
コロナに負けるな！子どもアンケート【小中学生】 

 

◆◆◆小学生、中学生のみなさんへ◆◆◆ 

新型コロナウイルス感染症によって私たちの生活は変化しています。 

おとなもはじめてのことでどう対応するとよいか、意見が分かれています。 

皆さんから新型コロナウイルス感染症流行後の変化について教えてもらうことで、どうすれば毎日を幸

せに過ごせるか考え、よりよい環境にしたいとアンケートをとります。 

ぜひ皆さんの声を聞かせてください。 

 

１． 学年を教えてください。 

 
 

２． 自治体（住んでいるまちの名前）を教えてください。(区・市） 

国分寺市 9 西東京市 3 目黒区 1 金沢区横浜市 1 

東村山市 9 国立市 3 江戸川区 1 埼玉県朝霞市 1 

豊島区 7 府中市 3 東大和市 1 水戸市 1 

葛飾区 6 武蔵村山市 2 調布市 1 明石市 1 

狛江市 6 中野区 2 福生市 1 山形県鶴岡市 1 

品川区 5 杉並区 2 荒川区 1   

江東区 5 大田区 2 狛江市 1   
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町田市 5 八王子市 2 小金井市 1   

小平市 4 足立区 1 稲城市 1   

昭島市 4 世田谷区 1 瑞穂町 1   

 

３． 学校にいきたいですか。 

 

 

 

 

 

４． いきたい場合、理由を教えてください。  

６４名回答（「友達に会いたい。」  「友達と話して、自分 1 人じゃ得られなかった考えを知れる。それに

友達と馬鹿騒ぎするのも楽しいから。」  「みんなと会いたいから。」  「家にいてもあまりすることが

ないから、楽しいから。」  「みんなに会いたいから。」「友達と話すのが楽しいから。」  「勉強ができる

から。」  「学校に行くのが楽しいから。」  「友達と話せるから。」  「友だちに会えるから。」  「友だ

ちにあえるから。」  「友達と話すのが楽しい。」  「行ってない自分を想像できない。」  「友だち 部

活 美術の授業。」  「友だちと遊べるから。」  「めんどくさいけど、友達とかいるしまあ的な。」  「楽

しいから。」  「友達や先生と一緒にもっと校庭で遊びたい。」  「友達との時間が楽しい。勉強をしな

くてはいけないから。」  「友達がいるから。」  「みんなと遊べるから。」  「当たり前だから。」  「楽

しいから。」  「行きたい時も行きたくない時もある。」  「友だちとあえるから。」  「友達に会えるか

ら。」  「友達に会いたいから。」  「学校で友達に会いたい。」  「行ったことないから。」  「授業につ

いていけない。」  「学校が楽しいから。」  「楽しい、友達に会える。全部がいい！」  「友達と遊んだ

り、毎日が楽しいと思うから。」  「先生と会えるから。」  「友達とのあそびがたのしい。」  「おもしろ

くないから。」  「友達がいるから。」  「友達がいるし、勉強もあるし、何より楽しいから。」  「友達と

会えるから。」  「楽しいから。」  「たのしいから。」  「ともだちにあえる。」  「友達がいるからです。」

「お友達や先生に会いたいから。」  「家にいると暇だから。」  「友達に会える。」  「友だちと話した

り、授業受けたりするのが楽しいから。」  「楽しいから。」  「友達と話せる。」  「学校がつまらないか

ら。」  「楽しいことがあるから。」  「友達がいるから。」  「お友達と遊べたり分からないことを教え

てもらえるから。」  「時間割が楽だったら。」  「友達と会えるから。」  「友だちと遊びたいから。」  

いきたい 58 

いきたくないけどいっている 30 

いきたくない 6 

いきたいけどいけない 3 

総計 97 
60%

31%

6%
3%

いきたい

いきたくないけ

どいっている

いきたくない

いきたいけどい

けない



「友達に会いたいし勉強も楽しいし給食もおいしいから。大人数で遊ぶのが楽しい。」  「友達に会える

から。」  「友達と遊ぶのが 楽しい。」  「楽しいから。」  「好きな人に会うため。」  「友達と話すの

が楽しい。授業好きだから。」  「毎日友達と遊べたりして楽しいから。勉強が好きだから。」  「友達も

いっぱい話せたり遊べたりするから。」 

 

５． いきたくない場合、なぜですか。いくつでも選んでください。  

 
 

その他：友達からたまに暴力を振るわれるから、陰口を言われるから、自分勝手に行動する人がクラス

にいる、マスクや黙食で楽しくなくなった。そのことに注意されてばかりでとてもつまらない、マスクし

ろ！と言われるから マスクが苦しい私に強制にして無理くり付けさせないでください、マスクが辛い、

マスクもいや。給食も早く食べなくちゃいけない、マスクをしないといけないから、学校の空気が、薄い。

学習が進度早い。塾いかないこはついていけない。スマホの普及やギガスクールで子どもたち浮遊して

いる。勉強が簡単でつまらない。進むのが遅い。理不尽なことで怒られる。先生が不機嫌。外で遊んじゃ

ダメと言われる、楽しくないから、気を使っていて、楽しくない、早く起きるから、勉強したくない、勉強

が面倒くさい、面倒くさい、授業を受けるのが面倒くさい、疲れる、部活に行きたくない、先生がおかし

い。 
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６． いきたくない場合、その気持ちは長く続いていますか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７． いきたくない場合、どこにいますか。 いくつでも選んでください。  

 
 

その他：公園、ばーばんち、スクールカウンセラー室、いやいや行っています。学校に行っている、今のと

ころいっている、行きたくないけど学校、部活に行きたくないけど行ってる、頑張って教室にいる、学校

には行っている、小金井市の適応教室、保育園のような単なる居場所、遊園地などに親に連れてっても

らってます 
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８． 給食の時間について教えてください。黙食をしなくてはいけない理由を先生は教えてくれましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９． 給食の時間について思うことを何でも書いてください。  

学年 思うこと 

小学校 1年生 友達といっしょに食べたい。 

小学校 1年生 となりの人が、よくしゃべっているのがきになる 

小学校 1年生 大人はお店でご飯を食べておしゃべりするのに、子どもがダメな理由がわからない 

小学校 1年生 いっぱい食べたい 

小学校 1年生 「コロナだから」喋るなと言われている。本当は楽しくたべたい 

小学校 1年生 おしゃべりできないからつまらない 

小学校 1年生 おいしい 

小学校２年生 牛乳が嫌 

小学校２年生 おしゃべりしてたべたい。 

小学校２年生 好きな友達と一緒にお話ししながら食べたい 

小学校２年生 みじかい。せかされてゆっくり食べられないことがある。 

小学校２年生 コロナが終わったら、みんなで喋って楽しく食べたい 

小学校２年生 給食中少しでもしゃべると先生におこられる。おかわり禁止になる時もある。外で大人

はみんな楽しそうに食べてるのにどうしてぼくたちはダメなのか、しりたい。 

小学校２年生 お話ししたい 

小学校２年生 照り焼きフィッシュバーガーが美味しい 

小学校２年生 みんなと向き合って食べたい 

小学校３年生 黙食なのに話している人がいるからちょっとうるさいと思う 

小学校３年生 しゃべれないから、前みたいに楽しくない 

小学校３年生 はやく班でおしゃべりしながら楽しく食べる日が来ないかなー 

小学校３年生 マスクつけながら給食を食べている子をみてそこまでしなくていいんじゃないかと思

う。 

小学校３年生 友達とおしゃべりしながら食べたい 

はい 79 

いいえ 17 

総計 96 

82%

18%

はい

いいえ



小学校３年生 いつもしゃべってる 

小学校３年生 もっと喋りたい 

小学校３年生 しゃべってはいけないのはなぜ？ 

小学校３年生 おいしい 

小学校３年生 美味しいしテレビを観ながら食べれる 

小学校３年生 給食が美味しい。 

小学校３年生 班の机にしておしゃべりしながら食べたい。 

小学校３年生 みんなで楽しく食べたい 

小学校４年生 みんなと喋って食べたい 

小学校４年生 話してる人がいるのが気になること 

小学校４年生 静かだから、落ち着いて食べれて残さず食べれ、嬉しい。 

小学校４年生 時間が足りなくてすごく食べずらい 

小学校４年生 給食おいしい 

小学校４年生 楽しくお昼を食べたい 

小学校４年生 好きなメニューや人気のメニューの時にはおかわりをするのが楽しみです 

小学校４年生 喋りたい。学校はバカだと思う。 

小学校４年生 無言で食事は辛い 

小学校４年生 話せないから美味しくない 

小学校４年生 嫌いなものが出たら嫌だ 

小学校４年生 前はみんなでわいわい食べて楽しかったのにつまらない。大人は楽しく食べたりマスク

無しで会談したりしているのにおかしいと思う。親から、新潟で給食中にパンを詰まらせ

て亡くなった子がいたというニュースを見て、黙食させなれば起こらなかったと思う。 

小学校４年生 4 年生の先生は黙食は言わないけど、周りの子はみんなしゃべらないから静かに食べて

る。 

小学校４年生 しゃべれない、マスクしている人しかしゃべれない 

小学校４年生 黙食は嫌だ、みんなと話しながら楽しく食べたい。 

小学校５ 年生 黙食がルールなのに守られていない 

小学校５ 年生 美味しい 

小学校５ 年生 食べる時間が少ない。給食がおいしい。 

小学校５ 年生 もくしょく、嫌いです。 

小学校５ 年生 ご飯がまずい。しゃべれないから、嫌だ。 

小学校５ 年生 みんなと、お話ししたい 

小学校５ 年生 もく食はつまらない。さみしい。友達と食べたい。少しでも話すと先生がおこりだすので

いやです。食事がいやになります。 

小学校５ 年生 とても静かなので放送を流して欲しいです 

小学校６年生 黙食は結構つらい 

小学校６年生 黙食できているときもあればできてないときもある 



小学校６年生 昔は出来ていたけど、皆と話が出来ないこと 

小学校６年生 もっとおかわりをしたい。量が少ない。 

小学校６年生 以前のように皆んなて楽しく食べたい 

小学校６年生 美味しい 

小学校６年生 おいしい  

中学校 1年生 給食の時間がつまらない 

中学校 1年生 もくしょくはしんどいですね。たまには校庭や屋上で離れて話しながら食べたら豊かな

時間。高学年や中学生は可能。 

中学校 1年生 別に１人で給食を食べても大丈夫 

中学校 1年生 うるさくしている子もいる。 

中学校 1年生 コロナの前みたいに皆で喋りながら食べたりする事ができないので、あまり楽しい時間

ではなくなった。 

中学校 1年生 給食を食べる時間がとても短い。何とか食べ終えているけど、もう少し長くしてほしい。 

中学校 1年生 映画を見ながら食べているので楽しい 

中学校 1年生 美味しくない 

中学校 1年生 食べる時間が少く、無理して食べている。 

中学校 2年生 購買がなくなって悲しい 

中学校 2年生 すごく時間が短くて食べきれない。食べる時間が 10分しかないのはおかしい 

中学校 2年生 感染予防で黙食の意味がない 

中学校 2年生 つまらない 

中学校 3年生 もともと時間がなくゆっくり食事ができないのが不満だった。默食は仕方ないけど卒業

までに、楽しくゆっくりと給食時間をすごしたい。 

中学校 3年生 つまらなすぎる 

中学校 3年生 給食が不味く、食べる時間も少ない。 

 

１０． マスクについて、あてはまるものを選んでください。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つけたい 30 

つけたくないけどつける 30 

まわりがつけたらつける 19 

つけないほうがよい 18 

総計 97 
31%

31%

20%

18%

つけたい

つけたくないけ

どつける

まわりがつけた

らつける

つけないほうが

よい



１１． 「つけたくないけどつける」「つけないほうがよい」と答えた場合、その理由をいくつでも教えて

ください。  

 

その他：耳の後ろが痛くなる、防音マフもつけているから耳が痛い、夏は外したい、あつい、むれる、くさ

い、きたないと思うからです、においもやだ 

、邪魔、ぬれて気持ち悪い、みんなが怖がるかもしれないから、まわりにあわせている、感染したくない

から付けるが本当は自然に空気をすいたい、付けた方がいいのは知ってるし自主的につけるけど、コロ

ナがなければ付ける必要がないから本当は息苦しいし付けたくないけどコロナにかかりたくないから

つけてます。 

マスクが邪魔。取り外しが面倒。マスクに意味がないから。目的がアホらしい、意味がない事（嘘に近い）

を強制されている事が嫌だ、マスク美人と思われてしまう 

 

１２． 学校で苦しいときは外せますか。  
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１３． 新型コロナワクチンがどのようなものか知る機会はありましたか。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４． 「必ず打たなくてもよい」ことを知っていますか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５． ワクチンを打ちたいですか。打ちたくな

いですか。希望を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６． その理由を教えてください。  

学年 理由 

小学校 1年生 いたいから。 

はい 69 

いいえ 29 

総計 98 

はい 90 

いいえ 8 

総計 98 

打ちたい 19 

打ちたくない 76 

総計 95 

70%

30%

はい

いいえ

92%

8%

はい

いいえ

20%

80%

打ちたい

打ちたくない



小学校 1年生 出来るだけ予防したいから 

小学校 1年生 電車通学で密なとこにも行くから。 

小学校 1年生 ふくさようが出るから 

小学校 1年生 ふくさよう、ワクチンを打ったら何かの病気になりやすくなるみたいな話を聞いたから 

小学校 1年生 治ればいい まだ実験段階なのに 5 歳から推進は異常。ワクチン接種した子どもたちが妊

娠出産時、障害もち生まれてくる子必ず増えそうなきがします。 

小学校 1年生 感染する可能性が下がると言われているから 

小学校 1年生 学級閉鎖になったから 

小学校 1年生 怖い 

小学校 1年生 本当にコロナウイルスにかかったら怖い 

小学校 1年生 体になにか起こったら不安だから 

小学校２年生 少しでも症状を抑えられるなら打ちたいと思ったから 

小学校２年生 既にかかっているから。 無症状が多い病気なのに、高熱を出す可能性を負ってまで何度も

打ちたく無い 

小学校２年生 念のために必要だと思うから 

小学校２年生 打つといたいから打ちたくないけど、打たないとコロナにかかりやすくなるからイヤだ 

小学校２年生 注射嫌い 

小学校２年生 まだよくわからないから 

小学校２年生 まだまだコロナが続きそうで、打った方が死亡率が低くなると思ったから。 

小学校２年生 数十年スパンでの人体への影響について研究がなされていないから 

小学校２年生 痛い 

小学校３年生 コロナに感染したくないから 

小学校３年生 痛いのやだ メリットデメリットを詳しくしらないので判断できない 

小学校３年生 親が安全かわからないと言うから 

小学校３年生 どちらでもいい 

小学校３年生 全てがいいわけではないから 

小学校３年生 感染したくないから 

小学校３年生 打たない友達も多くいる 

小学校３年生 効果を信じているから 

小学校３年生 お母さんが辛そうだったから怖い 

小学校３年生 怖いから 

小学校３年生 ワクチンは毒なので。 

小学校３年生 痛そう 

小学校３年生 重症化を防ぐ 

小学校３年生 危険だから 

小学校４年生 いたいから 

小学校４年生 痛そう 



小学校４年生 確率が(コロナにかかる)低くなるなら、怖いけど打ちたい 

小学校４年生 体になんかあったら嫌だから 

小学校４年生 病気になりそうだから 

小学校４年生 親が辞めたほうがいいと言ってる。効かない。 

小学校４年生 コロナを予防するものじゃないから 副作用がひどいから 死んでいる人もおおいから 

小学校４年生 こわいから 

小学校４年生 こわい 

小学校４年生 打ってもかかる、打ったらマスク外せる(いまだ外せない小学校と学童、スーパーなど)死、

顔面麻痺、免疫力低下 

小学校４年生 かんせんしたので、必要なくなった 

小学校４年生 副反応が心配だから 

小学校４年生 必ずしも効果があるワクチンでは無いので、打ちたいとは思わない。少し怖い。 

小学校４年生 不安 

小学校４年生 打って死んだ子もいる、大人でもそう。打ったけどコロナになった人もいる。 

小学校４年生 子どもはコロナになっても軽いから。 

小学校５ 年生 熱が出るかもしれないから 

小学校５ 年生 効果がはっきりとわからないし、よくわからないものを何度も体にうちたくない。 

小学校５ 年生 病気になりたくない 

小学校５ 年生 痛いから 

小学校５ 年生 親が厚労省に聞いたら、他者への感染予防効果は確認されていなく、個人のためだと回答

されたと言っていた。治験中で安全性も確認されていないし、重症化予防ならいらないと

思う。 

小学校５ 年生 コロナにかかりたくないから 

小学校５ 年生 副作用で、何があるかわからないから。 

小学校５ 年生 怖いのと傷が残りそう 

小学校５ 年生 ちゅうしゃがこわいから 

小学校５ 年生 打たなくていいと思うから。 

小学校６年生 持病がひどくなる可能性があるから 

小学校６年生 副反応が心配だけど周りのためには打った方が良いのかなって考える事もあります。 

小学校６年生 副反応が怖い。 

小学校６年生 死ぬかもしれない 

小学校６年生 危険 意味ない 死ぬかもしれないワクチン 子どもはコロナで重症化しない 

小学校６年生 3 回目以降はまだよく分かっていないので保留にしている 

小学校６年生 ワクチンを打って死んでる人がいるから。 

小学校６年生 副反応が嫌だから 

小学校６年生 注射が嫌いだから 

中学校 1年生 腕が痛かったり熱が出たりするから 



中学校 1年生 注射は嫌い 

中学校 1年生 痛いから 

中学校 1年生 痛いから 

中学校 1年生 お母さんが危険性を教えてくれた。またかかっても子どもは悪くならないと教えてくれたか

ら。 

中学校 1年生 いたいから  

中学校 1年生 痛いから 

中学校 1年生 熱とか出るから、注射に慣れてないから 

中学校 1年生 注射が嫌いだから 

中学校 1年生 新しいワクチンだし将来の体へのえいきょうが分からないから打ちたくありません。 

中学校 1年生 まだ安全じゃない、毒だから、コロナで子供は死なないから。 

中学校 1年生 痛いから 

中学校 2年生 痛いし、副反応が怖い 

中学校 2年生 注射嫌い 

中学校 2年生 痛いから。 

中学校 2年生 怖いから。そもそも薬を体にいれるのが嫌。お母さんが言っていることに自分もそう思うか

ら。 

中学校 2年生 なくても大丈夫だから 

中学校 2年生 痛そうで怖いから 

中学校 3年生 痛そう 

中学校 3年生 体に悪いから 

中学校 3年生 痛そうだから 

中学校 3年生 打ってプールを休みたい 

中学校 3年生 降る反応が出たら困るから。 

中学校 3年生 そこまでの副反応の恐怖を自分は感じなかった。 

中学校 3年生 副作用が怖いから。 親の方針 

中学校 3年生 4年の頃学級閉鎖になったり 5年の始めにお姉ちゃんがコロナになったから念のために 

 

１７． ワクチンを打ちたい、または打ちたくないことについて家の人と話し合えているか教えてくだ

さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

話し合っている 61 

話し合っていない 6 

総計 67 

90%

10%
話し合っている

話し合えていな

い



 

 

その他：しっかりはなして決断した、自分の気持ちを理解してもらっている、パパもママもだれもうって

ない、打ちたくないことに、打たなくていいと言われる、よく教えてもらっています、いつでもそうだん

できる、ネットなどで安全かどうか考えながら話し合った、お母さんが調べて教えてくれます、副作用で

死ぬ人の数が異常、話し合いして打たない(コロアンティーナの大冒険も見ました)、食事の時間などに

話すことがある、保護者の意向により、摂取していない、わからない、覚えてない、家族皆打っているし

打ちたいからわざわざ話していない。ニュース等からの情報を確認している。 

 

１８． コロナについて学校で嫌な気持ちになったことはありますか。 

３８名回答（「移動教室が中止になった。」  「スキンシップができない！」  「感染した先生がみんなか

ら避けられてしまってつらかった話を聞いて自分も感染したらそうなるのか…といやな気持ちになっ

た。」  「コロナにかかったけど、いやなきもちにはなっていない。」  「高学年が校庭でマスクを外して

遊んでいる（大声を上げ）。ウレタンマスクをして大声を上げている（ウレタンマスクは、マスク着けてい

ないのと同じときいた。）。」  「イベントがなくなった。」  「コロナ生活がながくなり、いつまでつづく

の？友達や先生の顔をマスクなしで見たことがない人もいるのが悲しい。」  「遠足がない。」  「今は、

マスク問題です。」  「下校中顎マスクやマスクを外していると友達にマスクしてといわれるのが嫌にな

る。」  「ただの風邪なのに、PCR の嘘検査で陽性だったら皆休みになる。」  「沢山ある。」  「遠足

延期としながら一度もない、遊具も使えない(撤去された)。」  「ある。お友達にコロナ陽性と言いふら

された。」  「マスクが邪魔 後ろの席の子がくしゃみをすると不安。」  「マスク無しで通学してます。

わざわざ主治医の診断書も取りました。それでも、着けないとダメだよ！と友達からマスク警察されま

す。習い事やイベントにも参加したいですが、マスクを着けられないと伝えると参加は遠慮してくれと言

われます。」  「しゃべりにくい。」  「やっぱり顔がよく見えないし、黙食をしなきゃいけないのが嫌。小

学 6 年生からリモート授業だったけど(希望者数名のみ)コミュニケーションは取りづらいし、画像が止

まることもしょっちゅうで気疲れしたから二度とリモート授業は受けたくない！」  「いろいろダメとい

われ、理由がコロナ。」  「行事がつぶれた。給食時に話せない。」  「苦しいのにマスクをずらしたりす

ると、しつこく注意されて苦しくても外しにくい。なんでもコロナを理由に中止にされたりして本当にい

やだ。」  「プールが中止になったり、色々ダメだと言われて嫌だ。」  「色々中止にすぐすること。」  

「マスクをしていないと上のお友達からつけなきゃ死ぬぞといわれる。苦しいからつけたくない。」  

「あります。最初マスクしなきゃいけない時に中休みで鬼ごっこしてマスク外してたら音楽の先生に｢マ

スクつけないと学校にいられないよ！｣と言われて怖かった。それからママにノーマスクにしてもらえる

ように学校に言ってもらった。あと、アルコール消毒も先生によっては強制でつけさせる人がいたから

嫌だった。音楽で歌が歌えなくなったりリコーダーとか息を吹く演奏はやらない時があった。まだマス

クしてた頃マスクして歌ってて苦しかった。遠足が無くなったりしたことが嫌だった。」  「学校で出た

のに休みにならない。」  「先生がうるさい。」  「私の住んでいる場所柄、前にニュースで米軍基地の

人たちが感染を拡げていると言っていて、学校に行くのが嫌だった。皆んながそのニュースをみたり、

きいたりしたことがあったか不安だった。」  「走ってて暑いのに、先生がマスクつけなさい！と言う。」 

「行事がなくなっている。」  「みんなマスクをしなければいけないのと、先生もマスクや消毒の事で注



意ばかりするのがいやです。外遊びの時間や音楽や家庭科のじゅぎょうもへらされたり、体育の時間ま

でマスクで苦しくて本当につらいしかなしいです。」  「行事がなくなっている。」  「マスクをつけろと

学校で先生や他の生徒からも言われる事。」  「コロナだから給食でみんなとしゃべれない。」  「調理

実習がなくなってかなしい。」  「妹がコロナで休んだあとに、登校した時、それを知ってる友達と遊ぼ

うとしたら、やめておこう、と言われて悲しかった。」  「マスクを外せないのがいや。」  「学校行事で

川上村に二泊行くところが一泊になってしまった、二泊したかった。」） 

 

１９． 学校が終わったあと、どうしているか教えてください。誰と過ごしていますか。 

 

その他：ペットの犬、学童保育、学童や習い事、週 1児童館、習い事の先生 

 

 

２０． どこで過ごしていますか。 

 

その他：友達の家、ゲームセンター、スマイル、放課後の学校、ショッピングモールとか駅近のいろんな場

所、土手で友達と遊ぶ時がある。 
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２１． 家ではのんびりできますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２． この質問は、小学校３年生以上だけ答えてください。コロナが流行したあと、放課後のすごし方

は変わりましたか。（この次の質問から、皆さんが答えてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３． 困っていることがあれば、教えてくださ

い。  

 

その他：暴力、家族のこと、ママの喘息が悪化して悲しい、算数が困ってる、犬の世話の方法、受験をす

る学校見学がしにくい、部活 
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２４． 困っていることがある場合、誰かに相談しましたか。  

 

その他：スマイルの先生、困っていることじゃなくて愚痴を話したりします。 

 

２５． いいえの場合は、相談しない理由はなにですか。  

 

その他：めんどくさい 

 

２６． 最後に、おとなに言いたいことがあれば、自由に書いてください。 

学年 大人に言いたいこと 

小学校 1年生 べんきょうをあとにしたい。 

小学校 1年生 いつまでマスクをしなければいけませんか。 

小学校２年生 どっかに連れて行ってください 

小学校２年生 マスクをはずしたい！ 

小学校２年生 いいかげん、マスクをきょうせいしないでください。自分たちで決めさせてください。 

信号まちでだまって立ってる時でも、マスクつけなさいって、あたまおかしいよ？大人はばか

なの？ 
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苦しかったら外していいよ、と言われたけど外したらすぐに耳元で、マスクをつけようね！と

くりかえし言われました。いじめじゃないですか？ ばかな大人の言うことは、ききたくない

です。でもともだちにあいたいから学校にはいきます。 

小学校２年生 マスクはいつまでつづけるんですか 

小学校２年生 マスクはずせー 

小学校２年生 早くマスク無しで友達と遊びたい 

小学校３年生 大人はもっと考えてマスクしてほしい！ 

小学校３年生 もうちょっとゲームさせてーーーーーーーー(≧Д≦) 

小学校３年生 マスクをはずしているとおとなににらまれるのが不満。 

にらまないで直接言ってきてほしい。 

小学校３年生 東京マラソンやオリンピックはやるのに保育園や小学校の行事は中止。土曜日授業も何回か

なくなったけど遅れた分のフォローもないまま進級。ケガをさせられて休んでたのに小学校

はフォローなし。塾に行ける子とひとり親で生活に余裕なく塾に行けない子との学力差。体

育・水泳もあまりやらなかったので体力がつかない 

小学校３年生 みんなの顔がわからなくてこわい 

小学校３年生 わたしはげんきです！ 

小学校３年生 みんながマスクをはずさないと自分もはずす勇気が出ないからクラスの半分くらいはマスク

をはずしてほしい。マスクはずしたい。ワクチン打ちたくない。 

小学校３年生 早くコロナに関係なく過ごせるようにしてほしい 

小学校４年生 ゲームをもっとやりたい 

小学校４年生 子供のことも考えてコロナ対策をしてほしいです 

小学校４年生 そもそもコロナ前から不登校で学校には行かずに家で過ごしている。初の緊急事態宣言下、

世界中の大人が家で過ごす子どもたちに気持ちを向けて、オンライン教材や授業配信、各種

サービスの無料開放などをしてくれて天国のようだった。コロナ禍だから、だけではなく、さ

まざまな理由で自宅などでしか過ごせない子どもたちは今も昔もこれからも、確実数居ま

す。その子たちへの学習の権利を担保していくのが、大人の義務だと思います。こちらは学校

という場を用意している、来ないのが勝手、ではなく、ひとりひとりが安心できる場で学べる

ことが、子供の権利上でも保障されているはずです。大人はそのことを、もっと真摯に向き合

う時に来ていると、やればできると、コロナが教えてくれたように思います。 

小学校４年生 YouTubeがみたい ソファー、こたつがほしい スマホがほしい 

小学校４年生 大声出しちゃダメと言わないでほしい 自由がなくなるから。 

小学校４年生 ワクチンのこと子供のこと考えてください。へんなところでピリピリしないでください。空港

できちんと検査してください。 

小学校４年生 いつまでこの茶番を続けるの 

小学校４年生 マスクを外してほしい 

小学校４年生 みんながマスクマスクということ、話したらすぐ怒られること、顔が目しか見えないし、学校が

楽しくなくなりました。 

小学校４年生 学校のみんなをマスク取り外し自由にしてください。私はマスクを外しています。それもちゃ



んと校長先生に許可をとってマスクを外しています。でも、ときどきこういう事があります。

｢ノーマスク ノーマスク！｣｢マスクをしろ‼️｣と言われました。離任式でもマスクしろ！と言わ

れました。なぜ言われるのかは、学校がマスクをしてくださいっと言い自由にしていないか

ら、マスクをしてない私が学校の色々な生徒にきつく言われます。 

なぜ校長先生に許可をとっているのにまだ責められるの？もうくだらないマスクをやめにし

てください。 

小学校４年生 自由にしてほしい きめつけないでほしい きらくになりたい 寝むい 

ゲームをいっぱいやりたい ユウチューブをずっとみてたい 

きらいなものをだしてほしくない 学校がおんらいんじゅぎょうにしてほしい 

小学校４年生 マスクを外そう 

小学校５ 年生 みんなで遊びたいけど、ひとに感染させたりするのは嫌だ 

小学校５ 年生 もっと良いニュースが多くなってほしい。 

小学校５ 年生 勝手に、決めつけないで、ほしい。 

小学校５ 年生 みんながコロナがかからないよう、しっかりと感染対策をしてほしい。 

小学校５ 年生 大人は外で食事をするとき、だれかと話したり自由にしていますが、私たち子供は黙って食

べないといけなかったり、ひとりの机で食べたり決まりを守らないと先生に怒られるのがい

やです。 

マスクも苦しいし、ずっと同じマスクをつけてかえって汚いと思います。つけたい人だけ付け

たらいいと思います。学校の行事や授業や休み時間の外遊びがへらされるのはおかしいで

す。 

コロナ禍になって、私は本で人間の身体の事や、ウイルスの事を勉強しました。いつまでもマ

スクをしたり消毒したりするのは、人間の身体を弱くさせてしまうと分かりました。 

大人はまちがったことを子供達にさせていると思います。早く気が付いてください。お願いし

ます。 

小学校５ 年生 暴力 暴言を言う男子がいるので、なくなるように先生からもっと厳しく指導して欲しいで

す。 

小学校６年生 やっぱりみんな自己中心的ですね。 

小学校６年生 早く普通の学校生活に戻して欲しい。先生たちもマスクを外してえがおを見せてほしい。 

小学校６年生 学校の先生がいつも『先生が正しい』みたいな雰囲気になっている 気がするから自分の意見

を言いづらい 

小学校６年生 負けるな！ 

中学校 1年生 コロナだからできないって行事を潰すんじゃなくて、コロナでもできる事を大人だけじゃなく

て「みんなで」探して「みんなで」実行したい。 

中学校 1年生 コロナもウクライナへの侵略も無くなってほしい 

中学校 1年生 マスクを着けることを決まりとしないでほしい。 

中学校 1年生 目上の人に丁寧な態度、というのは理解できるしやらなきゃいけないと思うけど、不必要に

上から目線なのは嫌だ。 

子供が無料で楽しく気楽に過ごせる施設を作ってほしい。 



子供の遊び場が少ない。 

公園は雨の日はあそべないから、文化センターくらいしかなくて、文化センターも、あんまり

好きじゃない人がいるときは遊べないし、最近は遊ぶ約束して遊んでも、その辺をぶらぶら

するしかないからつまらない。 

中学校 2年生 大丈夫？ってきかないでください。大丈夫としか答えられなくなります 

中学校 2年生 コロナを信じている人はもっと勉強してほしい 

中学校 2年生 わたしはコロナが怖いとは思わない 

中学校 3年生 大人も大変だと思うから頑張ろう一緒に 

中学校 3年生 学年集会でなぜみんなの前で話すのですか？それに学年集会で、学級委員はクラスの悪かっ

た点を言ってその悪かった点を直しましょうと自分のクラスの人に言います。それだったら各

クラスでやれば良いと思います。 

中学校 3年生 テレビ、新聞を捨てたほうがいい。自分の頭で考えた方がいい。 

明らかにおかしいことをやらせないでほしい 

 


