
放課後等の過ごし方アンケート調査（２つの小学校の１クラスずつでアンケート【小学３年生：計５２人】）

区分 ①何をすることが多いか？ ②何が一番楽しいか？（その理由） ③何をしてみたいか？（その理由）

放課後 留守家庭子ども会で、キックベース、宿題、ドッジボール 留守家庭子ども会で友達とキックベース（面白いから） 校区を友達と冒険（どんな物があるかとかを冒険してみたい）

土・日 空き地でお父さんとキャッチボール、大型SCで家族と買い物、姉と遊ぶ 空き地で父とキャッチボール（上手になるから） 父とテニス（テニスが楽しそうだから）

夏休等 祖母の家で家族と一緒に泊まる 留守家庭子ども会で友達とプール（気持ちよい） キャンプ場で祖父、祖母全員でキャンプ

放課後 兄とゲーム、友達の家で遊ぶ、家で粘土、お絵かき 家でお絵かき（得意だから）

土・日 プール（スイミングスクール）にいく、習字に行く

夏休等 祖父の家に行き、従兄弟たちと遊ぶ 兄とお宮で虫取り

放課後 近所の公園で学校の友達と遊ぶ、家で妹と遊ぶ、家で勉強、外で習い事 公園で友達と遊ぶこと 家族でいろんな所に行って遊びたい（家族が大事、いろんなことをすると面白い）

土・日 家族といろんな所に遊びに行く、祖父母の家に行く、家で読書 家族と一緒に過ごす（家族が好きだから） 父と公園で野球をしたい、家族で遊園地に行きたい（野球や家族が好き）

夏休等

放課後 友達と自転車でうろうろ、家でテレビ（留守家庭子ども会から帰宅後）

土・日 友達と遊ぶ、父と出かける、図書館に行く 図書館（本が読めるから）

夏休等 留守家庭子ども会、祖母の家に行く、近所の友達と図書館に行く

放課後 留守家庭子ども会から帰ってきた後はテレビ 留守家庭子ども会で友達と遊ぶこと 友達の家で犬と遊びたい

土・日 友達と外で遊ぶ、友達とゲーム、家族で外出 家族で買い物や図書館（楽しいから） 図書館で読み聞かせ

夏休等 留守家庭子ども会、家族で帰省 留守家庭でのドッジボール（みんなでわいわいだから） 家族で旅行（泳ぐのが楽しい）

放課後 友達と遊ぶ ゲーム（ウィーが楽しいから） 友達とドッジボール（楽しいから）

土・日 友達と遊ぶ、家族と過ごす 友達と外でキックボード（楽しいから） 友達とドッジボール（楽しいから）

夏休等 友達と遊ぶ、祖母の家に泊まること 友達とサッカー（楽しいから） 友達と広い場所でかけっこ（楽しいから）

放課後 祖母の家で勉強、好きなことをする 祖母の家で友達と遊ぶ（楽しいから） 祖母の家で絵を描いて遊ぶ

土・日 土曜学校に行く、友達と遊ぶ、家で宿題 母と買い物（楽しいから） 友達と遊ぶ（楽しいから）

夏休等 家でゲーム 友達と遊ぶ（楽しいから） 家族とキャンプやプールに行きたい（楽しいから）

放課後 友達と遊ぶ、漫画を読む、ゲーム 友達と遊ぶ（楽しいから） 友人とバトル（あまりできないから）

土・日 学校で友達とサッカー 浜で父と野球（たまにしかしないから） 野球のプロとバトル（したことがないから）

夏休等 祖母の家で、友達と遊ぶ、ゲーム、読書 友達と遊ぶ（楽しいから） 外国の動物園に友達と行きたい（行ったことがないから）

放課後 近所の友達と家の前で野球、習い事 家の前で野球、習い事（楽しいから） 学校で友達と野球をしたい（野球が好きだから）

土・日 習い事、家族で野球を見に行く、友達と遊ぶ 習い事（楽しいから） 父と家の前でキャッチボール（いつも仕事でいないから）

夏休等 近所の友達と野球 家族で旅行やキャンプ（楽しいから） 父と家の前でキャッチボール

放課後 校庭で友達と遊ぶ 校庭でボール遊び、鬼ごっこ

土・日 家にいる、友達と遊ぶ

夏休等 プール、友達と遊ぶ プール（涼しいから）、外遊び

放課後 宿題や明日の準備、弟と遊ぶ、チャレンジをする 家で弟と遊ぶ（楽しいから） 父と母と遊んでみたい

土・日 友達と図書館に行く、父と投げあい、弟と遊ぶ 父と公園で投げあい（楽しいから） 友達と投げあいをしてみたい

夏休等 友達と公園で遊ぶ、母と遊ぶ 母と遊ぶ（楽しいから） 父と二人で遊んでみたい

放課後 週４回習い事、校庭で遊ぶ 夕飯を食べに行く（楽しいから） 家でゆっくりしてみたい（いつも忙しいから）

土・日 家族と外出、祖父母の家に泊まる 兄弟と遊ぶ（楽しいから） 家族で遠くの祖父母の家に行ってみたい（楽しいから）

夏休等 家族と旅行、家にいる 父、兄弟とキャッチボール（楽しいから） 父と兄弟と映画を見に行く

放課後 習い事 バレエに行くこと

土・日 習い事、友達と遊ぶ たくさんの友達と鬼ごっこ

夏休等 家でじっとしている 友達と旅行に行きたい
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区分 ①何をすることが多いか？ ②何が一番楽しいか？（その理由） ③何をしてみたいか？（その理由）

放課後 留守家庭子ども会でみんなと遊ぶ、他の小学校の幼なじみと家で遊ぶ 幼なじみの友達と家でかくれんぼ（幼なじみの友達が好き） 校庭で仲良しの友達とポケモンカードで遊びたい

土・日 姉と習い事に行く、弟と校庭や公園で遊ぶ、兄弟と子ども図書館で読書 弟と校庭で遊ぶ（弟が好き、外で遊ぶのが好き） 校庭で仲良しの友達とドッジボール（土日に友達とあまり約束できないから）

夏休等 遠くの祖父母宅に長期滞在、家族で海水浴、プール 祖父母宅滞在（祖父母が好き、川遊び、釣り、BBQ 日頃できないことができる）祖父と海釣り（前に行ったときにたくさん釣れて楽しかった）

放課後 家で一人で宿題、弟と家で遊ぶ 家で一人で宿題（勉強が好きだから） 友達と公園や学校でドッジボール（昼休みによくやっているから）

土・日 家で一人で勉強、家族で買い物、弟や母とトランプ 弟や母とトランプ（楽しいから） 家族と公園で遊びたい（楽しいから）

夏休等 家族でプール、家で弟とビニールプール 友達と遊ぶ 町内別プールの時に友達を作りたい（友達がいっぱい出来るから）

放課後 友達と家や外で遊ぶ、兄とゲーム、学校で友達とブランコ・雲梯 友達と木登り（木に登れるようになるから） 兄とブロックをしてみたい（いつも帰って時間がないから）

土・日 家族と遊ぶ、習い事、祖父宅に行く 祖父宅に行く（ドミノができるから） 友達と外で遊びたい（習い事があって遊べないから）

夏休等 家で読書、友達の家で遊ぶ 友達と公園に行く（鬼ごっこができるから） 家族と海水浴（泳いだら気持ちがいいから）

放課後 週２回ソフトボールクラブ、家で友達とゲーム、外で友達と野球遊び 友達と外で遊ぶ（走り回って遊べるから） 今で十分楽しい

土・日 ソフトボールクラブで練習や試合 ソフトボールクラブ 友達と外で遊びたい

夏休等 図書館、友達と遊ぶ、ソフトボールクラブ 友達と遊ぶ 旅行に行ったりしたい

放課後 友達の家でカードゲーム 友達とバスケットボール（たくさんルールを学べるから） 公園で友達とカードゲーム（強そうだから）

土・日 友達の家でカードゲーム、家で残った宿題 友達の家でカードゲーム 友達とカードゲーム

夏休等 友達とお父さんの実家で卓球 友達とお父さんの実家で卓球 友達と野球

放課後 宿題をしてマンガを読む、友達とゲーム、プールやサッカー 友達とゲーム（いろんなステージをクリアできるから） 友達とかくれんぼ（探すのが楽しいから）

土・日 お父さんと部屋でゲーム、家族とでかける、友達と外で遊ぶ 友達とゲーム（一緒にすると楽しいから） 友達とおにごっこ（楽しそうだから）

夏休等 ゲーム 友達とゲーム（クリアするとうれしいから） 友達とキャッチボール（友達が野球をしているから）

放課後 友達の家で遊ぶ、友達とそろばんに行く 友達の家でかくれんぼ（いつも遊んでいるから） 友達とバスケットボール（昼休み以外その友達と遊ばないから）

土・日 そろばんとバレエ（土曜日）、ピアノ（日曜日） 家族と買い物 家族と出かける

夏休等 家族と旅行に出かけることが多い 家族と旅行 家族と旅行

放課後 本を読む、友達とそろばんに行く、ピアノの特訓 友達と遊ぶ（一緒に遊んだり、そろばんに行く友達だから） 他の友達と遊びたい（あまり遊べないから）

土・日 本を買う 弟と買った本を読む（楽しいから） 家族や友達とピクニックに行きたい

夏休等 家族や友達とプールに行く、遠くにいる友達とプラネタリウム、祖父母の家に遠くの友達とのお泊まり会 家族で魚釣り

放課後 いつもの友達と遊ぶ

土・日 友達や６年生と遊ぶ（土曜日）、バスケットボールの試合（日曜日） 友達の家で遊ぶ ４年生とバスケットボールをしたい

夏休等 友達と遊ぶ 夏休みはバスケットボールの合宿 友達と遊ぶ

放課後 習い事（バレエや塾など）、宿題、友達と遊ぶ（月・金曜日） 姉とリコーダーを吹く、遊ぶ、習い事（おもしろいから） いろんな友達と遊んでみたい（いつも同じ友達と遊んでいるから）

土・日 英語、塾、バレエ（土曜日）、何もしない（日曜日） 土曜日の習い事が楽しい 日曜日に遊びたい、出かけたい

夏休等 夏休みにプールにいくことが多い プールで遊ぶこと、祖母の家に行くこと

放課後 前の学校の友達を野球・ゲーム・英語、遊ばない日は宿題 前の学校の友達とゲーム（前の学校の友達と会えるから） 友達と学校で遊びたい（友達がたくさんできるから）

土・日 家族と出かける 家族と出かける（いろんなイベントで遊べるから）

夏休等 祖父の家に行って、いとこと遊ぶ いとことゲーム、カードゲーム（いところはめったに遊べないから）

放課後 友達と公園に行く、宿題をする、でかける、習い事（体操）に行く 公園で友達と遊ぶ ３人ぐらいの友達と遊ぶ

土・日 家族と買い物、勉強、友達と遊ぶ 家族で出かけること 友達とどこかで遊びにいきたい

夏休等 家族で海に行く 家族と遊ぶ 家族で出かけること

放課後 習い事、宿題、友達と遊ぶ、絵を描く 妹と絵を描く（絵を描くのが好きだから） 家族で出かけること

土・日 家族と出かける、何かをつくる。 家族と出かける（何かを見たりするのが面白いから） 妹と一輪車の練習

夏休等 祖母の家に泊まりに行く。プールや川に行ったり、家族と旅行や映画に行く プールに行く（新しい泳ぎができるから） あまり海には行かないので、海に行きたい
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区分 ①何をすることが多いか？ ②何が一番楽しいか？（その理由） ③何をしてみたいか？（その理由）

放課後 宿題、習い事、レゴで遊ぶ 兄とレゴやゲームで遊ぶ 母とボウリング、兄と海で遊びたい

土・日 家族とおでかけ 家族と海で遊びたい 家族と海に潜りたい

夏休等 夏休みに海に行く 春休みを自由に過ごす 夏に釣りをしたい、流しそうめんを食べたい

放課後 スイミング（水曜日）、友達をボール遊び（火曜日・金曜日） スイミングで泳ぐこと 家でゲームをたくさんしたい

土・日 父とゲームセンターで遊んだり、公園で野球をしたりする 父とゲームセンターでゲーム 父と外でたくさん遊びたい

夏休等 家族で出かけること 家族で出かけること 旅行

放課後 友達と自転車に乗る 父とバッティングセンターに行く（楽しいから） 父と出かける（なんとなく）

土・日 友達と遊ぶ 友達と遊ぶ 特にない

夏休等 父の店に行く プールに行くこと 勉強

放課後 妹とテレビを見たり、遊んだり、友達を一輪車をしたりする 妹とお店屋さんをする（折紙で寿司を作るのが楽しい） 友達と公園で遊びたい（その友達とは一度も公園で遊んだことがない）

土・日 妹と家で遊ぶ 海や友達の家に行って遊ぶのが楽しい 休みに日に友達と買い物をしてみたい

夏休等 友達と外で一輪車やゴム遊びをする 友達とゴム遊びをすること 夏休みに友達と旅行がしたい

放課後 友達と遊ぶ 家で弟と遊ぶ（楽しいから） 友達と一輪車をやりたい（一輪車が好きだから）

土・日 家で遊んだりプールに行く 父、兄、弟とプールに行く（楽しいから） 家族で海に遊びに行きたい

夏休等 家で祖父と弟と遊ぶ 家族で出かけること 家族と祖父母と旅行に行きたい

放課後 友達と外で自転車に乗る、キックベースをする 友達と外でキックベースをすること（楽しいから） 家でゲームをする

土・日 家でゲームをして遊ぶ ゲームをしている時 友達や家族で釣りに行く

夏休等 東京の友達が遊びに来る 東京の友達が遊びに来ること 友達の家に泊まってみたい

放課後 習い事や妹と遊んだり、おつかいに行く 妹と妹の友達と遊ぶ（いろんなことにチャレンジできるから） 妹と友達と力を合わせて健康にしていくこと

土・日 家族で買い物に行く 文具を買うのが楽しい 思いっきり勉強がしたい

夏休等 いとこと一緒に遊ぶ 向日葵を育てたり、海やプールに行くこと 友達と計算の競争をしたい

放課後 プール、サッカー、公文 プール（気持ちがいいから） 友達と遊びたい

土・日 いろんな人と将棋をすることが多い 将棋をすることが一番楽しい（いろんな人とできるから） 特に思いつかない

夏休等 お出かけすることが多い お出かけ（楽しいから） 八ヶ岳に行って遊びたい（楽しいから）

放課後 友達の庭で遊ぶ 友達と遊ぶ 行ったことがない友達の家に行って遊んでみたい

土・日 バスケットボールの試合、練習 バスケットボールをする 友達と自分の家で遊びたい

夏休等 バスケットボールをすることが多い バスケットボールをする バスケットボールの試合

放課後 友達の家で遊ぶ、母と時々病院に行く 友達の家でぬいぐるみで遊ぶこと（ぬいぐるみがたくさんあるから） 友達とぬいぐるみのコンサートをしてみたい

土・日 友達と英語のレッスンに行く 父にどこかに連れて行ってもらうこと 友達と映画を観てみたい

夏休等 父とプールに行く 家族で旅行に行くこと 家族とどこかに旅行に行きたい

放課後 体操（水曜日）、遊んだり、宿題をしたりする 庭で遊ぶこと プールで遊ぶ

土・日 出かける 父の家に行く ゲーム

夏休等 プールに行く ゲーム（楽しいから） バリ島に行きたい

放課後 家や庭で友達と遊ぶ 庭で友達とあてあいごっこ（楽しいから） 公園で友達とおにごっこ（その友達とは遊んだことがないから）

土・日 遊ばない わからない 家族でお出かけしたい

夏休等 お出かけ ない 友達と遊ぶ

放課後 キャッチボール、習い事、サッカー 祖父と遊ぶ キャッチボールやサッカー（体が温まるから）

土・日 祖父とゲームをする、テレビを見る、カードゲームをする ゲームをすること 祖父とサッカーをする（好きだから）

夏休等 虫とりゲーム 虫とり 友達と虫とりがしてみたい
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区分 ①何をすることが多いか？ ②何が一番楽しいか？（その理由） ③何をしてみたいか？（その理由）

放課後 バレエ（月曜日・木曜日）、書き方（火曜日）、ピアノ（土曜日） 友達とバレエをすること（みんなでできるから） 友達と一緒に遊んでみたい（習い事が多いから）

土・日 遊ばない 遊ばない 一緒にキャンプをしてみたい

夏休等 友達とキャンプ、家で過ごす、ホテルに行く 友達とゲームをすること 友達と遊園地に行きたい

放課後 家で一人で宿題をする、クラスメイトと遊ぶ、テレビを見る 姉とバスケットボールをすること（楽しいから） 母と買い物に行きたい（時々しか行けないから）

土・日 母の仕事場の託児所に行く、家族でお出かけ、家で母とのんびりする 託児所で赤ちゃんと遊んであげる（楽しいから） 友達と勉強してみたい

夏休等 家族でお出かけすることが多い 友達と散歩する（一日が楽しくなるから） 友達と学校で遊びたい（いろんなことができるから）

放課後 友達とカードゲームをする、習い事、おやつを食べる 友達とカードゲームをすること 友達と虫とりをしたい

土・日 父と野球、遊びにいく、ピアノを弾く プールに家族で行く（楽しいから） 友達とバーベキューをしたい

夏休等 旅行に行く、寝る、遊ぶ 旅行に行くこと（いっぱい遊べるから） 友達と海外旅行に行きたい

放課後 弟と外でブランコに乗る、いとことおにごっこ、友達とかくれんぼ いとことおにごっこをすること（いとこも走るのが速いから） 友達とブランコに乗る（ブランコが４つだから）

土・日 家族と温泉、いとこと家族旅行、いとこと２人だけで遊びに行く いとこと家族旅行 一人で公園で遊ぶ

夏休等 家族やいとこと海に行く、家族と祖母の家に行く いとこと家族で海に行く 母とテニス

放課後 友達とバスケットボールやおにごっこ、鉄棒 友達とバスケットボール（友達もバスケ部で、ジュース飲み会をするから） 友達とバスケットボール（外で遊ぶのが好きだから）

土・日 学校でおにごっこ、バスケット 友達とバスケットボール 他の友達ともおにごっこ、バスケットをしてみたい

夏休等 友達をプール 友達とジュース飲み会をしたり、プールに行ったりすること 友達とプールとかで遊びたい

放課後 友達とカードバトルやリレー、宿題、ドッジボール（習い事） 友達とリレー（走ることが好きだから） 友達と外でバスケットボール（その友達とはあまり遊べないから）

土・日 ４年生の友達とカードバトル、ドッジボール（習い事） 友達とカードバトル いろんな友達と外でリレーをしてみたい

夏休等 友達とプール、いとこと遊ぶ、ドッジボール（習い事） 友達とプール 友達と虫とりがしてみたい

放課後 友達と野球やゲームをしている 友達と野球

土・日 父と野球の練習（キャッチボール）、家族とお出かけ 父と野球の練習（キャッチボール） 友達と遊ぶ

夏休等 旅行に行く、祖母の家に行く いとこと遊ぶ 友達と山登り

放課後 友達と学校で遊ぶ、バスケットボールをする、友達の家に遊びに行く 友達と遊ぶ（その友達は楽しい遊びを思いつくから） 他の友達とも遊びたい（その友達とはまだ遊んだことがないから）

土・日 バスケットボールをする、遊びに行く、お出かけ お出かけ（どこに行くかわからないから） 他の友達とも遊びたい（あまり遊んだことがない友達だから）

夏休等 家で誕生日会をする、お年玉、お雑煮を食べる お年玉（もらえて感謝できるから） 横浜に行きたい（行ったことがないから）

放課後 友達と遊ぶ（火曜日・木曜日）、習い事（月曜日・水曜日・金曜日） 自分たちで考えたゲーム（楽しくできるから） いろんな人と遊びたい（友達を作るため）

土・日 家族で遊ぶ、お出かけ 家族でプール（楽しいから） 祖母と遊ぶ（楽しいから）

夏休等 家族でプール、お出かけ 祖母の家（なつかしいから） 北海道に家族で行きたい

放課後 友達と遊ぶ 友達とカードゲームをすること 家族で旅行

土・日 サッカーの練習、ダンスの練習 サッカーの練習をすること 家族とハワイに行きたい

夏休等 のんびりすること 海で家族と泳ぐこと 海に行って、かき氷を食べたい

放課後 特定の友達と一週間に１回遊ぶ 妹の世話（妹が喜ぶから）、いとこと遊ぶ（ゲームが楽しいから） いとことプールに行きたい

土・日 家族みんなで祖母、いとこに会いに行く、家族と買い物 買い物（おかしが買えるから） 市民プールに妹と母と行く

夏休等 祖母の家に泊まる 大分の祖母に会いに行く 祖母と貝拾い（あさりのバター焼きがおいしいから）

放課後 友達と遊ぶ、病院行ったら、家で安静に過ごす ピアノ（火曜日）、そろばん（水・木曜日）、友達と家で遊ぶ（金曜日） 友達と外で花摘みや四つ葉のクローバーを探したい

土・日 父と出かけたり、夕食は外でよく食べる 父と出かけること（たまにしか出かけることがないから） 公園で運動（あまり運動をしないから）

夏休等 旅行（祖母の家や家族旅行） いとこの家に行く（あまり会えないから） たくさん運動したい

放課後 友達とよくゲームをして遊ぶ 割り算競争（友達と割り算をすると面白いから） 公園で遊ぶ（楽しいから）

土・日 友達と家で遊ぶ 友達と勝負して遊ぶ 友達と一緒に宿題をする

夏休等 友達とレストランに行く ゲーム 友達が家に来て、ジュースを飲む
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放課後等の過ごし方アンケート調査（２つの小学校の１クラスずつでアンケート【小学６年生：計６９人】）

区分 ①何をすることが多いか？ ②何が一番楽しいか？（その理由） ③何をしてみたいか？（その理由）

放課後 母とトランプ 一人でテレビを見る あまり遊んだことのない人と遊ぶ

土・日 弟と父と公園で遊ぶ ゲームをするのが楽しい 外でみんなと遊びたい

夏休等 従兄弟や親戚の家に泊まる 遊ぶこと 外でキックベース

放課後 友達の家で遊ぶ 遊ぶこと

土・日

夏休等 家で兄と遊ぶ

放課後 友達と家か公園で遊ぶ 友達と外で遊ぶ（楽しいから）

土・日 友達と遊ぶ 友達と外で遊ぶ（長く付き合っていたから）

夏休等 友達と遊ぶ 友達と遊ぶ（気が合うから）

放課後 友達と運動場で野球をする 野球（遊ぶときがこの時しかないから） クラスの男子で野球をしたい

土・日 野球チーム 野球チーム（他の小学校の子もいて、いろいろな話ができるから） 野球チーム全員でバッティングセンターに行く（みんなで行ったらと楽しい）

夏休等 友達とプール プール（みんなで泳いで楽しい） 夏休みにクラス全員できもだめし（したことがないから）

放課後 ソフトボールチームでソフト ソフトボール（野球が好きだから） 友達とゲームをしてみたい（ぐらせふが楽しいから）

土・日 ソフトボールチームでソフト 父と遊ぶ（普段会えないから） 友達とゲーム（土日は遊べないから）

夏休等 ソフトボールチームのメンバーとソフト メンバーと遊ぶ（なかなか遊ばないから） 父と遊ぶ（なかなか遊ばないから）

放課後 ソフトボールチームでソフト、習字教室 学校の友達と野球（野球が大好き） みんなと野球の練習がしたい

土・日 ソフトボールチームでソフト ソフトボール（野球が大好きだから） 友達と遠くに行ってみたい

夏休等 家族で外出、幼なじみと遊ぶ どこでもいいからピッチングしたい どこでもいいからピッチングしたい（松坂を超すピッチャーになりたいから）

放課後 ソフトボールチームでソフト、習字教室、大型SCで母と買い物 ソフトボールの練習（野球が好きだから） 友達と公式ボールで野球の練習をしたい（あまり公式でやったことがないから）

土・日 ソフトボールチームでソフトの練習 ソフトボールの練習（野球ができるから） 家族で旅行や遊びに行きたい（ソフトの練習があって行けないから）

夏休等 外で友達と遊ぶ、家族で映画館に行く 家族で映画館に行く（映画が見れるから） 家族で旅行に行きたい（思い出が作りたいから）

放課後 塾で勉強、サッカー教室で友達とサッカー 運動場でサッカー（大勢だから） 外で友達とスポーツをしてみたい（大勢ですると面白いから）

土・日 サッカー教室でサッカー 運動場でサッカー（大勢だから） 友達とスポーツ（時間がいっぱいあるから）

夏休等 遠くにいる従兄弟の庭で野球 遠くにいる従兄弟の庭で野球（長い休みでめったに会わないから） 運動場で従兄弟と野球をしたい（広い運動場でしてみたいから）

放課後 友達の家でカードゲーム、キャッチボール 友達と遊ぶ（人数が多いので面白い） 友達といろいろなスポーツ（たくさんいれば楽しいから）

土・日 友達と野球の練習、家で友達と遊ぶ 家で友達と遊ぶ（野球も楽しいが外は暑く、家はクーラーで涼しいから） 友達や家族と遊ぶ（いつも同じ場所で遊んでいるから）

夏休等 家族で里帰り、友達と遊ぶ 家族で里帰り（祖父母や従兄弟がいて楽しいから） 家族で旅行（祖父母宅にしか行かないから）

放課後 水泳、公文教室、友達の家でゲーム 友達と遊ぶ（あまり遊べないから） 友達と学校でボール遊び（ボール遊びが好きだから）

土・日 両親とでかける、遊ぶ 両親と買い物（親といると落ち着くから） 友達と遊びたい（土日はあまり遊べないから）

夏休等 川や海で両親や友達と遊ぶ、山で友達と虫取り 友達と山で虫取り（虫が好きだし、動くのも好きだから） 遊園地などで遊びたい（面白いから）

放課後 ソフトボールチームでソフト、運動場で友達と野球、プロ野球観戦 運動場で友達と野球（自分の趣味だから） 友達とヤフードームで野球をしてみたい（すごく楽しそうだから）

土・日 車で家族と外出、プロ野球観戦 家族でプロ野球観戦（楽しいから） 家族でカラオケに行きたい（楽しそうだから）

夏休等 車で家族と祖父の家に遊び行く、車や飛行機で旅行 車や飛行機で旅行（普段行けない場所に行けるから） 飛行機で家族と海外へ行きたい（違う国にも行ってみたいから）

放課後 学校で友達と野球 野球が楽しい 誰でもいいから遊びたい（遊びたいから）

土・日 学校で友達と野球 野球が楽しい 一人でバッティングセンターに行きたい（打ちたいから）

夏休等 友達と遊ぶ、学校で友達と野球 友達と遊ぶ（野球ばかりで友達と遊ばないから） 誰でもいいから遊びたい（遊びたいから）

放課後 家で友達とゲーム、学校でサッカー教室、友達の家で英語の習い事 友達とゲーム（みんなでやると楽しいから） あまり遊べない人と遊びたい（あまり遊べないので遊んでみたい）

土・日 学校でサッカー教室 友達と遊ぶ（遊ぶことは楽しいから） 家族と出かけたい（楽しいから）

夏休等 家族とプールや遊び、家や公園で友達と遊ぶ 家族とプールや遊び（楽しいから） 友達とプールに行ったりしたい（友達と行くと少し違って楽しいから）
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区分 ①何をすることが多いか？ ②何が一番楽しいか？（その理由） ③何をしてみたいか？（その理由）

放課後 公文教室、家で友達と遊ぶ 家で友達と遊ぶ（一人で出来ないことが二人だとできるから） 遊んだことがない人といろいろな遊びをしてみたい（遊んだことがないから）

土・日 家で母と弟とゴロゴロ、友達と弟と外で遊ぶ、家族で祖母の家に行く 友達と弟と外で遊ぶ（楽しいから） クラスでキャンプに行きたい（日頃できないことができそうで楽しそうだから）

夏休等 家族と旅行やキャンプ、友達と家で遊ぶ 家族と旅行やキャンプ、友達と家で遊ぶ（楽しいから） クラスでキャンプに行きたい（楽しそうだから）

放課後 家で一人でテレビ、習字教室、ピアノ教室 一人でテレビ（一人だと自分のしたいことがいっぱいできるから） 友達とゲーム三昧（対決とか出来て楽しいから）

土・日 妹や姉と従兄弟の家に遊びに行く 妹や姉と従兄弟の家に遊びに行く（楽しいから） 友達の家に泊まりたい（あまり泊まったことがないから）

夏休等 従兄弟の家に泊まる、家でゴロゴロ 家でゴロゴロ（ゴロゴロしたいから） アメリカなどで家族や従兄弟と高級ホテルに泊まってみたい（めったに行けない）

放課後 家で一人で絵を描く、友達と外でたかおに、友達と家で宿題 家で一人で絵を描く（一人で邪魔されずに絵が描けるから） 友達たくさんと外でぱーっと遊ぶ（いつも外で遊ばないし、友達とも遊ばないから）

土・日 家族で外出、友達と外で遊ぶ 友達と外で遊ぶ（楽しいし、友達がやさしいから） 友達と森へ探検（自然に触れ合える、自然をスケッチできる）

夏休等 友達と外で遊ぶ、宿題を一日中する、家族で海に行く 友達と外で遊ぶ（楽しい、宿題をしなくていいから） 家族で温泉旅行に行きたい

放課後 家で一人で遊ぶ 家で一人で遊ぶ（いつも出来ないことができて楽しい） 外で友達と水遊びしてみたい（友達と楽しく遊べそうだから）

土・日 体育館でバレー教室、友達と出かける 友達と外に出かける（いろんなところに探検みたいなことが出来る） 外で友達と市民プールに行ったり、水遊びしてみたい

夏休等 家で一人でゴロゴロ、友達と家で遊んだり、プールに出かける 友達と家で遊んだり、プールに出かける

放課後 スケート教室、ピアノ教室、友達と能楽 妹や友達とトランプや公園で遊ぶ（習い事がない時に遊べるから） 妹や友達と学校に来て遊んでみたい（放課後来たらいっぱい遊べるから）

土・日 妹と勉強、家族と外出、母と買い物 母や家族と外出（気分転換になる） 母や友達とプールに行きたい（友達と一緒に遊べるから）

夏休等 家族と旅行、勉強、遊ぶ、家族とプールや外出 家族と旅行（母と一緒に遊んだりするから） 友達と遊ぶ（楽しいから）

放課後 絵・ピアノの習い事、家で友達やその兄弟と遊ぶ 家で友達やその兄弟と遊ぶ（性格がいい、優しい、面白いから） 仲良しの友達と遠いところに行ってみたい（楽しそう）

土・日 父母と買い物 父母と買い物（何か買ってもらえるから） 仲の良い友達と遊んでみたい（土日は父母と過ごすことが多いから）

夏休等 父母と友達とプール プールで父母、仲の良い友達と遊ぶ（普通の土日だと遊べないから） 子どもだけでプールに行ってみたい（楽しそうと思ったから）

放課後 友達と習い事、友達と学校でブランコ 友達と学校でブランコ（いろいろ話したりして楽しいから） 別の友達と家でトランプ遊び（１回しか一緒に遊んだことないし、明るいから楽しい）

土・日 母と大型SCで買い物 母と大型SCで買い物（アイス食べたり、本を見たりできる） 家族で家のベランダでバーベキュー（みんなで楽しくご飯を食べたい）

夏休等 友達と公園で遊ぶ、家でトランプ 友達と家でトランプ（たまにしか遊べないし、トランプが楽しいから） 家族でスケートに行きたい（家族であまりスケートに行ったことがないから）

放課後 友達と家の前でたかおに 友達と家の前でたかおに（友達の兄弟もいて人数が多いので楽しい） いろんな友達と遊んでみたい（大勢とあまり遊べる機会がないから）

土・日 友達と遊ぶ 友達と遊ぶ（いっぱい時間があっていろんなことができるから） あまり遊ばない人と遊びたい（あまり遊ばないから）

夏休等 遠くの親戚宅で従兄弟や犬と遊ぶ 従兄弟と遊ぶ（あまり遊べないから） いろんな友達と花火をしたい（みんなですると楽しいし、良い思い出になるから）

放課後 友達と学校や友達の家で遊ぶ 友達の家で遊ぶ（３人だと話が盛り上がるから） あまり友達でない人と学校や公園などで遊んでみたい

土・日 １年生や５年生と公園で遊ぶ 下の学年と公園で遊ぶことが楽しい（話がよく合うから） あまり遊ばない人と公園で遊びたい

夏休等 遠くにいる友達の家に泊まりに行って友達と遊ぶ 遠くにいる友達と遊ぶ（長い休みの時にしか遊べないから） あまり遊ばない人と遊んでみたい（長い休みの時にしか遊べないから）

放課後 週３回ホールで金管メンバーと楽器演奏、友達の家で遊ぶ 友達の家で遊ぶ（あまり遊ぶ時間がないから）

土・日 祖母の仕事の手伝い 家族でどこかに遊びに行く（父といろいろなところにいけるから） 父とキャッチボール（なんとなくしてみたい）

夏休等 友達と遊ぶ、母と外出、従兄弟と外出 従兄弟と外出（海に行ったら花火が見えるから）

放課後 家でゲーム、空手の習い事、宿題 友達と家や公園で遊ぶ（いつも放課後あまり人と遊ばないから） 友達の家で遊んでみたい（友達の家に遊びに行ったことがないから）

土・日 テニス、家でゲームや宿題 従兄弟とテニス（体を動かせるから） 外で友達と遊びたい（いつも休みは家にいるから）

夏休等 家で宿題やゲーム 家族で旅行（いろんな所に行けるから） 友達と一緒にどこかに行きたい（行ったことがないから）

放課後 外で年下の友達と鬼ごっこ・中当て、水泳教室 外で年下の友達と鬼ごっこ・中当て（外で遊ぶのが好き） 外で同じクラスの子と鬼ごっこしたい（いつも年下の子だから）

土・日 兄の野球について行って遊ぶ 兄や弟、妹たちと遊ぶのが楽しい（遊ぶのが楽しいから） 家族で公園などで遊びたい（小学生になってあまり行っていないから）

夏休等 祖母の家で従兄弟と遊ぶことが多い 祖母の家で従兄弟や友達と遊ぶのが楽しい（あまり会わないから） 家族で旅行（小学生になってあまり行っていないから）

放課後 空手の習い事、塾で勉強 空手の習い事 空手のみんなであまり遊べないので遊びたい

土・日 家族で外出 家族で外出 誰かの家で遊びたい（家族で外出しないときは暇だから）

夏休等 兄弟で宿題 学校のプール 誰かと遊びたい（暇だから）
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区分 ①何をすることが多いか？ ②何が一番楽しいか？（その理由） ③何をしてみたいか？（その理由）

放課後 エレクトーン・習字の習い事、友達と外で遊ぶ、友達と学校で遊ぶ 友達と学校で遊ぶ（人数が多いから、みんなで遊んだほうが楽しいから） 別の友達と遊びたい（面白そうだから）

土・日 習い事、友達と遊ぶ、ペットの部屋の掃除、家族で外出 友達と遊ぶ（気が合うし、話が進む） あまり遊ばない人と遊びたい（平日は遊ぶ人がいるから）

夏休等 従兄弟と外で遊ぶ、近所の子どもと遊ぶ 友達と一緒に海に行く（友達は明るいし、面白いから） あまり遊ばない人の家で遊びたい

放課後 水泳教室、英語教室 水泳教室での練習（泳ぐことが好きだから） 運動所で女子全員でドッジボールをしたい（女性全員でしたことがないから）

土・日 体育館で太鼓の練習、海などで父と釣り 海などで父と釣り（母とよく話するが、父は仕事が忙しくあまり遊べないから） 家族と旅行（みんな忙しくて行く機会がないから）

夏休等 公園で友達と遊ぶ、祖父の家に家族で泊まりに行く 祖父の家に家族で泊まりに行く（行く機会がないから） クラス全員で海水浴に行く（やったことがないから）

放課後 ピアノ、塾、友達と遊び 友達と遊ぶ（自由で楽しい） 夜に友達と両親も一緒に外で花火をしたい

土・日 塾、友達と海や川、プールに行く 友達と遊ぶ（自由で楽しい） 友達と海や川やプールに行く（友達と楽しく過ごしたい）

夏休等 塾、ときどきの休みに友達と遊ぶ 家族や友達と過ごす（自由で楽しい） 友達と大自然キャンプに行きたい（川などに行ってもやもやをなくす）

放課後 塾、家で塾や宿題の勉強 塾の授業（先生が面白いから） 家で祖母と料理をしてみたい（料理を習いたいから）

土・日 塾、家族と外出 家族と外出（楽しいから） 家で家族と遊んでみたい（１回しかやったことがないから）

夏休等 家で宿題、家族と外出 家族と外出（楽しいから） 家族と旅行（楽しそうだから）

放課後 水泳教室、友達といろんなところで遊ぶ 友達と遊ぶ（仲がいいから遊ぶのが楽しい） 友達と花火をしてみたい（夜は遊べないから遊んでみたい）

土・日 家族で旅行、友達と市民プール 友達とプール（泳いだりして面白い） 友達の家に泊まりに行ったり来てもらったり（一日中友達といれるから）

夏休等 家族で旅行、友達と市民プール 友達とプール（泳いだりして面白い） 友達の家に泊まりに行ったり来てもらったり（一日中友達といれるから）

放課後 友達と遠くに出かける、ピアノ教室 友達と遠くに出かける（いろんなことができるから） 友達の家で女の子３人ぐらいで料理をしたい（楽しそうだから）

土・日 家族みんなで買い物、友達と遊ぶ 友達と遊ぶ（家でじっとしているよりも楽しいから） 友達と自転車でいろんな所に行ってみたい（楽しそうだから）

夏休等 友達とプール 友達とプールに行ったり、友達の家に泊まる（楽しいから） 家族や友達と遊園地に行ってみたい（楽しいから）

放課後 学校で金管楽器演奏、英語教室、ピアノ教室 英語教室（英語教室が楽しいから） 外で友達と出かけたい（平日は忙しいので出かけてみたい）

土・日 祖母の家で過ごす、母と外出、友達の家で遊ぶ 母と外出（母と出かけるのはめったにないので嬉しい） 祖母と外出（めったにでかけないから）

夏休等 祖母と従兄弟と市民プールに行く、楽器演奏、友達の家で勉強・遊び 祖母と従兄弟と市民プールに行く（めったに従兄弟と遊ばないから） 遠くへ出かけてみたい

放課後 友達と商店街で中当て、母と買い物 友達と商店街で中当て（３人で仲良く中当てすると心が楽しくなるから） 女の子３人で自転車に乗って探検（近所の事が知りたいしみんなと仲良くなりたい）

土・日 家族で買い物、友達と遊ぶ 家族で買い物（みんなでいると楽しいから） 女の子と施設に行きたい（施設は楽しいし、友達といると落ち着くから）

夏休等 家族で旅行、プール、友達とこどもだけでいろいろ行く 家族で旅行（どこか遠くへ行くのが楽しいから） プールで友達と遊びたい（プールは気持ち良いし、すっきりするから）

放課後 バンド仲間と練習、友達と買い物や家で遊ぶ、近所の本屋で立ち読み 友達と買い物や家で遊ぶ 友達と一緒に買い食いめぐり（友達との絆も深まり、おいしいものも食べられる）

土・日 家族でドライブ・買い物・外食 家族で買い物（欲しかった物が買えストレス発散になるし、家族の絆も深まる） 友達とカラオケや映画館に行きたい（友達と盛り上がれて楽しい）

夏休等 家族で旅行、友達と買い物・プール、バンドの練習 家族で旅行（行ったことのないところに行くのが新鮮で楽しいから） 家族で海外旅行（外国のきれいな景色を見たいから）

放課後 母と買い物、友達とドッジボール、図書館 ドッジボール（友達と遊ぶのは楽しい） 一人で図書館でゆっくり読書（落ち着くし、楽しい）

土・日 一人で図書館に行く、母と買い物 一人で図書館に行って読書 友達と図書館（友達と一緒に本を読みたいから）

夏休等 幼なじみと遊ぶ 幼なじみと遊ぶこと（あまり遊べないから） 家族みんなで遊ぶ（あまり遊べないから）

放課後 習い事、友達とサッカー 友達とサッカー（みんなですると楽しい、うまくなるから） 校区外に行く

土・日 サッカー、家族と外出 友達とサッカー（楽しいから、うまくなるから） みんなでサッカー

夏休等 家族旅行 家族旅行 みんなと出会う

放課後 公園などで友達と鬼ごっこ・缶けり・おしゃべり、習い事 公園で友達と遊んだりおしゃべり（楽しいし、笑いが増える） 公園でクラス女子みんあでドッジボール（面白そう）

土・日 一人で漫画を読む プールで友達と遊ぶ（みんな習い事で遊べない時があるから）

夏休等 友達と遊びに行く、家族で外出 友達と遊ぶ（楽しいし、おしゃべりをたくさんできる）

放課後 公園で友達とバドミントン、友達と英会話教室、友達の家で遊ぶ 仲のいい友達とスポーツしたりおしゃべり（もっと友達と仲良くなれるから）

土・日 友達とプール 友達と親を連れて行って映画を見に行きたい（楽しくて思い出になるから）

夏休等 友達と市民プールに行く 友達と家で昼ご飯やお泊り会をしてみたい（おしゃべりができるから）
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区分 ①何をすることが多いか？ ②何が一番楽しいか？（その理由） ③何をしてみたいか？（その理由）

放課後 家で読書、公園で遊んだり、駄菓子を買う、習い事 男女一緒にみんなで遊ぶこと（楽しいから） 男女一緒にみんなで遊ぶ

土・日 家で読書、母親と外出、習い事 家で読書（楽しいから） 男女一緒にみんなで遊ぶ

夏休等 祖母の家の近くの集会所で従兄弟と卓球、家で読書、花火 友達と出会って遊ぶこと（楽しいから） 友達とわいわいしたい

放課後 友達と家で遊ぶ、空手教室 空手教室の友達の家での誕生会 友達と夜の墓場できもだめし（どきどきするから）

土・日 家族で外食 友達と映画（面白いから）

夏休等 友達と遊ぶ 友達と花火・海に行く（思い出に残るから）

放課後 友達の家で遊ぶ、水泳教室 友達の家で遊ぶ（犬と猫がいるから） いろんな友達の家に行きたい（どんな所か知りたい）

土・日 友達とプール 友達とプール（気持ちいいから） 友達と丸一日遊びたい

夏休等 ほとんど家にいる、習い事 友達とどこか行きたい

放課後 家で友達と遊ぶ、家の前で素振りをする 家や公共施設で友達と遊ぶ（楽しいから） 外で友達と水鉄砲であそびたい（夏は気持ちいいから）

土・日 家で友達と遊ぶ、家でのんびりする、家でテレビ 家や公共施設で友達と遊ぶ（いろんなことをするから） 外で友達と街探検（楽しいから）

夏休等 友達と一緒に宿題や遊び、映画を見に行く 映画を見に行く（とても面白いから） 友達といろんな所にいく（お出かけみたいで楽しいから）

放課後 友達と公園でサッカー、サッカー教室 友達と公園でサッカー（サッカーが好きだから） 友達とどこか行きたい（たまにはそういうのもいいと思うから）

土・日 サッカー教室、友達とサッカーの練習、友達と家で遊ぶ 友達と遊ぶ（楽しいから） 友達とどこか行きたい（たまにはそういうのもいいと思うから）

夏休等 サッカー教室 家族でどこかにいく（楽しいから） 友達とどこか行きたい（たまにはそういうのもいいと思うから）

放課後 習字教室、友達と外や家で遊ぶ 友達と遊ぶ（時間は少ないけど楽しくみんなと遊ぶから） 友達とできるだけ長く遊びたい（遊ぶ時間が短い）

土・日 家族で出かけたり、家にいる 家族で外出（家族みんなで一緒にいるから） 家族みんなで祖母宅に泊まり（祖母とも一緒に生活できるから）

夏休等 家族で外出、友達とプール、母や友達と映画 友達とプール（暑いときは気持ちいいから） 家族で花火（楽しい、花火はきれい）

放課後 友達と公園で遊ぶ、バレエやダンス教室 友達と公園で遊ぶ（学校の休み時間だけじゃ足りないから） 校区外に友達と行ってみたい（公園ぐらいしか遊ぶところがないから）

土・日 習い事、家族と外出、家で過ごす 家族と外出（買い物とかができるから） 友達とプールに行きたい（行ってみたいから）

夏休等 家で宿題、家族と外出 家族と外出（買い物とかができるから） 友達と思いっきり遊びたい（宿題が多くて遊べないから）

放課後 バスケットボール教室、塾、仲のいい友達と遊ぶ 友達と遊ぶ、バスケットボール

土・日 バスケットボール教室、遊ぶ 父と遊ぶ（楽しいから）

夏休等

放課後 習い事、英会話の自習練習、友達と遊ぶ、テレビ、ゲーム 友達と公園でドッジ、野球、サッカー（動くのが好き、遊ばないとイラつく） すごく遠くにいる人と会いたい

土・日 天神で友達か家族と買い物、ゲームをする 遠いところで遊ぶ（楽しい） 友達と動物とふれあうこと（動物が好きだから）

夏休等 プールで友達と遊ぶこと、いつも遊ばない人と遊ぶ プール（レジャープールとか遊ぶのが好きだから） 外国人の家にホームステイしたい（楽しそう）

放課後 友達と公園で遊ぶ、ダンス教室 友達と公園で遊ぶ（遊ぶのが楽しい、好きだから） 友達と遠くに遊びに行ってみたい（買い物とか楽しそう）

土・日 ダンスの友達とよさこい、家族と旅行、友達の家に泊まる 友達の家に泊まって遊ぶ（仲が良い、楽しい） 友達とキャンプ（楽しそう）

夏休等 祖母たちと旅行 友達の家に泊まりにいく（楽しいから） 友達と子どもだけで旅行（面白いから）

放課後 空手教室、学校で遊ぶ、公園で遊ぶ、テレビ、ゲーム 友達とゲームや外遊び（とても楽しいから） 友達と探検をやってみたい

土・日 散歩、家族と西公園 空手教室 友達とプール（プールは気持ちが良い）

夏休等 友達とプール、友達と外で遊ぶ、友達と家で遊ぶ 友達とプールで遊ぶ（楽しいから） 友達と家づくり（テレビでみてやってみたい）

放課後 公園で友達と遊ぶ、ゲーム、塾 友達と公園でドッジボールや走る遊び（遊ぶと気分が良くなる）

土・日 ゲーム、塾の勉強、買い物 家族と買い物

夏休等 宿題、ゲーム プール（楽しいから）

放課後 おつかい、ゲーム、家の掃除 家で一人で絵を描いたり、ゲーム（一人の時が好きだから） 友達と大人の町っぽいところに行ってみたい

土・日 友達と家で遊ぶ、家の大掃除、祖父の家に行く 家族でいろいろ買い物（家族がそろうことがなかなかないから） 友達と学校の教室でいろいろしたい（なんとなく）

夏休等 祖父の家に行く、海、プール どこでもいい、寝てるとき（寝るのが好き） 友達や家族で沖縄に行ってみたい
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放課後 習い事、友達と公園で遊ぶ

土・日 習い事が多い

夏休等

放課後 習い事、友達と公園で遊ぶ 友達と話すこと

土・日 習い事、プール プール（楽しいから）

夏休等 忘れました 忘れました

放課後 友達と家でゲーム、塾、友達とたまに外で遊ぶ 友達と遊んでしゃべること（普段は塾で友達と遊べないから） 友達と犬の散歩（外に出て歩くし、犬を散歩したことがないから）

土・日 塾、教会学校に行く 教会学校で遊んだりすること（１週間に１回しか会えないから） 友達と外で思いきり遊ぶ（外で遊ぶと楽しいから）

夏休等 家族で帰省、塾、塾の勉強 実家に帰省（いろんな所に行くから） 友達と海で遊んでみたい（海は楽しいから）

放課後 友達と公園で遊ぶ、自転車で近くをサイクリング 友達と野球（野球を習っていて面白いから）

土・日 野球部の人と練習や試合 野球（面白いから） 友達と遊びたい（面白いから）

夏休等 家族と祖母の家に行く、ゲーム、カードゲーム ゲーム、カードゲーム（夢中になるから） 友達とプールに行きたい（暑いから良い）

放課後 塾、英語教室、そろばん、プール 友達と遊ぶ（楽しいから） 友達と遠くに行ってみたい（行かないから）

土・日 習い事 他の小学校の友達と遊ぶ（めったにないから）

夏休等 塾 遊ぶのが楽しい 泊まる（楽しい）

放課後 習い事、友達と遊ぶ 友達とゲーム（遊びが楽しいから）

土・日 勉強、ゲーム 父とバドミントン 家族旅行（休みだから）

夏休等 祖母と買い物、勉強、習い事 プール、花見 家族や従兄弟と旅行

放課後 友達の家でカードやゲーム、部活、友達と公園で遊ぶ 友達の家でカードゲーム（カードは目が悪くならないしどっちが勝つか楽しみ）友達とどこかの店に行きたい（友達とあまり店にいったことがない）

土・日 部活、友達と家で遊ぶ、母と外出 友達と家で遊ぶ（遊ぶ時間が長いから） 友達とゲームセンターに行きたい（ゲームセンターにあまり行ったことがないから）

夏休等 家で友達と遊ぶ、旅行 家族で旅行（普通では行けない所に行けるから） 家族と九州以外のところに行きたい（九州以外にいったことがないから）

放課後 習い事、犬と友達と水遊び 家で何かをしゃべる 毎日天神に行きたい

土・日 遊んだり、でかけたり、習い事 友達と遊ぶ

夏休等 遊ぶ、プール、旅行、夏祭り

放課後 野球教室、友達と遊ぶ 友達と遊ぶ（面白いから） 校区外に行ってみたい（いろんな発見があるから）

土・日 野球の練習、試合 野球の試合（野球が好きだから） 友達と遊びたい（いつも遊んでないから）

夏休等 一人で寝る・漫画を読む、友達とプールに行く いろんな所に行きたい（なんとなく） いろんなところでいろいろ遊ぶ

放課後 友達と外や家で遊ぶ、一人で家で遊ぶ、習い事 友達と外で遊ぶ（友達といたいから） 友達と校区外で遊んでみたい（親なしで校区外に行ったことがないから）

土・日 家族と買い物、習い事、勉強 家族と買い物（楽しいから） 友達と校区外に行く（親なしで校区外に行ったことがないから）

夏休等 旅行、習い事 友達と家族とで遠いところに行く（あまり行かないから） 友達とプールに行く

放課後 家や外で友達と遊ぶ、野球教室 家で遊ぶ（ゲームなど楽しい) 家で遊ぶ（ゲームなど楽しい)

土・日 野球の試合が多い、遊ぶ 遊びたい（一日中遊べるから）

夏休等 野球、市民プール プールに行く（楽しいから）

放課後 友達の家で弟も入れて３人で遊ぶ、公園で弟、父とで遊ぶ 友達と弟と遊ぶ（ゲームができるし、ペットの犬と遊べるから） 特にない

土・日 習い事があるので遊べない 習い事に友達と行く 友達と家でゆっくり遊びたい

夏休等 市民プールに家族で行く、家族とボウリングに行く 特にない 特にない

放課後 ミニバスケットボール、ピアノ、家でゲーム 友達とどこでもいいから遊ぶ（楽しいから） 友達と校区外に行って遊んでみたい（楽しそうだから）

土・日 ミニバスケットボール、家で弟とゲーム、友達の家で遊ぶ 友達の家で遊ぶ（楽しいから） 友達とめったに行かないところに遊びに行きたい（面白そうだから）

夏休等 友達とプール、花火 一日使って友達と遊ぶ（せっかくの休みだから） 友達とゲームセンターに行ってみたい（楽しそうだから）
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区分 ①何をすることが多いか？ ②何が一番楽しいか？（その理由） ③何をしてみたいか？（その理由）

放課後 水泳教室、塾 友達と元気いっぱい外で遊ぶこと（みんなと仲良く遊べるから） 友達と川で魚とりなどしたい（今は川の事故が多いから）

土・日 水泳教室、英語教室 家族と遠くへ行って楽しむこと（普段習い事で行けないから）

夏休等 家族で海外旅行、祖母宅に行く 旅行（楽しいから） 友達と夏祭りや花火大会に行きたい

放課後 友達と公園でサッカー、家でテレビ、友達の家で遊ぶ 公園で友達とサッカー（サッカーが好きだから） 友達と校区外に行きたい（楽しそうだから）

土・日 サッカー教室、プロサッカー観戦、家族でドライブ プロサッカー観戦（かっこいいプレーが見れるから） 校区外に行きたい（楽しそうだから）

夏休等 サッカー教室、祖母宅に行く 祖母宅に行くのが楽しい（祖母に会えるから） 校区外に行きたい（楽しそうだから）

放課後 公園で友達と遊ぶ、家で一人でテレビ 友達と公園で遊ぶこと（遊具もあり、広く、いろいろな遊びができるから） どこかで友達と水風船や水遊びがしたい（暑いから冷たい水で遊びたい）

土・日 家族で外出、習い事 家族で外出（買ってもらえるし、いろんな所に行けるし、家族で遊べる） 友達と校区外に行きたい（普通は行けないから行きたい）

夏休等 家族と祖父の家に行く 家族と祖父の家に行く（近くに海があり、前の友達ともたくさん遊べる） 前の友達と母と買い物に行きたい（プリクラや同じキーホルダーを買い思い出作り）

放課後 友達とドッジボール、友達と家でゲーム、一人でぶらぶら 友達とドッジボール（みんなでできて楽しいから） 友達とドッジボールの習い事をする

土・日 外でドッジボール、外でぶらぶら 友達とドッジボール 友達とドッジボール

夏休等 友達とドッジボール 友達とドッジボール 友達とドッジボール、旅行
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