくれる 

子どもだから 

弟優先 

ちょっといじられる 

あまり自分で思い込みたくない 

７％ 

いじめられる 

無視される 

バカにされる 

エコヒイキされる 

きいてくれない時が多い 

いつも自分ばかり怒られる 

影が薄い 

 

比較 差別 

家族、学校とも多い 

２％ 

きらわれている 

自分がダメだから 

私だけ家族の中でひとりぼっ

ち 

先生怒る 

信じてくれない 

自分が補外妄想だから 

自分がいなくても変わらない 

中
学
生 

３８％ 

心配してくれる 

助けてくれる 

（ちょっとひねってくる） 

家族・友達・先生に対して極端

に違ってくる 

部活、相手との関係性、理

想、期待、役割、自意識、お金 

家族から少し距離 

そうあってほしい（願望） 

 

４７％ 

ごはん 

ちゃんと話をきいてくれる 

人による 

先生に対しては肯定的意見と否定

的意見両方がある 

自分を認めてくれる 

必要とされている 

まあまあ 

友達との信頼関係 

やりたいことをやらせてくれる 

１０％ 

なんとなく 

言いたくない 

放置 

みすてられている 

先生から大切にされていると

思ったことがない 

家族からは別に大切にされて

いない 

親しまれていても大切にされて

いるとは思わない 

その感情がわからない 

何も感じない 

３％ 

自分のせい 

自分が悪いから 

先生から暴言をはかれる 

家族きらい 

良い子しか相手にしていない

から 

暴言をふるわれる 

自分が相手を大切にしていな

い 

嫌われている 

いやがられている 

自分は邪魔者 

高
校
生 

４０％ 

話（意見）をきいてくれる 

優しくしてくれる 

助けてくれる 

自分と向き合ってくれる 

自意識過剰 

ごっこ（幸せ・仲良し） 

共感してくれる 

尊重してくれる 

家族友人の使い分け 

ごはん 

※ 先生は除く 

４７％ 

何となく 

ごはんを作ってくれる 

話をきいてくれる 

心配してくれる 

頼りにしてくれる 

友達が多い 

好かれたいから 

９％ 

話をきいてくれない 

悪口を言う人がいる 

自分がクズだから 

自己否定 

何もできない 

自分勝手だから 

信用できない 

人間不信 

友達がいない 

親も先生も… 

３％ 

存在価値がない 

あんたなんかいらないと言わ

れた 

死ねって言われる 

先生に脅されている 

家族が自分の気持ちをきいて

くれない 

人を大切にすることがわから

ない 

    ※低年令層での家族意識が強い。また全学年を通して、自己否定感が強い。大切にされないのは、自分が悪いと思っている。 
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Q３ あなたは住んでいる地区には、不安な時や困った時に助けてくれる人がいますか？ それはだれですか？ 

 

 

 

 

 

 

  

 

いる いない 

特徴的な回答 考察 特徴的な回答 考察 

小
学
校
低
学
年 

おとうさん、ぱぱ、おかあさん、
まま、かぞく、兄、おねえちゃ
ん、きんじょの人、かぞく、おじ
いちゃん、おばあちゃん、ともだ
ち、せんせい、けいさつ 

 家族が約 70％を占める。母、
父など複数の親族を挙げる回
答を含めるとかなりの数。 

 助けてくれる＝警察という認識
を持つ子もいる。 

無回答 
わからない、知らない、
こまらない、じぶんで守
ってる 

 全階層とも記述は少
ない。 

小
学
校
高
学
年 

小低生と同様の回答 
親せき、友だち、消ぼう、先生、
SOS のいえ、みまもりたい、パト
ロール、交通いいん、はたとうば
ん、地いきの人、こども１１０ば
ん、児童館、寺 

 助けてくれる＝警察、消防とい
う認識を持つ子もいる。 

 見守り隊の認識が相対的に高
い。ほか、通学途中に出会う人
たちを認識している。社会性の
発達時期である。（子どもに関
わりを持つことが重要である
証） 

 児童館、寺など日常の遊ぶ範
囲が想像できる（子どと関わる
大人の役割大） 

いない、いらない、わか
らない 
 

 「いない」という認識、
「いらない」と意思表
示がはっきりしてくる。 

 困った時、不安なとき
をどのようにイメージ
したかによって回答は
違っている。 

中
学
生 

近所の人、地域の人、スクール
カウンセラー、ピーティーエー、
ガス屋、サポーター、ネットの友
達、LINE 

 地域の人の認識が相対的に高
い。 

 LINE、ネットの友だちが増え、
助けてくれる内容（期待する内
容）の捉え方が違う。 

困らない、関わらない、
人は勝手、無視して助
けてくれない 

 全体としての捉えであ
るあが、社会システム
としての救済システム
についての回答が全
くない。 

高
校
生 

中学生と同様の回答 
彼氏、彼女、隣人、PTA、子ども
を守る家 

・彼氏、彼女は最も信頼する相手
として現れる。 

よく知らない、自分でが
んばらなあかん、人は
孤独な生き物 

回答項目 階層別回答 回答率
家族 5,387 小1-3 2,337 68.7%

小4-6 1,955 42.2%
中 824 18.8%
高 271 12.1%

見守り隊 207 小1-3 8 0.2%
小4-6 142 3.1%
中 53 1.2%
高 4 0.2%

SOSの家 112 小1-3 13 0.4%
小4-6 82 1.8%
中 16 0.4%
高 1 0.0%

地域の人 395 小1-3 1 0.0%
小4-6 51 1.1%
中 277 6.3%
高 66 2.9%

近所の人 2,023 小1-3 319 9.4%
小4-6 576 12.4%
中 772 17.6%
高 356 15.9%

先生 1,113 小1-3 139 4.1%
小4-6 432 9.3%
中 362 8.3%
高 180 8.0%

概ねの回答傾向をみるためkeyword検索を行った

い
る

「家族」、「いえの人」、「ママ」、
「母」、「おかあさん」、「パパ」、
「父」、「おとうさん」ほか

「見守り隊」、「みまもりの
人」、「パトロールの人」、
「パトロール隊」

「SOSの家」、
「SOSの人」

「地域の人」、
「地域のひと」

「近所の人」、「きん
じょのひと」、「となり
のひと」、「隣の人」

「先生」、「せんせい」
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Q4 あなたは自分のことが好きですか？それはどうしてですか？ それはどうしてですか？ 

 好き まあまあ好き あまり好きではない 嫌い 

小
学
校
低
学
年 

44％ 

・生きているから 

・絵をかくのが上手だから 

・元気な自分が好き 

・くじとかでよく当たるから 

・自分が好きだから 

・お母さんによくほめられるから 

・やさしいから 

・母がかわいがってくれる 

・はんたい言葉でおもしろいから 

・かみの毛を切って楽しくなって

きたから 

・大人の大切なたからものだから 

・一輪車が上手だから 

・やさしいから 

28％ 

・お金をいっぱい使う時

があるから 

・虫をつかまえられる 

・ゲームがつよい 

（ゲームの記述多し） 

・絵がうまい 

・走る姿がちょっと格好悪

い 

・足が速い 

・死のうと思わないから 

 

13％ 

・スポーツ下手 

・口がわるいから 

・あまりかわいいって言われない 

・変な行動をする 

・いつもいじめられるから 

・アホやから 

・ゲームをしすぎる 

・バカだから 

・顔がきらい 

・母がブスと言うから 

・アレルギーがあるから 

・よく父、母、先生に叱られるから 

・怒られて嫌われてるから 

・背が低い 

・家族がきれいじゃない 

・自分が鏡を見ると何かいやな

予感がするから 

・（わかりません 多し） 

11％ 

・勉強ができないから 

・バカだから 

・友達 2人しかいないから 

・ゲームやりすぎ 

・きもいから 

・お母さんの言うことをきかな

い 

・宿題を忘れるから 

・きらいな食べ物があるから 

・こけてケガをすると泣くから 

・弟をいじめるから 

・いじわるだから 

小
学
校
高
学
年 

27％ 

・頭がいい 

・お母さんががんばって生んでく

れたから好き 

・明るいから 

・お母さんに大切にされているか

ら 

・勉強をがんばっているから 

・世界にたった一人だから 

・お父さんお母さんが育ててくれ

たから 

・かわいい 

・自分は世界に一人なんだと思う

とうれしいから 

41％ 

・ヒット打てる 

・犬の世話をしているか

ら 

・良いところ、悪いところ 

・大好きとは思われんか

ら 

・不思議ちゃんと言われ

る 

・お母さんの子だから 

・友達がいるから 

・声がつまっていいにくい 

・欠点もあるけど、逆上が

りができるから 

・少し太っているから 

22％ 

・おこりやすい 

・自分中心 

・悪口をいう 

・失敗する 

・ケンカする 

・テストで満点とれない 

・おこられるから 

・うんどうできない 

・友達をたたくから 

・クセが多い 

・アホやから 

・ネガティブ 

・医者になりたいが、ぼくの頭じ

ゃムリ 

7％ 

・成長していない 

・スポーツできない 

・運動ができないから 

・勉強ができない 

・太っているから 

・あたまがわるいから 

・自分に自信がない 

・かおがへんだから 

・悪口を言われて自分はいら

ない存在だと思うから 

・性格いや 

・皆から嫌われているから 

中
学
生 

14％ 

・自分自身好きやから 

・自分で自分の事が好きでない

と生きていけないから 

・自分のこと愛しているから 

・自分のことならよく分かってる

から 

・友人一杯いるから 

・自信があるから 

・自分だから 

・かしこいから 

38％ 

・世界で自分は自分しか

いないから 

・友達たくさんいるから 

・嫌いじゃない 

・（何となく 多し） 

・生きてて良かった！と

思うから 

・ポジティブ 

・他人に気遣いが出来る 

30％ 

・不器用だから 

・コンプレックスがあるから 

・頭わるいから 

・スポーツがダメやから 

・なんとなく 

・好きじゃないけど嫌いでもない 

・性格がきらい 

・心配性やしネガティブ 

13％ 

・顔が好きじゃない 

・バカだから 

・ブスだから 

・心がせまい 

・コンプレックス ルックス、欠

点ばかり 

・きもいから 

・悪い子だから 

・容姿にこだわりあり 

高
校
生 

17％ 

・天才だから 

・自分一人しかいないから 

・性格よし 

・格好いいから 

・人生楽しいから 

・自分を信じているから 

・けっこう仲間がいるから 

・親にもらった命だから 

・明るさ、性格が好き 

・がんばっているから 

・自分をきらいになれないから 

・才能を感じるから 

・まじめ 

・イケメンだから 

・おもしらいから 

35％ 

・顔以外は好き 

・好きになろうとしている

から 

・楽しいから 

・元気だから 

・自分は 1 人しかいない

から 

・周りに恵まれているから 

・ポジティブに生きている

から 

・自分が嫌いじゃないか

ら 

・（なんとなく 30％あり） 

34％ 

・嫌なこところが多い 

・コンプレックスが多い 

・何をやっても失敗する 

・自分で分かっているのに嫌な事

を明日にまわしてしまう 

・友達を傷つけてしまう 

・何がしたいのか何も決まらない 

・自分の考え、本当の気持ちを

話せないから 

・人につめたい 

・アホやから 

・性格がきらいやから 

・実践できない 

11％ 

・かわいくないから 

・性格悪いから 

・勇気がないから 

・両親におこられるから 

・リストカット 自分を傷つける

から 

・ネガティブ 

・不細工だから 

・ゴミくずのようだから 

・（容姿・性格などの理由 多

し） 

・天才すぎてまわりから浮く 
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Q5 あなたは自分に自信がありますか？それはどうしてですか？ それはどうしてですか？ 

  ある まあまあある あまりない ない 

小
学
校
低
学
年 

45％ 

・神様を信じているから 

・バアバとこへ行くと、いつも応

援してくれるから 

・足が速い 

・プール、ピアノ、テニス、サッカ

ーが得意 

・スイミング、一輪車が出来る

から 

・そろばん、習い事が出来るか

ら 

・学級委員だから 

・心の中にがんばる気持ちが

入っているから 

・生きたいから 

・ドッジボールが得意 

25％ 

・いつも何かにチャレン

ジしたいから 

・家族が支えてくるから 

・自分を信じているから 

・おもしろいと思うから 

・自分の意見が言える

から 

14％ 

・いいことないから 

・いじめられる 

・友達 2 人しかいないか

ら 

・たいいく苦手だから 

・兄ちゃんの方が足が速

いから 

8％ 

・恥ずかしい、弱虫だから、

泣きそうになるから 

・暗いから 

・まだできないことがあるか

ら 

・なんにもできないと言われ

るから 

小
学
校
高
学
年 

27％ 

・ちゃんと思ったことが言える 

・家族がいるから 

・児童会で司会をしたから 

・友達を作ることが上手 

・勉強ができるから 

・優しさ、思いやりがある 

・ホームランを打ったから 

・バレーのキャプテンだし 

・自分の心を信じてる 

・支えてくれる人がいるから 

・サッカーが上手 

・水泳得意 

・バスケ得意 

・空手得意 

37％ 

・いじめをされたら大声

で叫んでやめさす 

・勉強がんばっているか

ら 

・兄が私に自信をつけて

くれたから 

・前に少しずつしか進め

ない 

・ケンカが少なくなってき

たから 

・友達たくさんだから 

24％ 

・アホ、バカだから 

・勉強できないから 

・よく叱られるから 

・スイミング遅いから 

 

8％ 

・応援してくれる人がいない

から 

・性格が暗いから 

・スポーツが出来ないから 

・サッカー、野球が下手だか

ら 

・先生におこらえるから 

・アホ、バカだから 

・暴力される 

・おこるとこわいから 

・うざいから 

・太っている 

・石を投げられたりいじめら

れ自信をなくした 

・嫌われているから 

中
学
生 

11％ 

・水泳が全国クラスだから 

・自分にはお母さんたちがつい

ているから 

・ごはんが作れるから 

・いつもわくわくしているから 

・美形 

・かっこいいから 

・天才だから 

36％ 

・自信がないと生きてい

けない 

・くじけるときもあるけど

がんばっている 

・人生が楽しいから 

・特技があるから 

・ポジティブだから 

 

31％ 

・人と比べてしまう 

・上を見て不安になる 

・ネガティブだから 

・部活で皆に迷惑かける

から 

・部活で楽器がうまくな

いから 

17％ 

・小学校の時不登校だった

から 

・外見がわるい 

・ブスだから 

・誇れるものがない 

・ニキビ多いから 

・ネガティブ 

・死にたいから 

・ナルシストじゃないから 

・人前で緊張するから 

高
校
生 

11％ 

・イケメン 

・天才 

・カッコイイ 

・ポジティブ 

・プラス思考 

・口が達者だから 

・物事をやり通すことが出来る 

・自信がないとこの先ダメだか

ら 

・努力することを知っているから 

26％ 

・最後まで頑張れるから 

・プラス思考だから 

・そこそこ自信があるか

ら 

・人に優しくできるし相手

の話しもちゃんと聞ける

し 

・陸上部でトロフィー、メ

ダルをもらったから 

40％ 

・顔はよくないけど、性

格がいいから 

・人の気持ちは考えられ

るから 

・コンプレックスがあるら 

・ナルシだから 

・人にやさしいから 

・自分に自信がないと何

もできないと思うから 

 

20％ 

・得意とするものがない 

・ダメダメだから 

・ネガティブだから 

・コンプレックスがあるから

（多いから） 

・ルックス悪い 

・コミュニケーションがとれ

ない 

・リスカの傷がひどい 

・マイナス思考 
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Q6 あなたには安心できる居場所はありますか？それはどこですか？ それはどこですか？ 

 ある（９０．９％） ない（９．０％） 

小
学
校
低
学
年 

自宅 （自宅・祖母・祖父・はとこ、いとこ・ママの実家） 

自宅の（鍵を閉めた自分部屋、兄弟の部屋、妹の部屋、ふとん、押入、ベッド、トイレ、リビング、机、ソファ、お父さんの部屋・台

所・お風呂・しゃこ・テレビの後ろ、車のトランク、こたつ）誰もいない家 

自宅以外 図書館・学校・教室・保健室・友だちの家・リージョン・ブランコ・てつぼう・ひみつきち・公園・電車・総合文化センター・

絵画教室・学童・ひかりかいかん・さくら児童館、お寺、フィリピン、ボリビア、集会所、公園に立って空を見ると落ち着く・雲出ホ

テル・はまっこ・SOS・ホテル・おみせ・暗くて誰もいない・プラネタリウム・団地・児童センター・おとなりさん・うみ・サークルｋ・遊

園地・水族館・けしきの良いところ・静かなところ・すずしいところ・ほほえみセンター・プール・ディズニーランド・ゲームセンタ

ー・サティー・せまい場所・いわきにしはやまにしごうまちおちあいグランデール・体育館の中・段ボールの中・交番・屋根・屋根

裏・自然・とことめの里・結城神社・一人になれるところ、ひかげで涼しいところ、温泉、パパの仕事場、イオン、屋上、マツテ

ヤ、納骨堂へ行く道、本屋さん、コンビニ、郵便局、小さいテント、子ども１１０番、ならいごとの場所、虫かごの前、ピアノ教室、

ホットモット、母のパソコン、川合文化会館、高い所、立成小学校、静かな人の誰もいない所、車の中、やさしい風がふく） 

人のいるところ 家族・母・兄のいる家、おばあちゃんや母の端、家の人といると安心、ねるのに川のとき、ねるとき手をにぎって

くれる、一人じゃない所・友だちのいる所・大人がいる所・みんながいる学校・教室、みんながいてあたたまっているところ、誰

かといると安心、みんなといると安心、人が多いところ、にぎやかな場所、ペット、きてぃちゃん、じょうばのうま、犬のそば、ペッ

トとのひととき 

分からない、ない、家でご

ろごろしているだけですか

ら、 

台風にとばされたから、

×、 

ともだち、がっこう、二階、 

安東小学校、 

かけだけんもち、 

自分の部屋がくちゃぐちゃ

です、 

小
学
校
高
学
年 

自宅 （自分、祖父母、いとこ）、〔僕の家に逃げる〕 

自宅の（自分の部屋、姉の部屋、ベッド、ソファ、トイレ、ふとん、リビング、寝室、玄関、キッチン、机、ご先祖様のいる部屋、屋

根裏、壁とタンスの隙間、パソコン、屋根、押入、物置、ベランダ）お母さんがいない場所、 

自宅以外 相談にのってくれる子の家、友だちの家、友だちと遊ぶ踊り場、学校、教室、学校の屋上、体育館、保健室、運動

場、野球倉庫、先生がいない教室、相談室、一人になれるところ、図書館・室、パソコン室、コンピュータの前、寄宿舎、秘密

の場所、せまくて端っこの隅に居る所なら、ボーっとできる所、だれもいない所、きれいな所、楽しい場所、めったに人の来な
い場所、一人ぼっちで寒い場所で遊ぶこと、さわがしい所、少し堅めの所、日陰のせまいおちつく所、狭い所、車の中、市役
所、社会福祉センター、総合文化センター、市民センター、集会所、津新町会館、学童、さとやま、塾、習い事、サッカーのグ

ラウンド、体操クラブ、レッスン室、ダンス教室、スイミング、公園、森などの自然、海、山、コンビニ、お店、スーパー、イオン、

デパート、バルスピーショップ、ララパーク、ゲームセンター、パソコン、ゲーム、動物園、雑貨屋さん、ペットショップ、古本

や、グリンパーク、販売センター、美容院、SOS、ガソリンのにおい、鉄橋の下、電車の中、展望台、スキー場、ブラジル、外 

人のいるところ 家族のいる家、パパ・お母さん・兄・お姉ちゃんのそば、お母さんの近く、おじいちゃんの腹の上、友だちのとな

り、友だちと居るとき、友だちと話す場所、学童、知っている大人の近く、友だちと遊んでいる、ソフトボールのチーム、一人じ

ゃないこと、引っ越した親友、安心できる人とおる所）〔人にしゃべりかける〕 

その他 犬、魚、自分が楽しいと思う場所、猫、音楽、大好きなたこ焼きを食べる植物や金魚、ペットのお墓の前、ないしょ、○

ひ 

自分のへやがない、家も学

校でも一人だから、いばしょ

はいません、なし、言えな

い、意味はない、どこも安心

はできない、分からない、家

もいやだから、どこでもい

い、なぜってない・宿題があ

る、ドレイのようにつかわれ

た人がたくさんいる所、あわ

てるから、家がボロボロだ

から、安心する時があまりな

い、人気が少なく親友と自

分しか知らない所、どこにい

けばわからない、なくはない

けどわかりません、ありませ

ん。家、学校・地域、 

中
学
生 

自宅  （祖母・いとこ・親戚・姉貴）《一人の時・一人じゃない》 

自宅の （居間、自分の部屋、リビング、風呂、トイレ、ベッド、ふとん、部屋の隅、タンスとタンスの間の狭いところ、屋上、みんな

で食事をする所、倉庫）親がいない時の自室、お母さん・お姉ちゃんの仕事場 
自宅以外（学校、友だちの家・部屋、彼女の家、彼氏の家、友だちとよく遊ぶ場所、教室、クラス、体育館、図書室、音楽室、部

室、保健室、PC 室、職員室、部活、屋上、非常階段、人が通らない廊下、サッカーするグラウンド、空手の道場、野球の練習

場、クラブをする場所、バドミントンコート、テニスコート、水泳の場所、サークル、カウンセラーの部屋、小学校、小学校のグラ

ウンド、図書館、習い事の所、塾、少林寺道場、道場、パソコンの前、インターネットや友だちとゲームをしている時、ゲームの

中、暗くて狭い所、暗い所、狭い所、誰もいない場所、人のいない所、ひとけの少ない所、慣れている場所、眺めのよい所、静

かな所、ぼーっとできる所、漫画・小説が読める所、一人で入れる所、落ち着く所、隙間、角、公園、公園のジャングルジム、ス

ポーツクラブ、列車、好きなアイドルを見る TV、自然、公園、LINE の愛好会、気分によって変わる、ゲーセン、故郷、ネット上、

外、森、池、海、緑、密室、公共施設、プラネタリウム、秘密基地、パンプ、どこでも、学童、よさこい、ブラジル、治療院、カラオ

ケ、書店、コンビニ、デパート、スーパー、ジャスコ、カフェ、服屋、ショッピングセンター、SOS の家、里山じゃない方の家、里山

学院、エホバ王国会館、住友電装、OSK、スカイツリーのてっぺん、アメリカの海、ナイアガラの滝、ｷｬﾊﾞｸﾗ、天国、もう一つの

世界、ケータイ、〔一人になれる〕〔twitter〕〔家にはいたくない〕 

人のいる所 家族がいる、身内の輪の中、お姉ちゃんの隣、家族でごはんを喰う時、おばあちゃん以外だれもおらんし、みんなと

遊んでいる兄の部屋、友だちのまわり、友だちといる・一緒にいる時、信じられる子とおるとき、なかまのグループ、元いた野球

チーム、友達の輪の中、部活のみんながいる、自分の大切な人がいる所、泣いたり本音を言ったり出来る人がいる場所、信頼

できる友だち、陸ﾒﾝとか陸友とかと一緒にいる、アニメイト、メイプ、クラブチーム、相談とかいろいろのってくれる先輩のとなり、

友達との帰り道、塾の友達の横、crew がいる所、友達としゃべっている学校の廊下、大人といる時、海と景色が見える場所、

幼なじみ、中学生友の会、彼女、鍵のかかった部屋、）〈自分の心の中〉〈夢の世界〉〈気持ちで変わる〉〈友の心〉 

その他 犬、秘密、フフフフ・・、「家計が安定している」「精神世界」「それを言ったら安心できなくなるかもしれないから言わない」

「びみょー。家でもあるようで家でないような」 

静かな場所があまりない

から、しいていえば親が

いない時の自室、天国、

この世界は危険、どこも

危険、知らん、どこにいて

もイライラする、どこでも

不安になるから、いつ地

球がほろびるかわからな

いから、すべてない、考え

たことない、企業秘密、い

ちいち確認しないし、 

高
校
生 

自宅  （家族のいる家、叔父・叔母の家、祖父母、） 

自宅の （部屋、トイレ、ベッド、布団の中、寝床、己の城、ベランダ、風呂、部屋の隅、ピアノ・琴の前、押し入れ、）誰もいない家〉

〈物理的には自分の部屋、精神的にはあまりない〉地元の家と夜中の寮の自分のベッド（全寮制の高校）、寄宿舎 

自宅以外 友達の家、中学の友達がいる所、友達の所、友人と話せる場、幼なじみの家、友だちのバンドの中、学校、みんなと

いる教室、休み時間の教室、部活、部室、弓道場、図書館・室、バレー部、道場、トイレ、ゴミ箱、 PC のとなり、誰もいないパソ

コンのある部屋、習い事の場所、塾の自習室、学園、学園の園長室、近くの広場、海、２次元、地域の祭り、JAPAN、段ボール

ハウス、美容院、地元、ベランダ、ネット、動物、電気科の棟、外、地球、クラス、消防署、映画館、本屋、音楽を聞いている所、

スタバ、公園、コペンハーゲン、テニスコート、森、ゲーセン、twitter 楽しいね、職場、駅、車内、バスターミナル、その辺、ライブ

会場、コンサート会場、スペイン、暗闇以外、日頃からいる所、近くの公園の展望台、先輩の車、マック、画面の前、京都、田ん

ぼがたくさんある所、青山町、高茶屋の家、いなば園、ボウリング場、温泉、床屋、スーパー、ほほえみ、flowerdancers、あすな

ろ、安心できると感じる所、僕が行くとこすべて、寝てるときの夢の中、ニコニコ動画、漫画、パソコン、出身中学、ディスプレイ

の中、グラウンド、カフェ、安心館、ルーマニア、ネットカフェ、滝、樹海、コンビニ、サティのフードコート、引っ越す前までいた

所、墓場、神社、寺、ライブハウス、カードショップ、サッカーフィールド、前の学校、山の中、非常階段、寮、近所の貯水タンク

の上、出身地はとても友だちが多すぎて今も楽しいまま、UVER のライブ、よさこい、静かな所、一人になれる所、一人でいる

時、家ではないとしか言えない、誰もおらん所、どこかはわからないけどあると信じたい、家はきらい、私のことをあまり知らな

い身近にいない人と絡んでいるとき 

人のいる所（家族のところ、母親、親のそば、中学の友達、SUMAP のとなり、彼女の隣、ダンスの仲間、彼氏、フィアンセの隣、親

友といる時、好きな人の車の中、友達、女ん所、心から話せる人たちの所、彼女と一緒にいる時、彼の所、彼氏といれたらどこ

でも、ママの膝の上、親友といる空間、彼氏の車、先生の前、連れと遊んでる時、友人の輪の中、自分のことを大事に好きに

思ってくれる人のところ、友だちのそば、サークルの仲間、今いるグループ、よさこいの仲間といるとき、バスケのチーム、大事

な人の近く        その他 内緒、どこでもいいやん、秘密、何でいわなあかんの、心の中 

身の回りは常に戦場だと

心得ているから、あそこ、

わかんない、世の中安心

していい場所なんてない・

仮の安全地帯を作ってい

るにすぎない、なんか全

部安心できない、安心で

きる場所はつくらないよう

にしている・そこに引きこ

もってしまいそうになるか

ら、ここは戦場だ 

わからないのござる 

寮なんかにあるわけな

い、あると言えばあるけど

ないと言えばない、安心

できる場所はなく、友達を

信じたこともありません、

探したことないから、 
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Q７ 自分できめたいことや、意見を、尊重してほしいと思いますか？ それは、どんなことですか？ 
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Q8 あなたの行動や選択、決めたことに対して、見守り応援してくれる人はいますか？ それはだれですか？ 
 いる（８３．４％） いない（１４．５％） 

小
学
校
低
学
年 

家族（お母さん、お父さん、家族、おばあちゃん、おじいちゃん、お姉ちゃん、いとこ、おとう

と、いもうと、しんせき、なんとなく、おにいちゃん、兄弟、親、兄、ふたごのいもうと 

家族以外 親友、友だち、友人名、学校のほとんどの人、学校のみんな、全校、女子全

員、女の子の友だち、学童の友だち、ソフトのみんな、テニスの友だち、柔道の友だち、

みんな、知っている人全員、ふたば幼稚園ともだち、先生、校長先生、となりのおばちゃ

ん、近所の人、学童、学園の先生、さくらじどうかん、運動会を応援してくれた人、そろば

んの先生、サッカーの先生、祭りでチアを見に来てくれた人、チーム、いろんな人、サッカ

ーの試合で応援している人、マッテヤの職員さん、習字の先生、ピアノの先生、プールの

先生、空手の先生、すばるのせんせい、つくしのせんせい、けいさつ、見守りたいの人、

きいろいおじさん、しどういん、ぱとろーるのひと、ちいき、かぞえきれない、世界中みん

な 

その他 わからない、かっている金魚、サンタさん、かみさま、プール、けーきやさんががん

ばりたい、 

？？？、いない、０、ない、わかりません、とくになし、

わからん、母さんがやるなってゆわれる、ぜんぜん

知らない、やるといったら自分でするからです、ぜん

ぜんいませんから、だれもちがうことにむちゅうだか

ら、てか、わからない、あまりいない、こらしょ、りょう

りとかいそがしいから、かなしいです、いる、おかあさ

ん、おばあちゃん、友だち、おとうさん、かぞく、おじい

ちゃん 

小
学
校
高
学
年 

家族（家族、お母さん、父さん、いとこ、おばあちゃん、お父さんの実家、お姉さん、兄ちゃ

ん、親戚の人、妹、叔父、叔母、保護者、 

家族以外 親友、個人名、友だち、クラスの人たち、おさななじみ、熊本の友だち、一部の

友だち、６年生のみんな、前の学校の友だち、いろいろな仲間、ソフトボールのみんな、

テニスの友だち、サッカーの友だち、Ｚのメンバーの人、遊びなかまのチーム、担任の先

生、先生、幼稚園のころの先生、学童の先生、ピアノ教室の先生、塾の先生、スポ少の

コーチ、指導員、野球のコーチ、ダンスの先生、水泳のコーチ、習い事の先生、バスケの

コーチ、パトロール、知り合い、周りのみんな、近所の人、おばちゃん、近くに住む友だち

のお母さん、地域のおじさんおばさん、地域の人、応援隊のみなさん、ネット上での友だ

ち、シーザー、天国の知り合い、知るかー、ひみつ、権利条例とやらはやるひつようある

ん？具体的には分からない、多分いると信じている 

「そうなん。まあがんばり」ぐらい、ぜんぜんいない、

分かりません、分からない、いるんじゃない？、理由

→一人でやってるから、特になし、ふつう、おばあち

ゃん、シーザー、わからない、担任の先生、親や友だ

ち、？、友だち、家族、母親、先生、知っている人、分

からないけどいると思う、あめなくないから、いない、

知りません、いるかもしんないけど、私の身近にいる

人の中では分からない、いとことかばあちゃんはふく

めず、ないです、言えない、いるのだろうけれど分か

らない、ほとんどがまちがっているから、家族は思っ

てくれているか分からない、なんとなく、わからないけ

どいない 

中
学
生 

家族（お母さん、親、おねえちゃん、両親、お父さん、祖父、祖母、親戚、（身内）、妹、兄、

家の人、弟、兄弟、いとことか、（自分自身） 

家族以外 親友、身近な人、（仲の良い）友だち（仲間）、小学校からの同級生、その行動

があっていると同じ気持ちになってくれる人、信頼できる人たち、友だち以上の人、クラ

スメイト、彼氏、恋人、個人名、その時の仲間、友人のごく一部、部活の後輩、先輩、部

活の先輩、みんな、部活にいるみんな、卒業していった先輩、ＪＬの先輩、クラブチーム

のみんな、サッカーの部員、バスケ部員、ばすめん、旧友、前の学校の友達、友だち二

人しかいない、サークルの友だち、大切な人、知り合い、人（本当は分からないが）、塾

の友だち、バナナーズ（いつめん）、ＬＩＮＥの子たち、ネット上の友だち、近所のガキ、オ

レが今までに知り合った人、大切な人ら、先生、担任の先生、保健の先生、部活の先

生、一部の学校の先生、顧問の先生、先生方、小学校の先生、小学校のころの指導

者、カウンセラーの先生、地域の方々、世界のみんな、塾の先生、野球の試合に来てく

れる、知らない、いろいろ、△の心、地域の知り合い、空手の先生、コーチ、水泳のコー

チ、部長さん、習い事の先生、周りの人、家の近くの人、近所の人、パトロールの方や

地域の方、近所のおばあちゃんおじいちゃん、チャイルドラインの人、編集部の人らと

か、先代とか、夜練の大人の人、世界のみんな、どこかにきっといる、さあ？、反対する

人がいないから、いるけどわからない、いつも同じではないがいる、信じているから、誰

かはわからない、どこかにもっといる、そう思っていたいだけ、わからん多分おる、いる

ような気がする、スティーブジョブズ氏、キリスト、 

その他 先生は絶対無理って言ってくるのでうざい！、プライバシーの侵害なんで、教えて

欲しい？いや！ペットの猫（笑）、ひみつ、時と場合による、何で言わなあかんの、 

きめたことがない、わからないから、いるわけがな

い、友だち、ばあちゃん、みまもっておうえんしてほし

いと思わないから、知りません、何となく、身の周りの

人、知らん、ふつう、わからん、なし、ほったらかしで

すもん、分からないけどそう思う、いないと思うから、

知らないです、いても基本何もしないなら、いないも

同然、いない方が良いから、おりのなかにいるから、

知るか、それは犯罪ですよ、だからいないものはい

ない、いちいち知らん、知らない、見守って欲しくな

い、いないものはいないんです、いなくないと信じよ

う、ふわ応援とか爆笑、親？、別に気にしたことがな

いからわからない、friend、知るよしもない、？、しら

ん、おってもおらなくてもどっちでもいい、よくわから

ない、しらんわ、わからない、わからん、特に、友だ

ち、親、Ｉdon｀ｔ know、さー？、知らない、知らない、

わからない、しらん、誰でしょう、びみょー、てか、自

分ではいないと思っている、私の行動に反論してくる

親がいるから、いない、私には分からない、独りでや

っているし、なんとなく、いろいろだから、いないって

○ 

高
校
生 

家族 親、家族、姉、母、祖父、祖母、両親、めいっこ、親戚、おば、自分自身、自分 

家族以外 友だち、クラスの人、個人名、幼なじみ、昔からの友だち、地元のやつ、彼女、

彼氏、恋人、先輩、学校での女友だち、同クラス同部活の人、室長仲間とか親友とか、

同じ志を共にする者達、部活内の人、周りのみんな、ネットの友人、相談相手のネットの

人、学校の先生方、一部の先生、先生、担任の先生、卒業校の先生、中３の時の担任、

中学の担任、職員、児童養護施設の職員、塾の先生、夢を応援してくれる人がいる、地

元の大人、いつも見に来るおじさん、いろいろ、大切な人、皆、いろんな人、関わってい

る人すべて、知り合い、オレのファン、よさこいチームの代表、センターの人、消防署の

職員の人、店長、職場の人たち、お医者さん、看護士、精神科の先生、外部コーチ、自

分に関わってくれている人全員、自分を犠牲にできる優しい人、尊敬できる人、だれか、

いろいろと、最後まで応援してくれる、いろいろ、きっといる、きっと誰か一人ぐらいは、多

分いると思う、いるとおもうから、周りほぼ全員、自分の決めたこととに苦言を言う人は

あまりいない、ほっといてくれ、あまり自分には見えていない、便器マン、わかりません、

自分の気持ちを聞いて欲しい、時と場合によります、いたりするが誰も直接見る理由が

ない、知らない人に教える必要がない、ネコ、治安維持総合統括 GuildｔMoonLight 大統

領代理ミスティル、フリードリヒ２世、ウルトラマン、国、キャプテンアメリカ 

分からないと言うのが本音です、親、友だち、先生、

家族、周りの人、どっちもあるし、知らないですし、お

すし、よくわからん、興味もたれてないから、分からな

い応援してくれているのか、サンタさん、はっきりした

いか、いないってゆうか知らん、わからない、知り合

い、わかりません、わからん、いないって言ってるじゃ

ん、いない、いないと言うより分からない、いなくても

かってにやってく、いつも一人だから、アイドルはダメ

って（親）、人はいません 
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Q９ あなたは家族、学校、あそび仲間等グループで、自分の意見がいえますか？ それはなぜですか？ 

  言える まあまあ言える あまり言えない 言えない 

小
学
校
低
学
年 

４５％ 

・ともだちだから 

・自信があるから 

・きいてくれるから 

・いわなみんなわからんか

ら 

・自分の意見だから 

・言わないとすっきりしない 

・みんな私をしんじている

から ・いみわからない 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

２３．２％ 

・言うこといえないことがあ

る 

・聞いてくれるから 

・男の子と遊ぶときは言え

ない女の子は言える 

・はずかしいから 

おこられるから 

・ちょっと自信がいる 

・友だちにいえるけど家族

に言えない（反対もあり） 

１４．４％ 

・はずかしい ・自信がない 

・きらわれるから 

・いうのがこわいから 

・まちがえてらいやだから 

・家では言える 

・言うとおこられそう 

・わからない・聞いてくれな

い 

１３．２％ 

・友だちとけんかしたくない 

・言ったらおこられる 

・仲かまはづれにされたら

いやだから 

・いたいめにあいたくない 

・おこらすとこわいから 

・すぐだれかが口をはさむ 

小
学
校
高
学
年 

４８％ 

・ともだちだから 

・相手を信じているから 

・仲がいいから 

・自分の思いを伝えたいか

ら 

・自分の考えたことを言い

たい 

・自信があるから                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

３０．１％ 

・しらない人には言いにくい

けど友だち、家族なら言え

る 

・言わなきゃいけないと思っ

たから 

・はずかしがりやだから 

・ちょっときんちょうするから 

・きいてくれるから 

・言うとスッキリするから 

・信頼しているから 

１４．６％ 

・自信がない 

・はずかしい ・言いにくい 

・話す勇気があまりない 

・言ったら何かしてくる 

・ちがう人の意見にのっか

るから 

・まわりがこわいから 

・ばかにされたり笑われた

りする 

・よくしゃべる子がいる 

５．７％ 

・こわいから ・自信がな 

・わからない 

・友だちが話をきいてくれな

いのと悪口をいわれるから 

・話に合わせないと仲間は

ずれにされるから 

・むしするから 

・自分の意見より、他人の

意見のほうがよいと思う 

・間違ったら笑われる 

中
学
生 

５３％ 

・信頼しているから 

・仲間が優しいから 

・仲がいいから 

・みんな聞いてくれるから 

・いつも本根ではなしてい

るから 

・気がねがない 

・お互いに信頼できる関係

だから 

３２．７％ 

・たまにいえないときがある 

・みんなが言っている 

・仲がいいから 

・友だちが聞いてくれる 

・言いたいことを言いあえる

空気がある 

・言えない人もいるけど言

える人もいる 

９．１％ 

・友だちをやめさせられる

気がする 

・めんどくさいことになるの

がいやだから 

・強い人がいるから 

・でしゃばるとパブられる 

・へんなことをいったらきら

われる 

・言ったら引かれるとか減

滅されると思う 

・嫌われるのがこわい 

４．４％ 

・自信がない 

・あんまり話さんから 

・言ったらきらわれてしまう

んじゃないかというきょうふ

心から 

・言っても聞こうとしやんか

ら 

・笑われるかもしれないな

ど不安があるから 

・みんながこわい 

・おこられるのがこわい 

高
校
生 

４８．９％ 

・仲間やから 

・いえるから 

・友達だから 

・仲がよいから 

・言いたいから 

・やさしいから 

・しんじとるから 

・信頼関係があるから 

３７．２％ 

・信頼している人にはいえ

る 

・言い合える人だから 

・気が許せる相手だから 

・仲のよい人たちは安心し

ていえる 

・しっかり聞いてくれるから

お互い尊重しあっているか

ら 

９．１％ 

・意見を言って仲が壊れる

のが嫌だから 

・人間関係を保ちたいから 

・相手に合わせることがベ

ストな気がする 

・嫌われるのがこわくて学

校ではありのままの自分を

だせない 

・否定されるのが怖い 

３．５％ 

・めんどくさい 

・尊重されることがありえな

い 

・言えるほど度胸がないか

ら 

・仲間が一人もいないから 

・こわい 

・きんちょうする 

・なんとなく 
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Q10 あなたの意見や考えを親（保護者）に尊重（大切に）されていると思いますか？ それはどうしてですか？ 

 思う まあまあ思う あまり思わない 思わない 

小
学
校
低
学
年 

５６％ 

きいてくれるから 

○○をしてくれるから 

そうしてくれるから 

優しいから 

家族だから 

怒ってくれるから 

２０％ 

結構きいてくれる 

ときどききいてくれる 

家のことで大変 

家族が困る 

お風呂に一緒に入る 

無視してる気がする 

７％ 

すぐ怒ってくる 

きちんと話をきいてくれな

い 

大人の方が前向きだから 

８％ 

きいてくれない 

忙しそう（いつも仕事） 

いつも怒る 

だめだから 

子どものことを甘く見てる 

何にもわかってくれない 

うそをつく 

小
学
校
高
学
年 

４７％ 

意見を聞いてくれる 

考えてくれる 

援護してくれる 

意見を言ってくれる 

相談に乗ってくれる 

３２％ 

話をしっかり聞いてくれる 

否定されない 

相談にのってくれる 

時々守ってくれる 

尊重される時と尊重されな

い時がある 

１１％ 

「あーそう」 

兄弟 

無視される 

２／３きいてくれない 

大切にされていない 

親に「死ね」と言われて傷

ついている 

５％ 

きいていない 

否定される 

話をきいてくれない 

無視 

意見や考えを言わない 

中
学
生 

３７％ 

気をつかってくれる 

好きなようにやりなさい 

自分の意見を取り入れてく

れる 

見守ってくれる 

習い事をさせてくれる 

応援してくれる 

自分のこと 

３９％ 

時々きいてくれない 

怒った時にきいてくれる 

兄弟 

子どもの親だから 

却下 

なんとなく 

１５％ 

ひいきされる 

愛されていない 

無視される 

信頼してこない 

親は自己中 

兄弟比較 

自分の意見が余り通らな

い 

大人の意見が上 

７％ 

性格 

兄弟との比較 

いちいちうるさい 

屁理屈 

却下される 

意見を押しつける 

親がイライラしてる 

高
校
生 

３９％ 

お金 

過保護すぎる 

悩みをきいてくれる 

自分で決めさせてくれる 

あまり束縛されない 

愛情を感じる 

意見を尊重される 

４２％ 

ある程度自由にできる 

親ばか 

意見に合わせてくれる 

好きにさせてもらっている 

１１％ 

嘘が多い 

親と話さない 

どうでも 

趣味の全否定 

相手にされない 

最終決定権が親にある 

６％ 

真剣に話をきかない 

信じてくれない 

無視される 

親が自己中 

決めつけられる 

理不尽 

全否定 

  ※子どもに関わることについての子どもの意見の尊重という点では、親自身もそうであると同時に子ども自身も参画意

識が未成熟であると言うことも考えられる。親子関係の未熟さを感じる。 
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Q11 自分の生活の中で、子ども達同士でルールややりたいことを話し合って決めていくことがありますか？ それ

は、どうしてですか？ 
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Q12 津市のまちは子どもの意見や考えを聞いて、まちづくりに活かしていると思いますか？ それはどうしてです

か？ 

  思う まあまあ思う あまり思わない 思わない 

小
学
校
低
学
年 

３１．１％ 

・アンケートしてくれるから 

・津がたのしいから 

・この町は私の好きな町だ

から 

・わからない 

・なんとなく 

・イベントが多いから 

２１．２％ 

・アンケートしてくれるから 

・よくわからない 

・考えていると思うから 

・たのしく津のみんながくらし

ているから 

・まあまあ思うから 

・いいところだから 

・そう思うから 

１２．８％ 

・わからない 

・大人が子どもの意見を聞

いていない 

・あまりないと思う 

・つくるひとがかんがえてい

るから 

･津市にいってないから 

１７．１％ 

・わからないから 

・思わないから 

・こどもの話をあてにしてい

ない 

・いみがさっぱりわからん 

・いけんをきいてくれないか

ら 

小
学
校
高
学
年 

２５％ 

・アンケートしてくれるから 

・やさしい街だと思うから 

・わからない 

・なんとなく 

・いろんなイベントがあるか

ら 

・祭りなどがあるから 

２８．１％ 

・アンケートしてくれるから 

・よくわからない 

・考えていると思うから 

・たのしく津のみんながくらし

ているから 

・まあまあ思うから 

・いいところだから 

・そう思うから 

２０．３％ 

・わからない 

・しらんわ 

・大人が勝手に決めている

と思う 

・アンケートに答えてもかな

わない 

・きかれてない 

・そんなにたのしいことはな

い 

１６．９％ 

・話していると聞いたことな

い 

・いわない 

・聞いてくれない 

・楽しい場所が一切ない 

・アンケートの答えもわから

ない 

中
学
生 

１４．６％ 

・アンケートがあるから 

・津まつり、イベントがあるか

ら 

・津が好きだから 

・わからない 

・なんとなく 

・大切に思っていいてくれる

から 

２８．７％ 

・アンケートをよくしてくれる

から 

・よくわからない 

・なんとなく 

・けっこう子供も向けのがあ

る 

・いい町だから 

・ボランティア活動にさんか

している子どもが多い 

２７．６％ 

・わからない 

・みたことない 

・意見をあまりきかれないか

ら 

・意見を言う場がない 

・なんとなく 

・アンケートしても反映され

た覚えがない 

２１．２％ 

・聞くきかいをもっていない 

・そういうことやったことない

から 

・むしろ意見ってきいている

の？ 

・ほとんど大人の意見で動

いているから 

・勝手にきまっているから 

・なにもやっている様子がな

いから 

高
校
生 

１０．７％ 

・アンケートをとっているから 

・津の人を信じているから 

・津はいい町だから 

・みんな仲良しだから 

・生活に不住がないから 

・わからない 

・なんとなく 

・大切に思っていいてくれる

から 

２８％ 

・こういうアンケートがあるか

ら 

・そう思うから 

・なんとなく 

・大人の言葉より本人達の

意見が大事だから 

・津市はしっかりしているか

ら 

・津市民でないからわかりま

せん 

２６．９％ 

・そんなこと聞いたことない

から 

・しらない 

・わらない 

・きょうみがない 

・活気がイマイチ少ない 

・意見の反映されたものをし

らないから 

２３．１％ 

・施策とっても実行していな

いから 

・様子をみると改正されてい

ないところがいっぱいある 

・今の時代そんなめんどくさ

いことしているのはないんだ

よ 

・大人は自分のことしか考え

ていない 

・なにをしてるかわからない 

 


