
Ⅲ 自由記述 

自由記述では、「安心して自分らしく生き生きと暮らせるようになるには、どのようなことが必要

だとおもいますか。」と質問したところ、子ども９０７人、おとな２７８人及び職員１８６人から意見

が寄せられた。 

委員会では、これらを次のように分類し、特徴的な意見を掲載させていただいた。 

なお、掲載に当たっては、アンケートの回答者の意見を尊重し、原文のままとした。 

  

１ 子ども （回答者数：907 人） 

 

(1) おとなについて 

① 子どもの権利に関する理解を深めるべき 

・もっと、一般人、社会人、学生等がルールや権利について理解を深める必要がある。教える立場に

いるはずの大人がまだ少ないと思う。（17 歳・男） 

・子どもに権利・責任がどうこう言う前に、大人、特に公務に携わる人が実践してみてほしい。歩き

タバコ、電車内での携帯を使った電話行為、汚職、公金横領、たいがいにしてほしい。（17 歳・男） 

・わたしは権利についていろいろ言う先生に「権利」について考えてほしいです。大人の人は子ども

より多くの知識を持ってから私たちに伝えてほしいです。私の友だちは相談できる場がなくて今な

やんでいるんです。でも先生はその問題からさけているように見えます。友だちのためにも、女性

のカウンセラーや担任の先生の心づかいが大切なんじゃないかと思っています。子どもの権利をも

っとそんちょうしてほしいです。。。（14 歳・女） 

・子どもの権利のコトなんて知らないって人が多いし、大人からみたらそんな権利必要ないと思って

いる人がたくさんいると思う。それに、親にそういう権利のコトを言ったら、ウチにはウチの教育

方針があるんだからなまいきなコト言わないの、などと話をしてもちゃんと聞いてくれる親も多く

はないと思いますね。だからもっと子どもの権利のコトについてわかってもらうようにしてみたら

どうでしょうか？ただ広告や学校などからの手紙で間接的に知らせているだけでは、今までと何も

変わらないまま時間がすぎてしまうだけだと思います。私も子どもの権利のコトは知らないほうで

すから、知っている方がどんどん知らせてあげるコトが大切ではないでしょうか？まずは「知るコ

ト」がなにより大事だと思います。（16 歳・男） 

・子どものひとりひとりが権利をよく理解し、おとなが、子どもという存在を認めることがよい。（12

歳・男） 

 

② 子どもの意見を聞いてほしい 

・あたまごなしに怒らない大人が必要。（16 歳・女） 

・大人が何もかも勝手に決めつけないで、子供の意見をちゃんと聞き、子供の事を考えて、もっとた

くさん役立てられる意見を取り入れていってほしい。（12 歳・女） 

・一人ひとりの個性を尊重すること。かってなことを決めつけて、それをおしつけないこと。（11 歳・

女） 

・私たちにとっての目上の人が私たちの意見を聞く耳をもつこと。頭から決めてかかるのではなく聞

いてほしい。お互いを理解しあうのが大切だと思います。（17 歳・女） 



・大人たちに私たちのことをもっと理解してほしい。特に学校の先生。（15 歳・女） 

・何でも縛り付けないでほしい。子供の意見をちゃんと聞いてほしい。（16 歳・女） 

・子どもの立場を考え、意見などを聞いたり？（12 歳・女） 

・もっと自分の地域について、子どもにも発言する機会を与えてほしい。例えば、その地域の各学校

や施設の代表が定期的に集まって会議を行うなど。もしそれが無理なら、公共施設に意見箱を設置

するなど、気軽に意見を出せる仕組みがあったらいいと思いました。（14 歳・女） 

・もっと子供の意見もとりいれる（15 歳・男） 

・子どもの言うことだと、意見を言う前に言えない状況を作られてしまうから、親や大人が子どもの

意見を聞く姿勢をなんとかしてほしい。（17 歳・女） 

・親の言うとおり、思うとおりに事を運ばないで欲しい。（13 歳・男） 

・一人一人の意見を大切にし、おとながそれを聞いてあげることが大切だと思う。(14 歳・女) 

・おとなたちは、子どもを見下したりしないで、もっと意見を尊重するべきだと思う。（14 歳・女） 

 

③ 子ども扱いしないでほしい 

・年相応に扱うということが必要だと思う。14 歳になればこれくらいできるだろう、とある程度見放

すことで子どもにも責任感が生まれると思う。（17 歳・男） 

・5 年生なのに 1 年生扱いはストレスたまる。（11 歳・女） 

・あまり差別してほしくない。子どもの権利が少したりないと思う。（11 歳・男） 

 

④ おとなの精神的支えが必要 

・大人に守ってもらう。朝の通学路のボランティアを見て思ったことですが、それ以外にも精神的な

面でも大人の助けは必要なんだと思いますよ。なんか当たり前のこと言ってますが。（17 歳・女） 

 

⑤ 子どもに対するまなざしが厳しい 

・ビニールボールで野球をしていると、「うるさい」「道路で遊べ」などという大人がいて、安心して

遊ぶことができません。マンションのかんり人の人も一緒にお説教をしてきて、口答えすると警察

を呼ぶふりなどでおどかされます。だから、大人の人も子どもの遊びについてもっと理解し、家の

周りで楽しく遊べるようにしてほしいです。（12 歳・男） 

 

⑥ その他、おとなに望むこと 

・街を歩いていると「歩きタバコ」をしている大人の人がいて他人の迷惑なんか少しも考えていない

人がいるからタバコについてもっときびしくしてほしい。（13 歳・男） 

・おとながしっかりと決まりを守って生活してほしい。おとなががんばってくれないと、がんばれな

い。（16 歳・男） 

 

(2) 子ども自身について 

① 子どもも自分の意見を言うべき 

・子供でも自分の意見を大人に言うことや、言ったことを大人と考えること、そして、それについて

自分が責任を持てるのかを考え、自分のことなのだから他人におしつけたりしないようにすること

が大事だと思う。だからまず自分の考えを言うことや責任を考えることが必要なことだと思います。



（14 歳・男） 

・ささいなことでも少しずつ話していって、自分から人の輪に入っていくことと、もし入れなかった

ら、自分で明日から話したりしようと友達関係を考えて実行する。（12 歳・女） 

・自分の意見をもっと言えたほうがいい。＞０＜ （12 歳・女） 

・地域の方や市の方が一生懸命「子ども相談室」とか電話で相談をうけつける場を、子どもに提供し

ているのはよくわかるから、あとは自分次第かな？（16 歳・女） 

・家や学校や地域の人とどうすれば自分らしく暮らせるようになるかについて話し合う機会を設ける。

特に地域の人たちとの関係が重要だから、地域の人たちと話したりする機会が必要。（16 歳・不明） 

 

② 最低限のマナー＜ルールを守る、差別しない他＞を守るべき 

・最低限のマナーを守り、互いを認め合う（16 歳・男） 

・いじめをしない。なかまはずれにしない。（11 歳・男） 

・ちゃんと周りの人たちのことを考えられるような人が増えることです。うちの近くの公園では、夏

に花火がうるさいことなどがあるからです。さらに、時々うちの裏山や竹やぶに勝手に入ってくる

小学生もいます。なんとか時間や場所をちゃんとわかって行動してくれる人が増えて欲しいと思っ

ています。（14 歳・男） 

・ルールや規則を守って楽しくすごしたほうがいいなと思います。（11 歳・女） 

・一部の人たちの、周りの人間に迷惑をかけて平気でいられる態度に、憤りをおぼえずにいられませ

ん。ぜひ僕たちの安心して暮らせる地域社会を作ってください。お願いします。（17 歳・男） 

 

③ 何でもいえる環境をつくる 

・人にあわせるのではなく、自分のいいたいことや、やりたいことを言える人が増え、発言できるよ

うな環境を作れたらよいと思います。（17 歳・女） 

 

(3) 地域について 

① 人とのつながり・他者への配慮と協力が必要 

・互いに気を使う（11 歳・女） 

・みんながきょうりょくしなきゃいけない（11 歳・男） 

・地域の人々が仲良くするために、あいさつを心がける（12 歳・女） 

・みんながやさしかったらいいと思う（11 歳・女） 

・いじめやさ別がなく、男女平等な、男だからこれやれとかじゃなく、人生を自分で決めるのが必要

だと思う（11 歳・男） 

・近所の人たちとよい関係をつくること（14 歳・男） 

・住んでる人一人ひとりがみんなと協力してくらす。悪いことしてる人がいたら、けいさつでもイイ

カラ電話したり、家で親が子どもに「やっちゃダメ」って言ったりして呼びかける。（13 歳・女） 

・近所の人たちとふれあう機会をもうけて、何かあったときにはみんなで協力して助け合っていけた

らいいと思う。（15 歳・女） 

・近所づきあいを深めることで、地域の中での関係をつくりあげること。（15 歳・男） 

・人間は助け合って生きているのだということを忘れないように、つまり毎日両親が働いていたりと

いうことを当然としないで感謝する心を忘れないこと、これがなければ周りからの協力を失ってし



まうのだと考えることも必要だと思います。（14 歳・男） 

・誰とでも話すことは大事だと思う。また、自分の気持ちを伝えつつ、相手の気持ちも知ることも必

要だと思う。助け合いながら生きることができればいいと思う。（14 歳・女） 

・危険な人（殺人をたくらんでいる人）から身を守るために地域とのつながりを強く深くしなければ

ならないと思う。（16 歳・男） 

・地域のお年寄りの家にいって、一緒に遊んだり話したり散歩にいったりすればいいかな？と思いま

す！（12 歳・女） 

 

② 相談できる人・ところについて 

・もっと相談所をふやす（12 歳・女） 

・110 番の家とか、あるのは良いと思うけど、どこにあるのかわかりにくいから、もっと目立つよう

にすれば、何かあっても被害をおさえることができると思う。（15 歳・女） 

・人権オンブズパーソンは、いじめをうけたり、悩みをもっている人たちだけが利用するのではなく、

地域ぐるみで、イベントのように何かをすればいいと思います。ゲームをやって、賞品を人権に関

するものにしたり、大変かもしれないけれど、工夫はたくさんできると思います。（11 歳・女） 

 

③ 気軽に話せるところの必要性 

・老若男女、さまざまな人々が真剣に素直に自分の意見を本音でぶつけられるような場を用意すると

いい。（ＴＶでやってるしゃべり場っぽいやつ）（16 歳・男） 

・もっとたくさんの人たちが気軽に話し合える場所を作ったほうがいいと思う。（17 歳・女） 

・ありのままの自分をだすことのできるところになったらよいと思います。自分のいいたいことなど

をはっきりいうことは大切だと思うし、人にあわせてばかりいては面白くないから、私は、「あり

のままの自分をだす」ことのできるところになるとよいと思います。（15 歳・女） 

・ファミレスみたいなところをつくり、子どもが出入りできやすいところを作れば、友達とそこで色々

なことを話したりできるし、悩みも友達に話せてリフレッシュできる。（12 歳・女） 

 

④ 安全対策 

Ａ パトロールを強化してほしい 

・ちょっとした日々のパトロールや警備員の配置が事件がおきない街ということで安心できる気がし

ます。（14 歳・女） 

・わるいことが起きないようにパトロールをひんぱんに増やす。（11 歳・男） 

・けいさつかんなどを多くパトロールさせる。（11 歳・男） 

・私は駅から少しはなれた場所に住んでいて思ったことは、近くに交番がないことです。もう少し、

駅からはなれたところにも、ポツポツ小さい交番をたてるといいと思います。そうすれば、駅から

はなれた場所でなにか事件がおきたらすぐに警察がきて安全だと思います。（14 歳・女） 

・けいさつをふやしてほしい。前に、携帯電話を落としたとき、懐中電灯を借りようとし、交番にい

って人がいなかったので、交番の電話で電話したら、「今、事件に立ち会っていますので、またあ

とでにしてください」といって、全く立ち会ってくれなかった。（12 歳・女） 

 



Ｂ 街灯を増やしてほしい 

・私が住んでいるところは街灯が少なく、真っ暗です。（道の隣は暗い公園です。）目立たない道にも

目を向けて明るく安心して夜でも歩けるようにしてほしいです。（17 歳・女） 

・夜でも安全に外で過ごせるようにすること（13 歳・女） 

・夜は暗いから明かりがあったら安心して塾帰りとか歩けると思う（15 歳・女） 

・うちの近所は街灯が少なくて夜こわいので増やしてほしいです（16 歳・女） 

・夜はまっくらなので、明かりをふやしてほしいです。（17 歳・女） 

 

Ｃ 心配なこと・望むこと 

・変な大人がいる。（11 歳・女） 

・へんな人から子どもたちをきちんと守ってほしいと思いました。（11 歳・女） 

・僕と同じくらいの年の人が夜遅くにコンビニエンスストアで集まっていて、あまり態度が良くない

と思うので、そのような夜に集まれる場所を少なくし、治安を良くしたほうが、より良い町になっ

ていくと考えています。（15 歳・男） 

・ホームレスがいないこと（17 歳・女） 

・暴力団・暴走族の排除（15 歳・男） 

・痴漢などの犯罪をなくすことが一番だと思う。（17 歳・女） 

・犯罪の起きないよう大人の目が届かないデッドスペースをなくしてもらいたい。実際にみてもらい

たい。さまざまなところを。（15 歳・男） 

・犯罪をなくす（14 歳・男） 

・はんざい者をへらしてほしい。（12 歳・女） 

・信号無視はとても危険で何度もぶつかることがあります。なぜ信号無視をするのでしょうか？（15

歳・女） 

・関東をおそう地震の対策をふやしてほしい。（12 歳・女） 

・地震たいさくをしてほしい。（13 歳・男） 

 

⑤ 自然環境の保護 

・梨畑などの自然がなくなって、マンションになるのはあまり賛成ではない。（13 歳・男） 

・自然をふやしてほしい（12 歳・男） 

・自然とかたくさんあったらいいと思う（11 歳・女） 

・ゴミをすくなくしてほしい（11 歳・男） 

・花や草などの植物を増やしてよりすみやすい地域にしてほしいです。（12 歳・女） 

 

⑥ 施設・設備の整備をする必要性 

・溝の口に無料の駐輪場を増やすことが今一番やるべきだと思う。有料ぢゃ朝急いでるトキ誰も止め

ない。ホントに、放置自転車減らしたいなら今すぐ無料駐輪場作れ！あとバイク置き場も。とって

もバイク置くとこなくって困ります。（17 歳・女） 

・田島中学校前の道路の車線を増やすのは必要ないと思います。そこまで車の交通量多くないし、そ

この車線を増やすぐらいなら、八丁畷駅から川崎駅のほうまでの道路の渋滞をなんとかしてくださ

い。（16 歳・女） 



・柿生駅前の商店街や、宮前区潮見台浄水場と団地の間の道路などの交通量が非常に多いにもかかわ

らず、道の幅が狭く、人と車がすれすれになりそうになったりする道をできれば広げてほしい。（16

歳・男） 

・鷺沼プールの跡地に、図書館や児童館などを建ててほしい。そういう施設の数が少ないと思う。（16

歳・男） 

・鷺沼プールがなくなるのは、とってもさみしい。（12 歳・女） 

・図書館にマンガをおいてほしい（13 歳・男） 

・図書館をもっとふやすか、広くする。学習室やリーディングルームの充実。（13 歳・男） 

・図書館に行くバスの本数をふやしてほしい。（13 歳・女） 

 

⑦ 遊び場について 

Ａ ボール遊びができる場所がない 

・ボールが使える場所（サッカーや野球ができる場所）をもっと増やしてほしい。（不明） 

・小学校などの施設を開放していますが、なぜ働いて収入のある大人の団体と、私たち子どもの団体

が同じにあつかわれるのかがわからない。今、公園などでは球技のスポーツはできないから無料で

借りられる施設を使わせてもらいたいのです。が、大人の団体ばかり多くて借りられません。大人

はお金を払って他のところを借りられるのではないですか？（15 歳・女） 

・バスケなどのスポーツの練習するところがすくなくて、なかなかできないです。もっとれんしゅう

できるところをつくってほしいです。（14 歳・男） 

・どこの公園に行っても、ボール遊びが禁止されていて、おもいっきりボールを使って遊べないので、

ボール遊び（キャッチボール、バスケ、テニス、バレーボール）ができる広い遊び場がいえの近く

にあったらいいなあと思います。（11 歳・女） 

 

Ｂ 遊具の充実 

・楽しく遊べて安全な遊具をそろえる。（11 歳・女） 

・公園の遊具をもっと楽しいものに増やしてほしい。（11 歳・女） 

 

Ｃ 遊び場の環境整備・安全の確保 

・公園のベンチにホームレスの人が寝ていて少しこわかった。（11 歳・女） 

・子どもだけであそんでも安全な治安のよい場所をつくる。（11 歳・女） 

 

Ｄ その他 

・自分で遊びをみつけられるところをたくさんつくる。そのとき、すぐそばでみていてくれたりする

わかい人がいるといいと思う。（11 歳・女） 

・大勢で遊ぶ場所が家の近所にほしいので公園などをつくってほしい。（15 歳・女） 

・たくさん遊び場があればいいと思う。（12 歳・女） 

・もっと水辺をふやしてほしい。（15 歳・男） 

 

⑧ 地域行事・イベントについて 

・地域の行事・イベントがいつどこで行われているか宣伝したほうがいいと思う。（チラシを各家に配



るとかして） （16 歳・男） 

・地域で行われるいろいろな活動が入ってくるようにすること（16 歳・女） 

・自然にしたしみたい！（11 歳・女） 

・昔私の家の近くで大きいお祭りがあったのですが、なくなってしまいました。お祭りを再開するの

は難しいけれど、それに近いことを行うことはできると思います。私たちの代がやってもらったよ

うに、今の代の子どもたちにやってあげたいと思っています。ぜひ働きかけをしてください。（17

歳・女） 

・地域の人たちとの交流を深めて、気軽に話せるような街にしてほしい。そのためには高校生や中学

生が参加が気軽にできるイベントをやってほしい。（16 歳・女） 

・子供が参加しやすく、もっと意見を言い合える集会などがあるといいと思います。それと、ボラン

ティア活動がみんなでできれば意識が強くなると思います（花を植えたり、ごみ拾い）。終わった

後、きっととても気持ちがいいです。（14 歳・女） 

 

(4) 学校について 

① 安全対策を充実させてほしい 

・学校に不審者が簡単に入りやすいと思います。もっと対策を強化してほしいと思います。（17 歳・

女） 

・放課後の学校の校庭は誰もが入れて危険だと思います。放課後になっても校庭を利用する人がいる

ので、もう少し安全にしてほしいです。（12 歳・女） 

・学校の最終下校をもっとはやくする。暗くなるとこわいから。（13 歳・女） 

・学校が終わると、すぐパトロールが帰っちゃうんですけど。居残りでおそく帰ってくる子たちがあ

ぶないから、5 時くらいまで待ったほうがいいと思う。（11 歳・女） 

・学校に警備の人を置く、門と塀を高くする。出口を１つにする。（13 歳・女） 

 

② いじめをなくす 

・わたしはまず、自由にできる権利より、守られる権利が必要だと思います。わたしの学校には、い

じめをうけている人がいるし、私自身もいい思い出じゃないことをされたこともあるし・・・。小

学校低学年くらいから、いじめを題材にした授業をひらいたり、何か暮らすであるたびに、ほって

おかずにクラスで話し合ったりして、いじめへの意識を高めるようにしては・・・？？（13 歳・女） 

・いじめをなくす。（17 歳・女、13 歳・女） 

・いじめをなくしたほうがいいと思う。（11 歳・女） 

 

③ すべての子どもの意見を聞いてほしい 

・おとなの意見だけではなく、もっと多くの子どもの意見を聞くことが大切だと思う。学校教育推進

会議に出たことがあるけど、そういうものだと恥ずかしくて意見があまりいえないと思うし、会議

に出ていない人たちの意見は聞けないので、このようなアンケート形式で意見を聞いたり、学校の

学活の時間にクラスで話し合ったり、すべての子どもの意見を聞くことができるようにしたほうが

いいと思いました。（14 歳・女） 

・クラスの人数が多くて自分の意見がいえない（12 歳・女） 

・自分から手をあげて発言する人意外の人の意見もちゃんと聞いてあげると、それぞれの人の考え方



がわかって、勉強にもなるし、物事に積極的に取り組むようになると思います。話し合いの時は、

時間がかかっても、一人ひとりが意見をいえるようにしてほしいです。（11 歳・女） 

・今思っていることなどをいえる日を決めたい！（13 歳・女） 

 

④ 先生への不満・先生に望むこと 

・いじめに気づいてるのに先生は関係ないみたいな感じにしていて、いじめにあってる人はとてもか

わいそうだと思います。（14 歳・女） 

・先生がもっと「メリハリ」をつける必要があると思う。悪いことは悪い、よいことはよい、という

のを生徒にきちんと教えなければ、普通に遅刻をしたり悪ふざけなどを起こしかねないと思う。（14

歳・女） 

・友達がいやなことをしたり、いけないことをなんども学校でしたら、校長先生におせっきょうされ

るだけではなく厳しく罰する。（12 歳・女） 

・まず先生が変わるべきだと思います。理由は、最近ひとりごとで生徒の悪口をいったり、たまにぼ

うげんをはき（例「けんかうってんのか！」）生徒をなかしてしまう先生がこの世の中にいるから

です。（11 歳・男） 

・人間らしい先生がいてほしい（17 歳・女） 

・何かあっても、先生があまり動いていくれないので、もっと熱心な先生を小学校に増やしてほしい。

（15 歳・女） 

・学校の今の担任の先生は、授業もあまりまともじゃないので、学校の先生をちゃんと教育してほし

い。（←あそんでたり・・・。）どういうのが大人かわかんなくなっちゃいそう（←先生がようちだ

から）（11 歳・女） 

・先生の年齢を若くしたほうがいいと思う。（17 歳・女） 

・先生の質の改善。子どもが先生を選べる環境をつくるべきです。（17 歳・男） 

 

⑤ 学校施設への不満 

・校庭・教室を広くしてほしい。（11 歳・女） 

・私のかよっている学校では、トイレが和式でとてもつかいにくいので洋式にしてほしい。家で洋式

のところが多いと思うし、トイレがきたないので、がまんしてしまいます。（11 歳・女） 

・学校に図書館をつくって、もっと本をふやしてほしい。（11 歳・女） 

・学校で静かな環境がほしい。（16 歳・男） 

 

⑥ 地域との交流の必要性 

・学校と学校の交流を深めて地域の中での関係をつくる（15 歳・男） 

・学校で地域行事などについて新聞をくばる（12 歳・女） 

 

⑦ カリキュラムなどについて 

・学校での体験学習を！！（13 歳・男） 

・バイキング給食をふやしてほしい。（12 歳・女） 

・ゆとり教育をやめる。土曜日は子どもの生きる権利などについて話し合う。（12 歳・女） 

・教科書をもっと難しくしてほしい。（13 歳・女） 



 

⑧ その他 

・学校での生活をもっと自由にすれば自分らしく生き生きと暮らせると思う。（14 歳・不明） 

・校庭の開放時間をのばしてほしい（11 歳・女） 

・学校を楽しい場所にしたい。（13 歳・女） 

・学校内に相談所をつくる（12 歳・女） 

・小中学校の授業、先生、生活の見直し（15 歳・男） 

・いろんなドウブツを増やしてほしい。（12 歳・女） 

・鍵つきロッカーをつけてほしい。（15 歳・女） 

 

(5) 本アンケートについて 

・電子媒体を使えば税金の無駄遣いにはならないですよね？そのお金でインフラの整備をしてほしい。

（17 歳・男） 

・11 歳～17 歳対象のアンケートですべての漢字・カタカナにふりがなをふるのは、我々子どもを見

下しているように思える。（17 歳・男） 

・こういう調査を行うことはすばらしいと思います。しかし、アンケートする人数をもっと増やすべ

きだと思います。（17 歳・男） 

 

(6) 自由意見 

・友達となかよくして、いっしょにあそぶ！！それで話したいことを友達にいっぱい話す。生き生き

とくらすためにはストレスをためない。ためないためには、友達とあそんだり話したりするのが一

番だと思う。っていうよりも自分の好きなことが一番楽しいと思います。（11 歳・女） 

・自分らしく生きてくタメにわ、まず「自分を知る」事わ大切だと思う。そんなん当たり前かもしれ

ないケド、結構知らない子が多い！！自分わ「常識持った理解有る GAL」でつっぱしってるけど、

こーゆー風にどんな事でも、バカな事でも自分の性格を知ってなきゃまず「家や学校や地域」の前

に『自分らしく』なんて使えないと思う。 

そして、自分を見つけたら外に出る事が大切だと思う。何でもイイ。ゴミ捨てるでも犬の散歩でも。

まずわ、「安心」を見つけるタメに外に出て外での自分を見つけるのが大切だと思う。なんか「大

切」って言い過ぎたけど・・・そんで、「家や学校や地域」での自分の『顔』を見つける。そおす

るコトで何百人も集まる学校での「自分らしさ」を見つけられると思う。そおすると、「自分らし

さ」がどん②自分の存在の自信になってきて、自信が心を安心へ導いてくれるハズ。 

そおしたらもお家・学校・地域で安心して自分らしく生きてけると思う。「自分らしさ」それわ自

信だと自分わ思いますよ。中学を卒業してからGAL を極め続けてるけど（笑）GAL も自分らしさの

１つだと思って、地域でも学校でも普通に自信まん②だけど、ちゃんと自分らしさの１つになった

し、むしろ次から次えとやりたい事見つけてチャレンジできるよおになったし自信のおかげで学校

トカ人が多い所で自分をアピれる位に楽しく生きてる。私の中での「家や学校や住んでる地域など

で自分らしく生き生きと暮らせるよーにわ」ってテーマの必要な事わこんな感ぢでつ。テーマに合

ってるのかな。。。 

久しぶりに長々と文章を書きました。友達と語るノリで書いてスイマセン。っま・・・参考になる

訳がナイですが、こんな考えも有りかな？位で話し合いのネタにでもどおぞ☆笑 



最後になりましたが、このアンケートの必要性が有るかもわからないガキの話を Last まで読んで

いただいたみたいで書いたカイが有ります。本当にありがとおございまつ。 高校 1 年S より。（16

歳・女） 

・みんなが一人一人の個性や違いを認め合い、だれもがいじめられたり差別されたり心や体を傷つけ

られたりしない世の中になることが大切だと思います。（13 歳・女） 

・今の世の中は殺人や誘拐などが多い中で安心して暮らすのは難しいことだと思う。誰もが安心して

暮らしていける社会をつくるのは大変なことで、とても時間がかかると思う。そしてとても悪い罪

を犯した人にはしっかり罰を与えるべきだと思う。日本はそういったことがその他の国に比べると、

刑が軽すぎだと思うから。あと虐待も大きな問題点だと思う。これに関してはかなり子どもの権利

が失われている。最近では「そんな子、おったんですか？」という母親がいたそうだ。そんな奴は

死刑にするべきだと思いました！（16 歳・女） 

・子どもがゆたかにあんしんでき いじめなどがないといいと思います。（11 歳・女） 

・教育システムをもっと欧米化していき、先生たちへのチェックをよくする。さらにイジメなどをな

くす。ゆとり教育はダメ、子どもたちが塾を利用している地点で赤信号。もっとしゅくだいや日ご

ろクイズなどを出していくことが大切。部活はいいけど、そこまでしんけんに取り組みたくない人

のため（でもやりたい人のため）をもった考えてほしい。たま川をもっとキレイに。（17 歳・男） 

・権利を重視するのではなく、まずは子どもたちが成すべきこと（義務）をしっかりと守ることの指

導から始めなくてはならないと思います。そして権利を与えられるだけの地域の力を大人がしっか

りとつくることが大切なのではないでしょうか。この二つができて初めて「川崎市子どもの権利条

例」の基盤ができるのではないでしょうか。（14 歳・男） 

・自由なこともあれば、守らなければならないこともあると思う。（12 歳・男） 

・本当にいじめはだめだと思う。私は実際にじめられてる。だから中学校行ってないです。リストカ

ットも一回やったことがあります（ひみつです）。私は何にもやってないのに・・・・・・大親友

とも会わしてくれないし。最悪です。（13 歳・女） 

・私は楽しく暮らしていますが、私の暮らしている地区では交通量がとても多く、小学生などの登下

校時には危ない場面を見ることもあります。安全な暮らしをするためには、そのような場面を減ら

すことが大切だと思います。また、川崎市は人口が多いからか、変質者も多いと聞きます。そうい

った犯罪の対策もしていってもらいたいです。（15 歳・女） 

・市の汚職、金の無駄遣いをなくす（15 歳・男） 

・不必要な工事をやりすぎだと思う。千代田区みたいに立ちタバコ禁止やシンガポールのようにポイ

捨てをしたら罰金のように厳しくするべき。（12 歳・女） 

・タバコは自動販売機のように子どもでも手軽に手に入る形にしてはいけないと思う。（13 歳・女） 

・選挙ができる人の年齢制限を下げてほしい。（12 歳・女） 

・排ガス規制、タバコ規制。（17 歳・男） 

・地域だけに限らず、日本の教育を今一度見直してほしい。（16 歳・男） 

・権利委員会や学校の制度が変わったところでそれがダイレクトに自分の生活に影響しないし意味が

ない。自分自身の力で何とかするべき。（15 歳・男） 

・地域のことに参加しない人は、私のように興味がなく、めんどうくさがる人が多いと思います。そ

ういう人たちは必要に迫られない限り、絶対動くことはないので、いったんものすごく不自由な状

態にして、動かざるをえない状況にすれば、みんな発言してよりよくなるのではないでしょうか。



（16 歳・女） 

・金が必要（14 歳・男） 

・市のポスターなどに新しいマスコットをつくって書く（12 歳・女） 

・最近ますます事件や凶悪犯罪が多くなってきているので、地域の人たちのコミュニケーションや生

活環境はとても大切なことだと思います。しかし実際は、近所の人でもほとんど顔を合わせたこと

がなかったり、挨拶することもなかったり、なかなか難しいんではないかという思いが正直なとこ

ろです。けれども、こうして市の方からアンケート調査をいただいたり、広告やポスターなどの呼

びかけによって少しずつでも良くなってゆんではないかと思います。お忙しい中わざわざどうもあ

りがとうございました。（16 歳・女） 

・最後の質問の中に「自分らしく」とありますが、地域には性格が内気な人もいると思います。性格

の問題で「自分らしさ」をうまく表に出せないのではないかと思います。こうゆう人はどうしたら

いいのでしょうか？（14 歳・男） 

・小学生の頃、学校内に学童保育ができたのですが、そのときに校庭や図書館を利用するために、会

員証のようなものをつくらない人は午後 4 時くらいまでしかいられないようになっていました。で

も、それだけのために会員になるのはめんどうということで、小学校高学年だった私は、自然と学

校で遊ぶことがなくなりました。事実上、小さな子どもたちばかりの世界が生まれてしまいました。

同じ小学生という枠にいるのに、と思いました。（不明・女） 

・こんなこと無理だろうけど、もっと一人ひとりが他人の気持ちを考えられるようにならないとダメ

だと思う。どんなことをいわれたら傷つくとかよく考えて発言してほしい。本人は何の気なしに行

ったことでも、傷つくことってあるから。それと、個性を大切にしてほしい。そうやって趣味や変

わっているところを批判するから、自分らしさをだせなくなる人が増えるんだと思う。認めてあげ

ることが一番大切なことだよ。やっぱり。そうすることによって、安心するし、自分らしく生き生

きと暮らせると思うので。（14 歳・女） 

 


