
コロナ×こどもアンケートその5

この1年をふりかえって

国立成育医療研究センター コロナ×こども本部 2021年6月



がっこう

学校

しょうがっこう きゅうこう こころ やす

小学校が休校になって、心が休まった

わたし いま ゆいいつ たの おも

私の今、唯一楽しいと思えるのは
がっこう

学校です

がっこう さいこう たの

学校が最高に楽しい

じゅぎょう なが ね

オンライン授業だと長く寝られるし、
しゅみ つか じかん ふ

趣味に使える時間が増えた

がっこう ぎょうじ

学校の行事がなくなったりして、
ざんねん おも

残念だと思った

がっこう やす

コロナで学校がお休みなのは
さみしかった

た

きゅうしょくもだまって食べるのが
つまらない

がっこう かお み

学校ではみんなの顔が見えなくて
すこ さみ

少し寂しかった



がまん じしゅく ちゅうし

我慢、自粛、中止

いろいろ せいげん たいへん

色々と制限がかかって大変でした

がっこう ぎょうじ と

コロナのせいで学校の行事は取りやめに
とも じゆう

なるしお友だちとも自由にあそべない

いえ

ずっと家にいてつまらなかった

じぶん おも どお

自分の思い通りにいかない！

たの つぎつぎ な

楽しいイベントが次々に無くなって、
かな

つまらなかったし、悲しかった

りょこうにいけないことで、
コロナきらいとおもう

だいがく かい けんがく い

大学に1回しか見学に行けなかったので
い いろいろ し

もっと行って色々知りたかった

だいす なら ごと きゅうこう

大好きな習い事がずっと休校になって
かな

しまったので、とても悲しい



かぞく

ともだちや家族

かぞく はな きかい

家族と話す機会がふえて、よかった

ひと はな にがて

人と話すのが苦手なのでオンラインで
ちょくせつ はな い うれ

直接話さなくて良いのは嬉しい

さいきん

ともだちと最近よくあそんでいる

きんじょ やま ともだち きのぼ

近所の山でお友達と木登りしたり
たの

ピクニックをしたことが楽しかった

あ かな

みんなと会えなくて悲しかった

ちゅう はな

きゅうしょく中にともだちと話せなくなって、
はな

話したらしかられるようになった

ちち そふぼ あ

父や祖父母と会えなくなって
はな かな

あまり話さなくなって悲しい

ともだち きょり

コロナのせいで友達と距離ができた



かんせんたいさく

感染対策

つば と

マスクをすると唾が飛ばないから、
たくさん はな

沢山話せる！

とく なつ あいだ あつ たいさく だいじ

特に夏の間は暑さ対策も大事だからと、
とうげこう あいだ ひと きょり たも はず

登下校の間は人と距離が保てるならマスクを外して
い

良いことになっていた

てあら

みんなが手洗いするようになったから
よかった

かぜ ひ

マスクをしてくれるから、風邪も引かないし、
はや うれ

インフルエンザも流行らず、嬉しかった

せんせい とも

先生も友だちもマスクマスク
がっこう い

うるさくて学校に行きたくなくなった

ぜんそく はったつしょうがい ともだち

喘息、発達障害なのにマスクを友達に
きょうせい くる おも

強制させられ苦しい思いをした

たいさく ひと

対策していない人のせいで
たいさく ひと くろう

対策している人がずっと苦労していること

くる こえ ちい

マスクが苦しい・声が小さくなる・
わら わ

笑っているか、分からない



き も かんが

気持ちや考え

しんしん けんこう かん

心身の健康に関することを
かんが おも

考えるようになったと思う

まえ せいじ よ なか

前よりも政治などの世の中に
め む き

目を向けるようになった気がする

あそ じかん

おうちでたくさん遊ぶ時間があって
たの

楽しかった

じかん たいせつ

時間をより大切にした

どこにもいけなくて、コロナだから
な

しょうがないんだけど、たくさん泣いた

しゅみ す でき

趣味や好きなことが出来ないと
こころ おも

心もしんどくなるんだなと思いました

きょねん たの

去年のような楽しさはどこにもなかった

ふ

コロナのせいでストレスが増えた



せいふ おとな

政府や大人へ

おとな みな しごと な わたしたち

大人の皆さんも仕事が無くなったり私達とは
くら もの おも

比べ物にならないくらいつらい思いをしていた
こども おとな

かもしれません。 だけど、「子供は大人になって
あつ あそ

から集まって遊べばいいじゃん」 「これからが
ぎょうじ な

あるんだから行事無くてもいいだろ」みたいに
い くや

言われたのはすごく悔しかったです

じぶん みつ ばしょ さ

自分たちは密な場所を避けたり、
おおにんずう かいしょく がいしょく ひか

大人数での会食（外食）を控えたりなど
じぶん たいさく

自分たちでできるコロナ対策をしているのに、
おとな せいじか よる の あそ

大人だったり政治家が夜に飲んだり遊んだり
み たび

していたというニュースを見る度に
おも

「なんで？」と思う

へんい おも

コロナはこれからたくさん変異すると思います。
とき ほか ま とき

時には他のウイルスと混じる時がもしかしたら
かんが いま

あるかもしれません。そう考えたら今のうちに
たいさく おも

対策をしようとは、思いませんか？

しんがた はじ

新型コロナウイルスがはやり始めてから、
くら はなし

ニュースが暗い話ばかりになってしまっている
すこ あか わだい

ようなきがします。 なのでもう少し明るい話題も
と あ

取り上げたほうがいいと思いました



こどものみなさんへ
ねん ほんとう か

1年で本当にたくさんのことが変わりましたね。
かな

うれしかったこと、しんどかったこと、悲しかったこと、
はら た

ホッとしたこと、腹が立ったこと、わからなくなったこと…

こえ ぜんぶ め とお よ

ここにのせられなかった声も、全部目を通して読ませてもらいました。
ことば ちから

ふりかえって言葉にするのは、力のいることです。
ことば む いろいろ なや くふう

「よかった」という言葉の向こうに、色々な悩みや工夫があったかもしれません。
か ゆうき ひつよう

「いやだった」と書いてくれるとき、勇気が必要だったかもしれません。
ことば たいせつ う

みなさんのどの言葉も、わたしたちはとても大切に受けとめました。
こえ とど

たくさんの声を届けてくれて、ありがとう。

まいにち あんしん す

こどものみなさんが毎日を安心して過ごすことができるよう、
こえ き いっしょ かんが おも

これからもみなさんの声を聴いて、みなさんと一緒に、考えていきたいと思います。


