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1年 15
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3年 19
4年 37
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6年 18

無回答 8
合計 132
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講座名
今回のイベントを何で知りましたか

（その他の意見）
申込をした理由を教えてください。

今日の感想や今後、開催してほしいイベントがあ
ればお書きください。

参加しやすい時間帯を教えてください。

ＮＳＴまつりで体験してとても楽しかったので参加し
ました。

じっくり取り組みして楽しかった。もう少し長くやって
みたいです。定期的にもやってほしいです。

気になったから。
むずかしかっためど終わるとすっきりした。

夏休みに普段できない体験をさせたかったため。 未就学児でも参加できるイベントがあるとよいです。

プログラミングが大すきだから。
ねこちゃんのかおがしりたかった。すごくわくわくでた
のしかった。

前のときもきたからまたきた。 冬もしてください。
パパが行こうと言ったから。 楽しかった。
やりたかったから。 むずかしかったとくに（14〇、15〇、16×）

プログラミングにきょうみがあったから。 はじめてではなかったけどむずかしくて楽しかった。

インターネット おもしろそうだったから。

ロボホンを動かすのが楽しそうだったから。
むずかしかったけど、プログラミングはとても楽し
かった。

わからない。 いろいろできてよかった。
母がもうしこんだ。

おや おや
プログラミング。

前にプログラムをして楽しかったから。
自分で自由につくれておもしろかった。今後もイベン
トがあれば参加したい。

いろいろなそうさができてたのしかったです。

楽しく学ぶことができました。小学校の夏休みの自
由研究の参考にさせてもらいます。ありがとうござい
ました。

プログラミングがとても楽しくてロボホンはタブレット
を使うのが楽しかったしロボホンを動かせてよかっ
たです。

まま
家にＭＩＰがあって、それで遊ぶのが楽しいから、こ
れも楽しいと思ったから申込みをした。

楽しかった。

はいふ（学校で）（じぶん） おもしろそうだった。楽しそうだったから。
楽しかったです。かいさいしてほしいイベントがあり
ます。1人1人、ＰＣでプログラミングして、つくったも
の1つずつおなじがめんでつくる。

前にスクラッチで遊んだとき楽しかったから。 ありがとうございました。
楽しそうだったから。 楽しかった。

前に一度プログラムのイベントに参加して楽しかっ
たから。

ふうけいが変えれたりしておもしろかった。

化学、化石（理科）。

昨年参加しました。 プログラムに興味があったため。
楽しかったで、また機会があったら参加したいと思い
ます。

キャンパスに来てみたかった。プログラミングに興味
があった。

おもしろそうだったから。
友達がさそってくれたから。

小5年生の夏休みの学習課題（自由研究）のひとつ
として。

自由にできてよかったです。自宅でもできそうです。
ありがとうございました。

ここでチラシを見た。 たのしそうだったから。
自研のイベントをいれてほしい。

お母さん。 曲を作ったりできて楽しかった。

友達にさそわれて。 曲の作り方が、わかってうれしかったです。
いつでも春夏冬休みのいつかだったら、いつでもい
いです。

やったことがないし、おもしろそうだったから。
いろいろな事がしれたのでたのしかったです。こんど
やってみたいと思う。

おともだちにさそわれた。
普段接触しないことに触れてみたかったです。

プログラミングを体験させたいと思ったから。
初心者向けプログラミングを体験できてよかった。ま
たあれば参加したい。

きょうみがあったから。 おもしろかったです。

プログラミングに興味があったので。
プログラミングの仕組みがとてもわかりやすく、そば
にいて下さった学生さんに教えて頂き、より楽しくな
りました。

おとうさんに、すすめられた。

普段できない体験ができると思った。楽しそうだった
から。

たのしかったです。またきたいです。ありがとうござ
いました。

友人の紹介 たのしそうで、べんきょうになるから。
またやってみたいし、ちがうくにちがうけんでもやっ
てほしい。らいねんもやってほしい。

たのしそうだしいろんなぷろぐらみんぐがしれるか
ら。

つぎは、もっとろぼっともぷろぐらみんぐとかをしたい
です。

自由研究にぴったりでした。
面白そうだったから。
楽しそうだったし、夏休みだったから。 楽しかったので、またやってください。
お母さんに言われて来た。
ふだんできないことができそうだったから。 楽しかったです。
楽しそうだったから、きょうみがあったから。 プログラミング。
一どつくって見たかったから。 かいたのがしっかりうつってよかった。

Ｔシャツを作ってみたかったから。 今日は自分が思ったよりじょうずにできてよかった。

母が申しこんだ。
ＢＴＳライブビューイング。

おもしろそうだから。

Ｔシャツ作りにきょうみがあったから。楽しそうだった
から。

オリジナルのＴシャツが作れて楽しかった。

おや おや 楽しかった。
おもしろそうだったから。 大学の人が明るい人たちでやりやすかったです。
たのしそうだったから。
おもしろうそうだったから。 おし花。楽しかったです。
ねっとでした。
うんちだったからおもしろそうだったから。

ぜひうんちの話しをきき、参考にさせていただきたい
と思いました。

とてもよい勉強になりました。

うんこのことがしりたかったから。 たのしかった。

内容をみて、本人が参加したいと言ったため。

はじめて参加しましたが、ゆったりと作品作りに集中
でき、とてもよい時間を過ごせました。大人の私も久
しぶりに（子供の時以来）のマーブリンクに興奮しま
した。

楽しそうだったから。 また、同じような工作がいいです。

光通信

2019ニイガタＳＫＹスクールアンケート結果②記述式
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魅力のある講座がたくさんあった。
兄と妹で年が2つはなれていますが、それぞれ興味
ある講座に出ることができよかった。次も同じような
内容でしたら、ぜひ友達をさそって参加したいです。

たのしそうだったから。 たのしい。
楽しそうだったから。

しょうらい、助産しになりたいから。
とてもいいけいけんになりました。楽しかったです。
またやってほしいです。

医療に興味があったから。 知らないことを知って楽しかったです。

母にすすめられて。
赤ちゃんのおふろにいれるたいけんをしたらいいと
思う。

赤ちゃんをもつのやおいしゃさんのふくをきたのがた
のしかったです。

たのしそうだったから。
わかりやすくおしえてくれてありがとうございました。
たのしかったです。

実際にＡＥＤをさわることはめったにないと思うので
良い経験になったと思います。

楽しそうだから。 楽しかったです。

たのしそうだったし、赤ちゃんのお世話を体けんする
のをやってみたかったから。

あかちゃんがいるからかんごしさんのことをしりた
かったから。

あかちゃんのおせわができてたのしかった。

ともだち かんごしをやってみたかったから。
あかちゃんのうまれてすぐのだっこをはじめてしっ
た。

おもしろそう（楽しそう）だったから。
すごく、楽しかったです。いろんなことを学びました。
おしえてくださり、ありがとうございました。

楽しそうだったから。 とても楽しかったです。またやりたいです。

楽しそうだったし、良い経験になると思ったから。
あかちゃんのお世話や人を助けるためにすることが
できて、とても楽しかったです。

毎年参加しているからです。

楽しく学べて、90分が短いほどでした。ありがとうご
ざいました。

ふだんできないことができるから。 とてもたのしかった。学生さんがやさしかった。

きょうみがあったから。
赤ちゃんのきがえてオムツをかえるのがむずかし
かったです。いろいろたいけんした。楽しかったで
す。

かんごしになりたかったから。
ＡＥＤのやり方が知れて良かったです。おむつのか
えかたがむずかしかったです。写真がもらえてうれ
しかったです。

おもしろそうだったから。
おもしろかったです。またきたいです。あかちゃんが
おもかったです。

子どもに分かりやすい内容だったようで、良かったで
す。実際に大学のふんいきが分かる。学生さんがい
る時期にも来てみたいです。（他の大学にも行って
みたいです。）

楽しそうだったから。
からだをたくさん動かせたから楽しかった。また、イ
ベントを開催してほしいです。

友達から。 友達にさそわれて行きたいと思ったから。 運動けいです。

おもしろそうだし、ダンスがすきだから。
すごくたのしくて、わかりやすかったです。ありがとう
ございました。

お母さんが申込んだ。 面白かった。まねっこが楽しかった。

楽しそうだった。
来てよかった。また行きたいと思った。ジェスチャー
が難しくて答えられないこともあったけど楽しかっ
た。

夏休みを充実して、いろんなことを経験したいです。

ダンスが大好きだから。 楽しかったから、来年もきたい。みんな大好き。 あいている時。
母にすすめられて。 もうすこしいろんなパターンあるといいと思う。
おもしろそうだったから。 せんたくしがもっとあって2日くらいあるといい。
学校ではできない体験ができるため。 とても楽しかったので、またぜひやってほしいです。
たのしそうだったから。 かみのけみるのたのしかった。
分からない。 楽しかった。
分からない。 色などうすめてたのしかった。

自由研究に良さそうかなと思ったので。
1年生に難しかったかなと思いましたが、意外と楽し
んでくれて、いい経験になりました。けんびきょうにも
興味をもったようでした。ありがとうございました。

代名とうめいになった生き物たちがおもしろそうだっ
たのでさんかしました。

まごとの勉強、工作（実験）とても楽しかったです。
機会があったらまた参加したいです。

息子が好きそうだったので。
けっこうはしったりたかったかったときに２いだったけ
とたのしかったです。

楽しそうだったから。
楽しそうだから。 モックカーのトーナメント。

友人より。
友人より誘っていただき、たのしそうだったので参加
しました。

くるまをつくってほんものでやると２いくらいだったけ
どたのしかったです。あとつぎにつくりたいのは木で
つくるいきもののおもちゃです。

工作をして、レースもできるから。

ぜひ、またしてもらいたいです。とてもたのしかった
です。重力の勉強もでき、親も勉強になりました。あ
りがとうございました。また、やって１いになりたいで
す。

大学の先生の授業を体験できるから。
ちらしをもらったから。 実けんきょう室。
たのしそうだから。 車をつくることがたのしかったです。
チラシを見てきょう味をもったため。 たのしかった。
チラシを見て興味をもったため。 たのしかった。
子どもが好きそうな内容だったため。

色々なことが学べておもしらかった。

重力のことや走りやすくする調整がとても楽しかった
です。

はやくはしれてよかった。
工作が好きだから。 今日のようなイベントやライントレースカーなど。
自分がおもしろそうだと思ったから。 船を作ってうかばせるイベントがやりたい。

どうやったら走く走れるかがわかった。
自由研究のおまけのため。
自由研究のため。

とうめいになった

ダンス

モックカー

キーホルダー

あなたも看護師

ココロの世界


