
 

 

１０００人 

アンケート 

2018年 

こども 

平成 30 年の秋、  

1,229 人のこども  

たちに協力しても

らったものをまと

めました。  

こどもたちの  

「生」の声が  

届くように、あえ  

て手を加えないで  

作りました。  

～地域とつくる支援の輪プロジェクト作成～ 

連絡先 大田区福祉部福祉管理課 03-5744-1244 
大田区社会福祉協議会  03-3736-2266 
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こども 1000人アンケート実施の経緯 

こども 1000人アンケートは、こどもに関わる仕事や活動をしている方に、

子どもの「生」の声を届けることで、改めて子どもの思いを知っていただくこ

とを目的に、昨年「地域とつくる支援の輪プロジェクト」の中で実施したアン

ケートです。 

昨年、地域とつくる支援の輪プロジェクト全体会で報告させていただき、多

くの反響をいただいたため、今回 1000人アンケートのまとめを作成させてい

ただきました。特に「大人に言いたいこと」「大人にしてほしいこと」の項目

について、子どもたちから様々な意見をいただきましたので、できる限り原文

のまま掲載させていただきました。 

子どもに関する活動をする方が、常に子どもの声に耳を傾け、子どもたちに

とってより良い活動ができるようにアンケートを継続していきます。 

１.アンケート対象 

アンケートは、主に大田区内の

子どもの支援活動をしている団体

を通じて回収させていただきまし

た。 

 その他、区内の学校にもご協力

していただき、回収させていただ

きました。 

 中には、子ども自らアンケート

配布を申し出てくれた子や、事務

局に直接アンケートを届けてくれ

た子もいました。 

アンケートの回答は、全体の１２２９名のうち小学生が一番多く４５％、次いで

高校生の３５％、中学生の１７％になっています。その他、就学前のお子さんにも

アンケートに答えていただくことができました。 

アンケート内容の傾向も年齢によって差がある部分もありますので、年齢によっ

て比較してみるのも面白いと思います。 
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3.こども相談室 

１２２９名のアンケートの結果を受けて、大人が

子ども達の声にどう応えるのか小さくても、なにか

しらのアクションを起こすことが大切だと考え、

2019年 8/28と 8/30の２日間、「気まぐれ八百屋だ

んだん」の一室をお借りして「子ども相談室」を実

施しました。 

数名の子どもが集まって大人と交流し、相談した

りしました。中でも占いをきっかけに自然と相談に

発展するなど、相談をする環境が大切だと改めて感

じることができました。 

子ども相談室を実施したのは、アンケートの中に

少なくない数の子どもが、「自分の意見を聞いて欲

しい」「大人に相談したい」という意見があったから

です。 

少しでも、小さくても今回のアンケートをもとに

なんらかのアクションが大田区中に広がると良い

と思っています。 

２.コドモとト---ク 

昨年実施した、地域とつくる支援の輪プロジェクト全体会の中で、1000人アンケ

ートをもとに、約 20名の子ども若者に集まっていただき、アンケート内容について

自由に話してもらいました。 

 会場からの質問にお答えする時間を設け

て子どもの生の声をお届けしました。 

 「子どもは制服で身元が分かってしまう

のに、大人は悪いことをしても分からない

ので理不尽」や「学習支援団体の先生だけ

が自分の夢を応援してくれた」など、様々

な意見や、感動的なエピソード 

も聞くことができました。 

 対話を通して子どもと大人の双方が思い

を共有することができました。 
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  【大人にしてほしいこと】 
  

4歳 本をよんでほしい 

 すべり台も 

 あそんでほしい 

 怒らないでほしい（かな？） 

 ？ 

  

5歳 ほめてほしいです 

 ゲームをさせてほしい 
  
  
  

6歳 あそぶ いっしょにあそぶ かぞくであそびたい 

 いっしょにいっぱい遊んでほしい 

 まっさーじー 

 だっこしてほしいです 

 はぐしてほしい。 

 テレビをもっと見せてほしい 手遊びなど、いっしょに遊んで 

ほしい 

 ぜんぶ （×2人） 

  

 おべんとうをつくる！ 

 りょうりせんたく 

 ぼくがいるときはおさけをのまないでほしい 

  

 自分がわからないことをやってほしい 

 10円とか 20円でかえるおかしやをつくってほしいです。 

 ゲームのじかんをもっと長くしてほしい。 

 はやくサッカーをやらせてほしい 

 マッサージで 1000ほしい 

 えきさん（えいきいんさん） 
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【大人にしてほしいこと】 
  

7歳 キャッチボール。 

 ゲームをつくってほしい 

 

あそんでほしい（×5人） あそび あそぶこと  

一緒遊んだり、お出掛けしたい。 

いっしょにあそんでほしいこと。 遊んでほしいと思ってます 

  

 べんきょう べんきょう（いっぱい） 

 まっさーじ 

 やってほしいことぜんぶ 

 こまったときにおしえておしい 
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【大人にしてほしいこと】 
  

8歳 デュエマをもっと買ってほしい 

 

あそんでほしい （×3人） いっしょにあそんでほしい  

遊び あそびやうんどうをしてほしい  

たまにはもっとあそんでほしいです。 

 一緒に DVD見て踊ってほしい 

 本を読んでほしい。 

 （パパ）いっしょにゲーム。 

 （おや）ポケモンカードのたいせんのしかたをおしえてほしい 

 キャッチボール 

 お母さんといっしょにサッカーしたい。 

 ドッチボール 

 公園とかいっしょに行ってほしい 

 ぬりえを作ってほしい。 

 家の人なら、だきしめてほしい。 

ちがう人なら、てつだってほしい。 

 だっこ 

  

 自分のやるしゅくだいをすこしおしえてもらいたい。 

 しゅくだい（×3人） 

  

 こうえんをふやしてほしい 

 じぶんのすきなごはんにしてほしい！ 

 あまやかず 

  

 バスケットボールを買ってもらう 

 本をかってほしい。（×2人） 

 たんじょうびプレゼントがいっぱいほしいです。 

 ゲームを買てもらう 

 ドラゴンボールカードを買ってほしい 

 かきん 

 えんそく 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】 

 ゲームソフトかって ゲームかってほしい 

 じてんしゃかってほしー～ 

 スマホ 

 ①ゆうえんちに行きたい。② 

 お母さんに、もうちょっとやさしくしてほしい。 

 おじいちゃんにもっとやさしくしてほしい 

 やさしくしてほしい（まま） 

 ？ 

 い子のジェットコースター 

  

 おうちのことぜんぶ 

 おいしいごはんをつくってもらいたい。 

 しほちゃんをそだてるのをがんばってほしいです 

 はたらく 

  

 いつもどうりでいい。 

 たのしくしてください 

 そのまま 
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【大人にしてほしいこと】 

9歳  

 いっしょにあそんでほしい いっしょにあそぶ あそび 

 お母さんがもうちょっといっしょに遊んでほしい 

 ゲームかいまくり 

 みんなであそびに行きたい 

 サプライジパーティー 

 パパに早く仕事おわらして！！ 

 いっしょにあそぶ あそび 

 運動 運どう 

 ゲームパーティ 

 しゅくだいのてつだいなどしてほしい。 しゅくだい 宿題 

 だっこ 

 先生おもしろい話をして 

  

 ボールをふやしてほしい 

 買ってと言った物を買ってほしい なんでも買ってほしい  

なんでもかってもらいたい なんでもかってもらう。 

 あんまりおこってほしくない 

 本をいっぱいかってほしい。 

 おやつをかってほしい 

 グミほしい 

 スマホをかってほしい （×2人） 

 ゲームを買ってほしい 

 おこづかいちょーだい！！ 

 ニズニーランド 

  

 すぐ、おこらないで！ 

 すぐおこらないで、いってからおこって、 

 注意するなら優しくして！ 

 休みじかんを長くしてほしい やすみ時間をふやしてほしい 

 日・土ようじゅぎょうけしてほしい。 

 しくだいをすくなくしてほしい しゅくだいへらす 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】   

 子どもの話をちゃんときいてほしい！ 

 ゆうことをきいてほしい 

 新しいものをやりたいので作ってほしい 

 こうえんをつくってほしい（アスレチックなど、ほかのこうえんにないものをいれて

ほしい） 

 たすけてほしい 

 同じことを言わないでほしい 

 たばこをすった道におかないこと 

 なんでもいいです。 

  

 しょやくねて 

 いいくらしができるようにしたい 

 長生きしてね♡ 

 ずっとずっといきつづけてほしいです。 

 やさしいからしてほしいことなし。 
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【大人にしてほしいこと】 

10歳  

 おかあさんともっとあそびたい。（×2人） 

 もう少し遊んでほしい。 あそんでほしい（×2人） 

いっしょにあそんでほしい 

 一緒に公園で遊びたい！！😊 

 ゲームのこうりゃくをおしえてほしい 

 子どもとの時間をふやしてほしい。 

 楽しい話をもっとしたい！！ 

 子どもを楽しませること おもしろい事をしてほしい 

 ピッチング 

 うんどう 

 せんたくものをいっしょにたたんでほしい 

  

 サッカーシューズほしい。くつほしい。 

 物をかってもらう 

 なんかかってください。 

 ゲーム・本を買ってほしい。 

 リーメント 

 ＳＯＸ 

 すきな食べ物のりょう理を作ってほしい 

 ゲームかってほしい。 

 （デュエマ）ボックスをいっぱいかってもらうこと 

 ゲームなどをたくさんかってもらう 

 プレゼントが欲しい 

 もっといろいろ買ってほしい 

 子どもの日にプレゼントほしい 

 おかねをちょうだい 

 おこずかい 1万万 

 お年玉をふやしてほしい。 

 どっかいきたい 

 ＮＢＡをみにいきたい。（バスケ） 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】     

 
やさしくしてほしい。すぐおこらない。 

同じことをなんどもゆわないでほしい。 

 友だちがいない所で強くおこらないで。最初から強くおこらないで。 

 うるさくおこらないでほしい ねてるときにうるさい 

 自分でメリハリつけるからなにもいわないでほしい 

 自分のしごとをきちんとして下さい 

 はらいたくならないようにはらにいいメシ作ってくれ！！ 

 仕事をがんばってほしい。 

 もっと勉強してほしい 

 いまのままでいい 

 子供がシートベルトやヘルメットをしないからよびかけ。 

 わかんない わかりません。 ？ 

 なにかをうまくなるこつ 

  

 ゲーム時間を増やして 

 りっぱな大人になりたいです 

 おこずかいふやしてほしい。 

 土曜授業をけす。 

 宿題をへらす。宿題は学校でやりたい。 

宿題をへらしてほしい（先生） 

 おさがりばかりは、やだ。もっと自分で服えらんでかってほしい。 

 ぼくがもし悲しい事などがあったら、お父さんやお母さんに相談に乗ってほし

い。 

 あそんでる友だちともっとあそばせてほしい 

 もっとあそんでいいといってほしい！ 

 サッカをやめたい 

 ならいごとをやめさせてもらうこと（野球いがい） 

 ぼく一人ぐらしをしてみたいです。 
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【大人にしてほしいこと】 

11歳  

 もっと遊んで～ 

 あそぶ？ 

 家庭学習で苦手な問題を教えてほしい！  

 旅行やあそんだり、家にともだちをよびたい！ 

 勉強の手伝い 

 マッサージ 

 こまったときは助けてほしいです。 

 ゆっくり話しをきいてほしい 

 もっと出かける時間をつくって！ 

 もっといっぱい話たい 

 いっしょにて伝いをしてほしいです。 

 ゲームを一都にする。 

 ゲームする時間をのばしてほしていです。 

 ゲームを一都にする。 

 スマホもっていきたい！       

  

 給食はえらびたい 

 外国語× 

 学校でプリクラ   

 ダイエット 

 宿題なくす！ 宿題をへらしてほしい！！ 

 テストでてんすうつけなで！ 

 体育もっとやりたい 全部の運動をしてほしい 

 席がえいっぱい 

 友達を家に呼びたい 

 ダンスの練習をもっと増やしてほしい。 

 かぜのよぼう 

 ちりばるこちゃん 

 じぶんでこはんつくりたいよ 

 火花大会 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】   

 トレーニング 

 とくぎ 

 旅行に行きたい 

 もう少しこまっていることをちゃんときいてほしい。 

 １日だけ自由な時間がほしい 

 休日をとってほしい 

 べんきょうばっかさせないであそばせてｗ！！ 

 ・ぼくのこと注意して大人ができていないのやめてほしい 

 ・ようじをもう少し少なくしてほしい。 

 「大人だから」っていうのをやめてほしい。 

 子供達の声に耳を傾けてほしいです。 

 スケボーなどをのるところをふやす。 

  

 ドラえもんが欲しい！ 

 お金がほしい おこずかいを増やしてほしい（×3人） 金をくれてもいいと 

 ほしいものをもっとかってほしい 

 新しいスマホ買って～ あとおこづかいちょうだい 

 お年玉を増やしてください。 

  

 おこらない 

 やさしくしてほし やさしくすること 

 １回でもいいからやさしくしてほしい 

  

 消費税を下げてほしいです 

 大田区を変えろ！ 大田区をあんぜんにしてほしい！ 

 日本の財政をどうにかしてほしい 

 せかいをこわしているのをやめろ 

 あべをけいむしょにぶちこんでくれ 

 いじめをなくしてほしい 

 

 

 

 



13 

 

 【大人にしてほしいこと（続き）】   

 
きんえん  禁酒←なぜならよっぱらってほしくない！  

お酒を飲んでよっぱらわないでほしい。 

 ボランティア、パトロール、なかよくする、犯罪たいさく、ポイステ、不法とう

き、さぎ、けんか、マナーを守る。 

 ほうりつを守ってほしい 

 子供がみならえる人になってほしい。舌うちとか。 

 ポイステしたら中いしてほしい 

 あるきたばこをやめてほしい。 
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【大人にしてほしいこと】 

12歳  

 ニンテンドースイッチを買ってくれ!（親） 

 「なんでもかってくれ」 いろいろ買ってほしい 

 ドラえもんがほしい！ 

 ゲームをくばる 

 金をあげてほしい。 お金下さい  

 おこづかいをください。 おこずかいがほしい こづかい UP!！  

小ずかいふやしてほしい。 

 しょうらいのためにいろいろかってほしい 

  

 もっと優しくして下さい。 

 優しい心で広い心で、対応してほしい 

 おとなにやさしくしてほし 

 てつだてほしい。 

 真面目に生きてほしい。 

 楽しい生活を送れるようにしてほしい。（今のままでいい。） 

  

 環境保護、災害を重要視すること。 

 あるきタバコをしてほしくない。 

 たばこをあんまり前ですわないでほしい。 

 悪い事はするな（ポイ捨て・ちかんなど）。 

 電車で大声でさけぶな 

 家でよっぱらわないでほしい 

 禁えん！禁酒！ 

 平和にしてほしい 平和の日本にして！！ 

 けんか 

  

 「ながばなしするな」 

 夢をけなさないでほしい。 

 外国語×  

 ？  べつにー 

 バンジージャンプ 

 目玉おやじ神様のへやのそうじをもっとさせてほしい 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】   

 メダカ 

 学校ケータイ OK! 

 給食えらばせて！ 

 国語＆書写＆音楽いらない！ 

 だいえっと！ 

 体育ふやして！ 

 宿題なくす！テストなくす！ 

 席がえは１時間とる！ 

 しゅくだいをなしにしてほしい しゅくだいなし 宿題（×2人） 

 うんこのみりょくをみんなに教えて 

 あそぶ 

  

 自由を下さい 

 子供にも決めるけんりか、意見を聞いてほしい。 

 小さな事でもめないでほしい。 

 短期にならないでほしい。 

 ぶつかって謝っても舌打ちで無視するな。 

 舌打ちしないでほしい。 

 子どもの会話にはいらないでほしい。会話にはいらないでほしい。 

 子供のことを信じて欲しい 

 もう少し子供によりそってほしい。 

 今なにが起ってなにがいけないのか教えてほしい。 

 子供もさんかできるボランティアがあるとうれしいです。 

  

 無料で遊べるところをたくさんつくってほしい 

 ボール禁止の公園を減らしてほしい 

 

公園のルール厳しすぎる。 

ボール遊びだめ←？ローラのついているもの→×？ 

公園のルール改善してほしい！！ 

 大田区にもっと遊び場所を増やしてほしい 

 バスケットゴールを増やしてほしい 

 平和の森で野球をさせてほしい。 
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【大人にしてほしいこと】 

13歳  

 はなしをきいてほしい。 

 いっしょにデパートなど行きたい 

  

 お菓子買って下さい 

  

 日本を安全な国にしてほしい。 

 どんどん若い人が活やくできるしゃかいをつくってほしい。 

 法律を守ってほしい。 

 せんきょにわかいひとがさんかしてほしい 

 あるきタバコをやめてほしい。 

  

 
いしさんにまさきくんトイレニアズハアガドアンペッチにまさきくんいしさ

んずこる 

 バンジージャンプ 

 校則をゆるめて欲しい。  校則をゆるくすること。 

 子どもに優しくしてほしい。 

 スマホいじるだけで見ないで欲しい（特に高齢な方） 

 隠し事があるなら隠し通してほしい 

 えらそうにするな！ 
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【大人にしてほしいこと】 

14歳  

 バスケットのしあいで見てほしいです。 

 相談にのる 

  

 子どもの事を考えてほしい 

 もう少しこっちの意見を聞いてほしい 

 敬語で話す 

 今を楽しませてください。 

 歴史にんしきをあらためてほしいです。 

 ルールの緩和を検討してほしい 

  

 
おこづかいをあげてほしい。おこずかいを増やしてほしい。 

おこづかいＵＰ。 

 小説買ってほしい 

 好きなものを買ってほしい 

 道端で会ったらお菓子を下さい 

 お金を渡してほしい  お金をください（×2人）  

給料の 1/2を私に下さい。 

 中学校に授業でノートを書くんじゃなくて、税金で自分専用のタブレットが

ほしい！ 

  

 ほめてのばすをモットーにしてほしい 

 やさしくせっしてほしい 

 笑顔でいてほしい 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】   

 休日を増やしてください！地球温暖化の件よろしくお願いします。 

 この国を良い方向に変えてほしい！！ 

 年金問題を解決してください 

 もっとたばこの値段を上げてほしい 

 子どもの近くでたばこをすわない 

 禁えん場所（道など）でタバコをすわないでほしい 

 タバコを吸わないで欲しい（×2人）  タバコをやめる 

 周りの人たちのことも考えてほしい 

 ルールを守ってほしい 

 家でそっとしといてほしい 

 人それぞれやり方が違うから文句を言わない。 

人の趣味にまで口を出さない！！その他もろもろ 

 プロ野球のピッチャ 

 お弁当をつくる 

 放置 

 なんもすんな 
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【大人にしてほしいこと】 

15歳  

 もっと話す言です 

 これからも支えてほしいです。 

 察っして 

 子供のことも考えて下さい 

 子どもへの気づかい。 

 新しい権利、または夢へのアドバイスがほしいです。 

  

 おおとろサーモンがたべたい おおとろサーモンをたべさせて（×2人） 

 欲しいものをどんどん買って欲しい。 

 自転車を買ってほしい。 

 教育費くれ 

 こづかいがほしい お年玉ください。 

 金をくれ お金がほしい（×2人） 金をほしいこと 

 自分に募金 

  

 もっと優しくしろ    優しくしてほしい。 

 子供にやさしくしてほしいです。 子供にもう少し優しく接しろ 

 もっと子供を大事にしてほしい。特に虐待はダメ！！ 

  

 仕事がんばれー 

 生きて欲しい 

 たのしくしてほしい 

  

 公共のルールを守ってほしい 

 たばこ吸わないで。変に話しかけてこないで。たん吐かないで 

 自転車のマナー講座 

 上から目線でえらそうな態度をやめてほしい！！ 

 無理に人と仲良くさせないでください。 

 職権乱用しないでほしい 

 勉強しろって言わないでほしい。 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】   

 タバコを吸わないでほしい。 

 地域の人と仲良くできる環境を作る 

 せめて世界中の人たちが家、着衣、食事に困らないようにしてほしい。 

 いつもどおりの生活・平和な世界作りへの協力 

 税率を上げなくても、国への金の収入が上がるような政策 

 社会貢献 

 自分の住んでいる地域を盛り上げること 

 大田区を渋谷みたいにしてほしいです。 

 電子マネーの普及率を高めてほしい。 

 難病を持っている自分や子どもでも他の友達と変わらないように高校に通えて、 

（全日制）きちんと卒業できるような環境が欲しいです。 

 小学校の状況調査。悪い方向に進むきっかけがたくさんあるから。（先生によ 

るひいきなど） 

 きゅうりょう上げろ 
  

 子どもの立場になって考えてほしい 

 もっと理解してほしい、子どもだからとなめないでほしい 

 自販機の飲み物全て 8100円 

 大人らしくしてほしい 

 自分でやりたい事をやればいいんじゃないですかね。 

 学校、お金、仕事以外に大切なものを教えるべき 

 仕事での人手不足を減らしてほしい 

 ニートは働け 

 自分のへやをすきにつかわせてほしい！ 

 自分の非は認めてほしい。 

 運動する場所を増やしてほしい。 

 宿題をすくなくしてほしい 

 数ありすぎて答えられない。 

 だから大人だってば！ 

 しねしね 

 仕事 

 変わりにテスト受けてほしい 

 死ぬまで子供でいさせて 
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【大人にしてほしいこと】 

16歳  

 めがねをかってください。 

 ゲーム機買ってほしい 

 歩くＡＴＭになれ 

 お金の配布、９０％offクーポン 

 金くれ（×3人） お金がほしい（×2人） 

 おこづかいふやす（×2人） おこづかいがほしい 

 お金をくばってください 

 貯蓄 

  

 バスケコートをつくってほしい 

 昼休み運動ができる環境がほしい 

 つかれない環境がほしいです 

 音楽スタジオをつくってほしい 

  

 やさしくやってほしい やさしくしてください 優しくしてほしいです 

 大人は黙って子供をみておけ 

 優しくしてほしい、いつまでもお年玉がほしい 

  

 景気をよくしてほしい 

 安心安全な社会を作って頂きたい。 

 町に緑を増やす。 

 法制改革 

 外国と平和にしてください 

 消費税を下げてほしい 

 世の中を明るくしてほしい 

 まっとうな政治 

 税金のあれやこれやの見なおし 税金減らせ。 

 もっといじめについて取り組んでほしい。じゃれあいだと思ってスルーするのは

どうかと思う。 

 緑化、世界平和 

 高校生のバイトの時給を上げてほしい 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】   

 安全運転 

 モラルやマナーを守れ 

 歩きタバコをやめてほしい 

 口調悪すぎからなおした方が生徒がついてると思う。 

 たばこをすうな  禁煙 

 ちゃんとしてほしい 

 キレイごとばっかいいすぎ、ペコペコうざい、表で良い顔しすぎ 

 好きなものを非定する常識を考えなおしてほしい。 

 レポートの星をへらしてほしい 

 オリンピック中止 

 いじめの対処。根性論をすすめる人を止めてほしい。 

 子どもの能力を見て差別する人を止めてほしい。 

 事が起こる前に動け。 

  

 新し考えを持つ事をしていただきたい。 

 おめえら外で遊べ！！ 

 ＬＩＮＥをいちい長文にするな。 

 知らない 

 目の前から消え失せてくれ。 

 うんこ 

 お金、使っていいんだよ。 

 期待していない 

 めいそう 

 しっかりと休むこと 

 フットサル 

 いろいろ 

 ナーブギアを作ってください 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】   

 正直に答えること 

 年上だからといっていばらない 

 自分えらいと思いすぎ 

 自分の機嫌で態度を変えないで。 

 上から目線をやめろ 

 視野と器を大きくしてほしい 

 りふじん、完璧大人が悪いのにあやまれよ。 

 理不尽め！！ 

 あらそうのをやめてほしい。 

 自分にできることと他人にできることをごちゃにしないでほしい。 

 自分の考えをおしつけるな 

 大人の都合で子供を動かさないでほしい 
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【大人にしてほしいこと】 

17歳  

 あそんでほしいです。 

 ボードゲームの相手、子をもっと見てほしい。外面じゃなく内面にも 

 手助け。 

 ちゃんと子供の意見も尊重し、その意見も考えてほしい。 

 人の話をちゃんと聞く もっと話をしっかり聞いてほしい。 

 子供の気持ちを考えろ。（自分だって子供の時あるんだから。） 

  

 かわいがってほしい、おこらないでほしい 

 おこらないでほしい。やさしくしてほしい。ちゃんと話しを聞いてほしい。

かまってほしい。 

 こどもにやさしく、笑顔、ことばづかい 

 やさしくしてほしい 

 暖かい目で見てほしい 

 心が広い人を増やして 

 思いやりを持つ努力 

 やさしく。 

 やさしくなって 

 見守ってほしい。あとこども食堂のような温かい場所をつくってほしい！ 

 優しく見守ってください 

  

 copicを買ってほしい 

 ディズニーの年パスください 

 毎月図書カードが欲しいです 

 お金が欲しい（×6人） お金もらう お金ください 

 お金分けてほしい みついでほしい 金をくばってほしい 

 お金持ちになってほしい 

 おこづかい多めにしてほしい 

 月１万円を僕の口座に納めなさい 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】   

 ブラック企業をなくしてほしい！ 

 ユニバーサルデザインの製品を増やしてほしい 

 地熱発電を増やしてほしい 

 福祉の給料上げてほしい 

 困っている人を見つけたら助けてあげてください。平和な世の中をつくりまし

ょう 

 受験（入試）を無くしてほしい。 

 時間＝生産性の考え方を改め、国民を働く機械ではなく、人間として接し、対

応していくための企業体制をつくってほしい。 

 社会改良 

 日本の政治をどうにかしてほしい 

 もっと社会を大切に 

 法の改正をしてほしい、今の現状を理解し、もっと進んでほしい 

 免税 

 税金安くしろ 

 学校・生徒の態度を直してほしい。（今は SNSトラブルなど） 

 シリコンウェーハーの生産を国営でやってほしい（×2人） 

 ブラック企業撲滅 

 13歳以下はネットの使用禁止 

 納税（×２人） 

 景気よくして 

 年金のこして 

 大学の二次試験の合格者数を減らさないでほしい 

  

 常識的な正しい行動をしてほしい！ 

 あいさつ 

 公共機関の交通費が高い（おこづかいが減ります）、優先席はちゃんと譲って

子供にお手本を見せるべき 

 タバコをやめろ 
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【大人にしてほしいこと（続き）】   

 レポートをなくす。体育をふやせ 

 ファッションに自由を。 

 授業（学校）の一貫としてトレーニングの導入をしてほしい。 

 スパイダーマン好きになる 

 筋トレしてほしい。アメリカに負けない体力作り。 

 ライブスタジオとか増やしてほしい 

  

 子供のことを理解して。子供のやりたいことを自由にやらせてほしい 

 あんまりかまわないでほしい よけいなことをしないでほしい 

 自由にしてほしい（×2人） 

 もっと時間を自由をください。 

 好きにさせてほしい 

 いちいち口出しして来ないで静かに見てろ 

 静かにして 

 子を見守る。子だけで解決できない時は大人として手をさしのべてほしい 

 もっと同じ目線で見る、まだ未成年だからといって子ども扱いしすぎ、調子に

乗らないでほしい 

  

 ちゃんとしてほしい 

 一般常識を改めて考えてください 

 金だけ置いていって、母国帰れクソババア、人に暴言を吐くなと言う割には自

分はどーなのかを見つめなおせ老害共 

 仕事しろ。年金やらねーよ？ 

 ケーキ 

 合唱 

 ゲーム 

 読書 

 減ってほしい 

 仕事 

 人の悪口とかいわないでほしい（小さい子達がマネしちゃうから） 

 

六郷は変なところはゆるくて、どうでもいいことだけきびしいからなおしてほ

しい！ 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】   

 1000人ってかくならピッタリ 1000人にアンケートとれ 

 進路について口煩く言わないでほしい。迷っていること自体が悪いことのよう

に、責められているように感じるから放っておいてほしい。 

 学校へ行くことが当たり前だと思わないで。友だちがいない子からしたら地ご

くです。 

 古い考えを捨ててほしい。 

 もっと子どもを敬って 

 嫌なことや気に食わない事があっても、子供に当たったりしないでほしい 

 子どもを自分と同じあつかいをしてほしい 

 正直にしてほしい 

  

 大人になってほしい 

 正しい大人の在り方を教えて下さい 

 大人になりたくない 

  

 余計な口出しをせずに挑戦を見守ってほしい 

 しなくていいことをしないでほしい。 

  

 周りと比べないでほしい。 

 周りをよくみること。 

 

私は働くことが楽しくて、幸せで、たくさん働きたいんです。バイトしてるか

ら体を壊すとか、そんなのは嘘です。違います。バイトはストレス発散の場な

のです。どうか私に８時間以上の労働許可をして下さい。 

 何も期待はしていないので何もないです。 きたいしていない 

  

 広い心を持ってほしい、ノリにのってほしい 

 顔を上げて、しっかり前を向いて生きてほしい。 

 何もしなくていいです。楽しそうにしててほしい 

 休みをしっかりとる 

 生きていてほしい 

 もっと幸せに生きて。 

 健康でいてほしい。頑張れじゃなく頑張ったねっていってほしい。 

 

 



28 

 

 

【大人にしてほしいこと】 

18歳  

 日本の景気をよくして下さい。 

 ブラック企業はホワイトにしてください。 

 未来をになってほしい 

 日本を少しでも良い方向に変えてください。 

 政治を辞めてほしい。税金を何に使ってるか教えてほしい。 

 昆虫を保ごしてほしい。 

 自然をとりもどして欲しい 

 せいじかの給料減らせ 

 真の日本国民の事を考えられる人が日本の中枢にいられるような社会を作っ

て欲しい。 

 未来の子どもを担うための施設を作って欲しいです 

  

 お金ください。（×2人） 

 もっとみついでください みついでください 

 おこづかいがほしい（×2人） 

  

 おこらないでほしい。 

 怒らない 

 優しくて寛大な心を持ってほしい！！ 

 優しくしてほしい 

 やさしく、言葉づかい 

  

 体臭・口臭チェック 

 満員電車でうしろからおされるから仕方ないみたいな感じを装っておもいっ

きりおしてくるのをやめてほしい。 

  

 ほっといて欲しい 

 ・無駄なプライドを無くす  

 いばるな。（×2人） 
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 【大人にしてほしいこと（続き）】   

 しっかり話を聞いてほしい。 

 （こども）人の話を聞いてほしい 

 子供に対してもっと身近になって 

 ・有言実行 

 ・柔らかい思考 

 ・年功序列制度の廃止  

 ・必要なものとそうでないものの正しい判断 

  

 もっと将来で役立つような面白い話などをしてほしい 

 何でも「若者は…」って言わないでほしい 

 若者にお手本にしたいと思われる行動。 

 見本となる大人になってほしい。 

 性格、考え方 思い 

 社会での人間関係を知りたい 

  

 もっと子供の気持ちを考えて 

 少し対等に扱ってほしい。 

 誰の意見でもしっかり耳を傾けて欲しいです。 

 子供の意見をしっかり聞いてほしい。 

 もう少し自由にしてほしい 

  

 
人によって変わる 大人がどんな人かによってしてほしいことが変わり 

ます。 

 わかりません。 

 たくさん 

 何ができるんですか？ 

 もっと人生楽しもう！ 

 働け  正しく働こう 

 今のままでいい。 

 ながいきしてください。 

 夢をもつ 

 休んでほしい。 
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【大人にしてほしいこと】 

年齢未記載・その他 

 やりますねえ！ 

 お金が欲しいです。 

 「年齢欄に 1204、と記載」笑わないで、息をしないで 呼吸しないで しあわせに

なってほしい。 

 おもしろいこと 

 あそぶ 

 たよらないので大丈夫です。 

 なでもいい 

 ゲームかってくれ 

 ビデオ出演 

 テロ組織の撲滅 

 日本の平和 

 ？？？！ 

  

 あそんでもらいたい 

 とらんぷをしてほしい 

 とらんぷで、あそびたい 

 だきしめてほしい 

 「年齢欄に、こじんじょうほうなので教えません、と記載」仕事、その他 

 「年齢欄にこじんじょうほう、と記載」ない 
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【大人に言いたいこと】 

４歳  

 ブランコとかいっしょにしてほしい 

 おともだち 

 クリスマスケーキいちごがいい。 

  

５歳  

 いっしょにあそぼ 

  

６歳  

 レストランつれってほしいこと しょこうにいきたい。さがにいきたい 

 ゲームをしてほしい 

 アンパンマンをもっと見せてほしい ダメっていわないでほしい。 

 サッカーボール・ドッジボールとかできるこうえんをたくさんつくってほしい 

 いまなんじ？！ 

 じやるおきさん（JRおきゃくさん） 

 もっとマシュマロを焼くひをふやしてほしい 

 スイミんぐでうかったらゲーむのそふとかって 

 おさけのむなー 

 ドっキリ 

 いろんな 

  

 がっこうのせんせい おこらないでほしい。 

 ママがおこるとこわい 

  

 これからもいっしょにあそぼう 

 だいすきっていいたい。  だいすきっていいたいです 
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【大人に言いたいこと】 

７歳  

 テストで 100てんとったとき 

 もうちょっと兄に、おこってください。 

 いもうとがふざけていること。 

 あきたかて、よばないで あーきなんで 

 もんく 

 むりしてたべない（給食） 

 ねたいです！！ 

 にんぽうきえのじゅつ 

 ほうれんそう 

 かめんらいじおうしッー 

  

 キッザニアにつれってって 

 さんたさんにおもちゃをもらいたいです 

 お金がほしい 

 おもちゃ 

 カラオケにいきたい 

  

 「おこらないで。」 

 もんくをゆうな 

 おこられたらやだ 

 テストで 100てんとったとき 

 だめなときはおこて 

  

 
ミサイルをとばさないでほしい  

もっとやさしくしてほしい 

 おさけのむな 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 【大人に言いたいこと（続き）】   

 ねん土でつくったことをはなしたい 

 あそんでほしい 

 もうちょっとだけわたしのことを見てほしい 

 どこでもいいからつれってって 

 いっしょにいたい 

 こまったことをいいたい 

 わたしの、べんきょうを、おしえる。 

  

 どうやってやったほうがやりやすいですかときくのがおおい。 

 おかあさんいつもありがとう。 

 なんでも OK 

 ありがとうございます 

 ままとかです。 

 パパ ママ 

 いつもママがかわいがってくれる。 

 大好き 
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【大人に言いたいこと】 

８歳  

 ぼくが思ったり伝えたいことが伝わってほしいよー 

 そろばんうまいですか。 

 （先生）ふざけるのをどうにかしてください。 

 今日学校でのできごと。 

 そうりだいじん様にあいたいです。 

 おべんきょうしているよ。 

 ごめんなさい（いつもおこられているから） 

 けんかのこと、とかいろいろ 

 しゅくだいへらしてほしい 

 頭がいいですね。 

 宿題をなくしてほしい 

 学校なくしてほしい（あそびだけがいいってこと 

 お父さんには、じゅけんするからじゅくはいりたい。 

 もっと外であそびたい 

 なんで夜あそくにねるの？ 

 いちどやなことがあたのでおかあさんにいいたいです。 

 いやなことがあったとき 

  

 かきんして 

 ゲームの時間をふやしてほしい（×２人）  ゲームがしたい 

 ３Dかって 

 ゲーム買って ゲームのこと 

 もっとずかんをかってください 

 ちゃいむがほしい。 

 なんでもかって 
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 【大人に言いたいこと（続き）】   

 （パパ）外で遊ぼう！ 

 いろいろ所に出かけたい。 

 もっと遊びたい。 

 どうぶつえんにいきたい 

  

 おこるな  あんまりおこらないで 

 もうちょっとこえを小さくおこってほしいです。なぜかというとほかのともだち 

の耳がこわれます 

 （お父さん）こまくがやぶれるのでおこる時もっと声のトーンをさげてください 

  

 タバコすうな～びーるのむな～ 

 どうやってめんきょをとるんですか。 

 だいとうりょうへ 日本をかえてください 

 しぜんかんきょうをあんまりはかいしないでください。 

 さつじんのない世界 

 ごみをふやさないで 

  

 いつも元気でいたい 

 いつもありがとうね ありがとう（×２人） 

 いつもありがとうございます。 いつもありがとう。 

 3年生、のせいかつもあと 4月ぐらいですね。あと 4月ぐらいたんにんとしてよ 

ろしくおねがいします 

 家の人ならだいすき！ちがう人なら、あいさつ。 

 大すき～ 
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【大人に言いたいこと】 

９歳  

 しゅくだいをすくなくしてほしい。 

 いちいち宿題しろ！！とか言わないでほしい。 ゲームの時間を長くして 

 いつゲームができるか。 ゲームしていい？ 

 先生…宿題へらして！！親…おこづかいふやして！！ 

 おこづかいを４年生になったらふやしてほしい。 

 おこづかいがほしい 

 自転車がほしい（×２人） 

 鰈をつりたい。 

 ゲームをかって プロやきゅうのしあいにつれてって 

  

 もっと遊びたい 

 やすみじかんをふやしてほしい。 

 休みをふやしてほしい 

 15分休みをふやしてほしい・楽しいじゅきょうをふやしてほしい 

 ボールをつかえる公園をたくさんつくってほしい 

  

 ふうふげんかやわるいことをしない 

 （けんかにかんすることなのでちょくせつ話します。） 

 なんでも大人の言うことをきくのやだ！！ 

 皿そんなにわるな。 

 子どものことを分かってほしい 

 なんで、おこったときにすぐ後、やさしくなれるの？ 

  

 きらいなこと（いやなこと） 

 友だちにちゅういされる。 

 学校がつまらないいじわるされるのがやた 

せきがえしてからなかがわるくなった 

 いっつもいっつもすこしのことでたたいたりおこったりすんの本当にやめろ！子供の 

気持ち考えて 

 いじめられることがおおいからたすけてほしい 
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 【大人に言いたいこと（続き）】   

 たばこやかんなどのごみをこうえんなどにつてないでほしい 

 タバコはきつえんしつでして 

 タバコとしんごう赤でわたるな 

 おとなげない 

 たとえば 11才いかはだめをなくせー。 

5才で 0才でもいいだろー 

 こしあんがおいしいです。 

 虫が多い！ 

 かんじをもっとおしえる 

 ひまなときといそがしいときがある！！！！！！！！！！ 

 少し自由にしてほしい 

  

 お母さんがもうちょっといっしょに遊んでほしい 

 こまったこと、きょうのあそんだこと 

 すきな人そうだん 

  

 ありがとう（×２人）  いつもありがとう 

 楽しかった事。 

 パパ大好き 

 大好き♡ 

 人生短いから１日１日大切に♡ 

 いつもやさしくしてくれるのでうれしいです。 

 おかあさんやせんせいがだいすきです 
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【大人に言いたいこと】 

１０歳  

 
大人だからっていばりすぎ。大人は昔生きれたからきそくがきびしいけど、 

今はもう時代がちがうから好きにやらせてほしい。 

 家のべんきょうをふやさないでほしい。 

 好きなのにしたいのに、「だめ」とか決めつけないでほしい。 

妹にもいってほしい。全部私に言うのはやめてほしい。 

 

やってほしい事を上から目線で押しつけ内でほしい。 

今やろうとしているのに、「これやって」と言われると、 

「今やろうとしてたのに」となる。大人は子供より立場は上だが、 

王様ではない。 

  

 今やろうと思っていることを、なんでも言わないでほしい 

 自由にさせてほしい（何もかも） 

 次から次へといろいろ言わないでほしい！！ 

 自分のことは自分でやるので「てつだって」などをいうまでてつだわないで。 

 おつかい 

 おれのいうことをきけ 

 野球ではオレがエースだ。 

 ならいごとにやめさせてください（野球いがい） 

 おさがりばかりじゃやだ。 

 ママ 

 あんたそんなこときくのか 1万円くれ 

 白髪はなんで生えるの？なんで白髪抜くの？ 

 あいうえお 

 ハロー！！ 

 おこづかい制度を始めてほしい 

 勉強ばっかさせるなー！ 

 先生もっともとおもしろくなりない。 

 つかれた 

 たまには言うことをきいてください 

 もうしこしおそくして、7時になるでもよくない。 
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 【大人に言いたいこと（続き）】   

 
大人だからってえらそうにするな！！自分のことは認めてほしい。 

「今の子どもはだめだ…。」というのをやめて！！ 

 しょうひぜいを上げるな！といいたい。学校でスマホを配ってほしい。 

 なんでも買ってもらえる。 

 おこずかいアップとしゅくだいなくしてほしいとスキーをかってほしい 

 ゲームかって 

 お金がほしい 

 かせいでほしい 

  

 やさしくなろう！！  やさしくしてください 

 あんんまりおこんないでほしい  おこらないで！ 

 すぐにおこるな！！ あまりおこらないでほしい 

 いっぱいおこるとかんきょうにかかわってストレスになっちゃうから、 

あんまりおこらないでー！ 

  

 平和な世の中を作っていってほしい 

 消費税を上げないで 

  

 「遊んで～！！」 

 今日学校であったことを、お父さんや、お母さんに話す。 

 あそんでる友だちのこと 

 料理を作ってくれてありがとう 

 あんがと 

 長生きしてください！！ 

 パパいつも遊んでくれてありがとう。 
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【大人に言いたいこと】 

11歳  

 カードゲームでいいから学校にもっていきたい！ 体育の時間をふやしてほしい 

 べんきょうばっかさせないであそばせてｗ！！ 

 タイヤがついているおもちゃはダメなのがいやだ（スケボーとか） 

 もうちょっと遊ぶ時間がほしい 

 おかいものいきたいいー 

 プリキュア 

 ゲームをもっとやりたい 

 宿題なくせ！４時間じゅぎょう！ 

 もっと難しい勉強をやりたい 

 図書の時間をふやしよほしい。 

 勉強がきらいだー 

 いっつも勉強家でしてもっとしてって言うからやるきがなくなる。 

 いちいち、おこごとを言わないでほしい。「べん強して！」→分かっているけど 

今は休みたい！ 

 先生、宿だいしてもいい？ 

  

 たまには親なしで友達と買い物がしたい！ 

 「子どものこともっとかんがえろよ クズ」 

 いろいろやめなさいっていうのはやめて 

 学校ルールをへらしたい。 

 私をこきつかうのをやめてほしい 

 もっとゲームがしたい。もっとおそい時間までサッカーをしたい!! 

  

 子どもは早くねて、なぜ大人はおそくねるのか。 

 勝手にしきるな！！！話きけ！！！ 

 ずるい 

 自分のことをやってからにして！ 

 イライラしているときに人にあたらないで！！言いたいことを言わせて！！ 

 大人だからいげらないでほしい 

 なんでそんな上からめせんなの？ 
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【大人に言いたいこと（続き）】   

 ぼくに言いたいほうだいゆわないでください。 

 早くおわってほしい時にどうでもいい話をはじめないでくれ 

 玉城デニーって本名かよ？！ 

 いわない 

 しんださきのこととか親がしんだあともかんがえちゃうからそれがいや 

 何でも OKです。 

  

 新しいスマホ買って～  

 お金ください。 おこづかいちょうだい 

  

 みんなぼくをおこりすぎです 

 あまりガミガミ言わないでください。 

 すぐにおこらないでほしい！（×3人） おこらないで 

 人の話聞けよ すぐおこらないでほしい 

  

 消費税をゼロ！（５％にもどせ）←買う人と増える 

 政府変えてください 

 ぜいきんを 8％から 10％にしないでほしい 

 高齢者ばっかりに金かけんのもいいけど子供にも金かけてほしい 

 なぜあべがそうりなの？しょうひぜいの必要せいとは？ 

  

 歩きスマホや歩きタバコ、ポイステなどをやめてほしい。マナーを守って 

文句をなくしてほしい。 

 タバコをポイ捨てしないでほしい。しかも、すってはいけない所ですって 

ほしくない。すってない人がガンになるかもしれないから。 

 たばこをやめてほしい 

 あるきたばこをやめてほしい。 タバコをあるきながらすうのは×。 

 ポイステスルナ 

 おさけのんだらだめ よっぱらうな 

 これからもよろしくおねがいします。 

 ありがとう。 

 もっと一緒に遊んでもらいたいです。 

 そだててくれてありがとう。これからもよろしく。 

 いつも仕事をしてくれるお礼 
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【大人に言いたいこと】 

12歳  

 友達と遊びたい。 

 ボールのあそびばしょをふやしてほしい。 

 平和の森で野球ができない。 

 もっとあそびたい 

 宿題をへらしてほしい 自由下さい 

 しゅくだいなし 

 宿だいなくせ!テストいらない！席がえには１時間とって！ 

 ゲームしたい 

  ゲームじかんふやしてほしい ユーチューバーにならせて 

 おにごっこしてると文句いってくる大人がいる。 

  

 
たまに大人だからといて子供を見下してくることがある。そういう人は、むだに 

人生を生きてけいけんちがない人だと思う。 

 「金くれ」「死ぬな」「おこるな」「おこすな」「好きな人きくな」 

 担任の先生に思っていることを言いたい。 

 子どもの見本になりましょう 子どもの見本になってほしい 

 いってることむじゅんしてる 

 りふじんな事でどならないでほしい。（あちらがぶつかってきたのにおこって 

きたりなど。 

 子供にダメだと言っているくせに大人もやっていておかしいと思う 

 大人だからってえばらないでほしい！言いわけはいつも「大人だからいい」だ 

から！ 

 大森八中ライフ 

 ミスターチルドレンです。 

 うんこは好きですか？ 

 「イエーイ」 

 なんできげんによって対応の仕方がちがうのか。 

 ねつ造した情報を流さないでほしい。イライラしても、やつあたりしないでくだ 

さい。 

 人にはきびしいのに自分にあますぎる 
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 【大人に言いたいこと（続き）】   

 

 もう少し子供によりそってほしい。 

 こづかい UP!！ 

 お金がほしい 

  

 
すぐおこってほしくないしなぐらないでほしい。あとうるさくしないで 

ほしい。 

 大切な理由があったとしても自分のつごうだけでおこらないでほしい 

 あまりこどもにおこりすぎないで、いいすぎないで 

  

 自ぜんをふやしてほしい 

 都会のかんきょうをよくしてほしい。 

 税金を低くし、悪い事はしっかりと直して平和にして。 

 人をころさないでください。 

 チャリスマホやめろ 

 もう少し静かにしてくださいね。 

 ごみばこにごみを入れてください。 

 タバコを捨てるな。臭え。 

 遊ぶ所を増やしてほしい。ルールを守ってほしい。（なぜなら、タバコ（歩き） 

をしていたら回りの人にめいわくになるから） 

 ポイステやめてほしい。 

 たばこを目の前ですわないでほしい。 

 酒を飲みすぎないで 

 大人のくせに道のまん中でけんかしないでほしい。 

 ルールを守もってほしい 

  

 ありがとう。ご飯おいしい 

 いつもありがとうございます。いつもありがとう  

 ありがとうございました。 ありがとう（×2人） 
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【大人に言いたいこと】 

13歳  

 
子どもだからって色々制限しないでほしい。人それぞれ精神年齢は違う。 

もう善悪の区別くらいできる。 

 おかばやしさんにおはなしする 

 校則が厳しい。いちいち厳しい。 

 もっとへいじょうしんをもってほしい 

 ショッピング行きたい 

 小学校と中学校どうでしたか？？ 

 お弁当は冷凍食品ばかりじゃ嫌だ！ 

  

 短気 （×２人） 

 もっとやさしくなってほしい 

 あるきタバコをやめてほしい 

 タバコ臭い。 

  

 大人だからといって、我慢ばかりしないで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

【大人に言いたいこと】 

14歳  

 子どもを信じてくれ！ 

 子供の気持ちを分かってほしい！！ 

 子どもだからってちょうしのんな 

  

 聞き屋みたいにして。返答求められた時以外いらない。 

 友達みたいに話しかけないでほしい 

 きれい事いうな。勉強のこといちいち口だすな。今を楽しませてください。 

  

 歴史は教育の中でも最も重要なものである。特に近代史が。 

 心配してくれるのは理解しているが、規制をしすぎて過保護にしないでほしい。 

いつもありがとうございます。 

  

 ２４時間仕事をする。 

 運動をしたいです。 

 うるさい。 

 もっとしっかり大人らしく！ 

 １日中寝てたいです 

 つまらない（がいねんにとらわれすぎてる） 
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【大人に言いたいこと】 

15歳  

 ボールで遊べる場所を増やしてほしい 

 人に言うならまず自分がしっかりしてください！ 

 昔は～とかうるさい、時代を考えろ！  

 自分につごうのいいことばかりいってくる（例、他のよいところはまねしろとか言う 

くせに、ゲーム等がほしいと言うと、他人は他人、うちはうちとか言う） 

 一つだけの考えを学校で教え込むのではなく、もっと自由に夢を見させてほしい。 

 ねむい 

 学校に登校するのが大変、寒い 

 もう大人です。 

 うるさい 

 あなたも初めは出来なかったでしょ。 

 大人の友達をつくりたい 

 頑張ります。 

 大人になってみてどうですか？ 

 子供のとき戻りたいですか 

 なんで子供だったことがあるのに子供の気持ちがわからないのですか？ 

基本的に信用できない。綺麗ごとだけで終わらせないで。 

 子どもにもっと物を買ってあげてほしい。 

 今、勉強していることは将来使いません。 

 最近の父親がだらしなさすぎる 

 これからの社会発達に向けてどんな目標が必要ですか？ 

 もっと無料で教えてくれる塾を増やして欲しい 

 スマホを活用して勉強しているときもあるので、スマホを使うことのすべてが悪い訳 

ではない 

 くそ教師が女子ばっかにひいきするな 

 一部の大人がバカ 

  

 給料上げろ 

 働いてお金もうけたいー。 

 金をくれ お金がほしい（×２人） お金が欲しいです。 お金ください笑 
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 【大人に言いたいこと（続き）】     

 

 はまずし たのみたい（×２人） はまずし たのんでちょうだい 

 
子どもと大人の立場の差を使って、りふじんな事や無責任な事を言わないで 

ほしい 

 えらそうな態度しててむかつく 

 障害持ちだからって変な扱いするな 

 嫌って言えないことを良いことになんでもやらせるのはやめてほしい。 

 大人だからってえらそう 

 

自分の非を認めるべきだと思います。都合の良いように「子どもだから」とか 

いうくせに、「からだでかいんだから」とかいうのよくないと思います。昔の 

ことをおしつけないでほしい。 

 いばるんじゃない 

 いってることがりふじん 

 なんでも知ってるアピールが不愉快。大人と子どものさがはげしい。 

 自分にできないことを人に言うんじゃねぇ！ 

 自己中 

 自分の事何も知らないのにづけづけ言わないでほしい。 

 まずウチさあ、屋上、あるんだけど、やいてかない？ 

 特にない。どうせおれらもあと数年でああなるってわかるから。 

 つまらない人生送ってそうですね。 

 特に何も言いたくありません。（親に強く言ってしまう程態度が反抗的なので、 

自分には要望を言う権利はない。） 

 大人になりたくない。 

  

 消費税 8％ 

 よっぱらって人にからまないで下さい。 

 タバコをやめてほしい。 タバコをすわないで 

 タバコを吸う意味が分からない。 

 ハよごれすぎ！ 

 自転車の乗り方やマナーが悪い 

 子どもや、女の人を無視して、でん車で平気でせきに座って、ゲームしてる！ 
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 【大人に言いたいこと（続き）】     

 いつもありがとうございます！ ありがとう 

 いつも元気でいてください。笑ってください！！ 

 おつかれさま。 いつもお疲れ様です 

 お仕事頑張れ 仕事がんばって下さい。 

 働いてください 

 元気でいてください 

  

 もっと話したいです 

 んーウザイ。うるさい。ほめて 

 察っして 

 べんきょーおしえて下さい！ 
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【大人に言いたいこと】 

16歳  

 お金が欲しい（切実）  お金をください（×４にん）  

 お金をくばってください 金ほしい。」 金くれ 

 海外旅行（ハワイ）に行きたい 

  

 おこらないでほしい 

 ほとけになてください 

  

 いじめ（差別）は消えると思いますか？ 

 平和 

 どこぞの議員より子どもの方が優秀 

 雑色の駅前のファミマを１つローソンに変えてほしい 

 国会でくだらないことを討論しないでほしい 

 月の最大労働時間をさげろ 

 受け継ぐ世代がまねすることを考えて行動して下さい 

 自己中心的、国会議員はクソ、役に立たない 

 税金のあれやこれやの見なおし 

  

 歩きスマホ、無点灯火運転などの危険行為を全て止めて頂きたい。 

 子供の方が礼儀良いぞ 

 信号くらい守れ、横断歩道じゃないところを堂々と歩くな、横になって歩くな 

 歩きたばこをやめてくだちぃ。 

 タバコのゴミをちゃんとすてろ 

 歩きタバコするな 

 歩きタバコやめて 

 歩きたばこすうな 

 たばこを吸うな 

 トビラをしっかりと閉めて 

  

 考えて行動してほしい 

 大人ってえらいんですか 
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【大人に言いたいこと（続き）】   

 えらそうだからやめてほし  えらそうにすんな 

 あおらないで 

 今のゆとりはゆとりってうるさい。自分たちが注意するなら自分たちもなおせ 

 うんこ 

 権力がほしい 

 年金がほしいなら働け！！ 

  

 「なんでもいって」に対して本当に「なんでも」いうと非定するのをやめて 

ほしい。好きなものを非定しないでほしい。 

 球技大会やらせてほしい、レポートの星が多すぎ 

 自分でやりたいことがあるので、宿題を減らして欲しい。 

 自分の理想を押しつけないでほしい 

 そっちのあたり前を押しつけないでほしい 

 自由、、、、  自由がほしい 

 子供もしばるな、自由にさせろ 

 自由に生きて死なせろよ。 

  

 しゅみに走りて深みにはまる 

 なしなっしい 

 生徒を信用するべき 

 大人にはむかって何が悪い 

 フットサル 

 一々だるい 

 運動を忘れるな 

 遊べる場所をもっと増やしてほしい。 

  

 自転車を置ける場所を増やしてほしい。 

 夜でも野球ができる場所 

  

 仕事という人生とは、 

 正直に答える 

 無駄な物にお金をかけないで下さい。 

 教室に掃除機を置いてほしい。 

 勉強勉強うるさーい！！ 
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【大人に言いたいこと（続き）】   

 いろいろ 

 子どもの意見をよく聞いてほしい たまには子供の意見も聞いてくれ。 

 決めつけないでしっかり人の話を聴いてほしい。 

 昔の考えを今にもってこないでほしい。すべてがそれで通用すると思わないで 

ほしい。 

 目上の人の言うことしかきかないのはやめて自分の意見もいってほしい。 

 なんでもかんでも上から目線うるさい 

 理不じん 

  

 メールの文長すぎ 

 なんでもぎゃくたいはなくならないのですか？なんで大人はいいのに子供は 

ダメなんですか？ 

 税金を納めていただき助かります 

 くたばれかとういちばん！！ 

 たばこすわないで欲しい、人に注意する前に自分はしっかりしてほしい 

 テストの順位に選択科目を含めないでほしい。 

 大人です 

 頭の悪いガキ（いじめなどのことをするやつ）をなんとかしてほしい、知っ 

てるヤツにも３人頭の悪いクソ野郎がいるのでどうにかしてほしい 

 自分勝手 

 おめえら外で遊べ！！ 

 古くさい考えは捨てていただきたい。 

 今と昔を比べないでほしい 

 今の時代、根性論は必要ない。あまり無意味な事を言わないように。あと 

事件が起こった後、あたふたするのやめろ。 

 つかれない環境がほしいです 

 

何度も何度も思ってるけど、人ができないなりにがんばってる所を鼻で笑っ 

て去るのはどうなのかと思う。先輩とはしかる態度が全く違うんですけど本 

当に何なんですか？？外人だからですか？ 

 人のことを言うまえに自分自身を見なおしてくれ 

 りふじん、完璧大人が悪いのにあやまれよ。 

 子どもの気持ちはありますか？ 

 相談を出来る環境を日頃から作ってほしい。頼りたい時に頼れる存在であって 

ほしい 
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【大人に言いたいこと】 

17歳  

 お金ほしい（×３人） お金を下さい 

 金だけ置いていって、母国帰れクソババア、人に暴言を吐くなと言う割には自分は 

どーなのかを見つめなおせ老害共 

 年金だけください 

 自給を上げろ  バイト代あげろ。 

  

 すぐ怒るのやめてほしい 

 もう少しやさしくしてほしい 

 怖い 

 理不尽なことで怒らないで、八つ当たりしてこないで 

 こわい大人にならないで 

  

 電車の中の香水がきつい、イヤホンからの音漏れがひどい 

 あいさつをする 

 飲みすぎ注意 

 信号無視すんな、社会のルールくらい守れ。アンタ達の行動次第で子は善にも悪 

にもなる。常に子は大人を見て育ってる。 

 何故、煙草をやめないの？ 

 たばこは吸わないで タバコをすうな（×３人） 

 歩きタバコするな 

 喫煙者はタバコを吸わないで。大人なのに、渋谷のハロウィンで寝たりポイ捨て 

しないで。 

 タバコをやめてほしい、臭いから 

 タバコをすうな、酒くさい 

  

 自分や家族や友達のことだけでなく、国のことを考えるのも大切だと思います。 

 消費税削減。 

 

もっと子どもを自由にさせるべきだ。今の教育は個性をつぶしており、このまま 

ではこの国に未来はない。今の大人が、様々な違いや意見を受け入れ、変えてい 

くべきだ。 

 税金高けぇ 
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【大人に言いたいこと（続き）】   

 税金 

 もっと体育祭とか文化祭のルールをゆるくできないんですか。つまんない。 

 政治に関して朝のあいさつは良いと思います。 

 シリコンウェーハーの生産を国営でやってほしい 

 ブラック企業反対 

 少子化問題をどうにか 

 議員ども金もらっているならまともな仕事と話し合いしろ 

 日本の技術力に投資してほしい 

 言いたいことも言えないこんな世の中はポイズンですよね 

  

 りふじん 

 ボール遊びのできる公園を増やしてほしい 

 勝手にいろいろ決めないで～ 

 人に話を聞かない、自分の話ばかりしてくる、たいくつ 

 「最近の若いもんは～」」とか、大人の世代（主に 40代以上）の世代の価値観 

でものを言わないでほしい。ちゃんと親身になってほしい 

 人の意見にしっかり耳を傾けて聞いてほしいです。 

 人の話を聞かない 

 子どもがやりもしない宿題を出すな。子どもの話をもっと聞け。 

 トレーニング施設の充実。 

 年齢に関係なくわるかった時はあやまることをしてほしい 

 パン、ドーナッツ、ソフトクリーム 

 大人がすべて正しくない！ 

 税金で乗る CB1300と VFR800と FJR1300はそんなに楽しいか 

  

 手のしわとしわを合わせて幸 

 言葉を覚えろ 

 子どもの気持ちを理解したい 

 手助け。 

 もっと私たちのことも見てほしい 

 もっと労働させて下さい。 

 戦い 

 ゲーム楽しい 

 筋トレしてほしい（うで周り 40cm以上、胸囲 100cm以上） 
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【大人に言いたいこと（続き）】   

 クズは死ね。 

 自分の発言にしっかりと責任をとってほしい 

 ネットにキッズが多すぎる 

 できれば向こう５年くらいはまだ子供でいたい 

 言いたいことを言わせてほしい、やりたいことをやらせてほしい 

 スパイダーマンかっこいい 

 自由にしたい 

 子供バカにしすぎ。客できてタメ語でなんでもかんでもいってくるやつ。 

 大人なら一般常識くらいみにつけてください 

 子供から大人になったのはいつからですか。 

 レポート多い 

 髪型がすごく厳しい。勉強と関係ないのに、歩道時間が早い。 

 もっと働け社畜 

 決めつけないでほしい、利用しないでください 

 子供の意見を尊重してほしい。大人の意見ばかり押し付けないでほしい。 

 規則が激しい 

 時間に厳しいのに、自分たちはよく遅れる。理不尽なことが多い 

 なるべくしずかに 

 うるさいから少しだけだまってほしい 

 必要以上に、やつあたりをしないでほしい！生きている年数が長いだけなのに、 

信頼をしてくれないこと！あと、怒らないでほしい！ 

 言わないで察してくれると思わないでほしい。 

 こども扱いしないで！ 

 子供に相談なしで勝手に離婚するのはやめてほしい、気に食わないことがあった 

ら、すぐに当たるのやめてほしい 

  

 子どもにうそばっか言わないでください 

 

学校に行くことを強要しないでください。学校に行くことがストレスです。行か 

なければいいと言いますが、それが出来ない場合、どうすることもできない。ク 

ラスメイトにはイジメられるし、先生にはしょうがい者と言われるし。もうたえ 

られそうにないです。 

 柔軟な思考をしてほしいです。 

 いまどきの若者はとかいって調子乗んな 
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 【大人に言いたいこと（続き）】   

 自分勝手すぎ、何で子供に自分の理想を押しつけるの？ 

 子供の方がまじめじゃないですか？大人の正しい姿とは？大人気ない行動は 

しないでほしいです！ 

 若いからって何でもやらせるな 

 大人だから正しい。大人だからえらい。みたいな人多すぎ。 

 悟れ 

 知識があると自慢するなら偏見をなくしてほしい 

 アンタらの都合で子をしばるな。子はデリケートな人だよ。 

  

 自分の考えを押し付けないでほしい。 

 大人はえらいとか「大人だから」と言わないでほしい 

 えらそうにしないで、子供を下に見ないで 

 上からの見下しはいやだ 

 周りと比べないでほしい。 

  

 自由にしてください。 

 自分らしさを貫いてほしい。 

 お仕事頑張ってね。 

 いきていて楽しいと思うことは？ 

 仕事がんば 

 がんばって 

 頑張れ 

 いつもありがとうと言いたいです。 

 しっかりして！ 

 死ぬな 

 無理しないでね。（×２人） 

 生きろ 

 頑張って生きてください 

 お仕事ファイト！！ 

  

 仲良くましょう 

 もうちょい仲良くして 

 よろしく。 
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【大人に言いたいこと】 

18歳  

 
もっと素直になってほしい。 

大人だから難しいと思うけど、意地をはらないでほしい。 

 子供の気持ちになって考えて欲しいことがあったりする時もある。 

 お気にとお嬢らの差がすごい、態度かえるの嫌 

 大人だからって全てが正しい訳ではないですよ 

 敬語くらい使えるようになってほしい 

 有言実行と時間厳守を言うならして欲しい 

 一つ一つに意見を取り入れてほしい。 

 もっと内面までみてほしい  書類のミスを無くしてほしい  

受験の時に本人の意見もきいてほしい 

 人の話を聞け 

  

 理不尽なことを言わないでください 

 理不尽なことを言わないで もっと若者によりそって 

 りふじんにおこらないでほしい  

私たちの「でも、しかし」を聞いてほしい 

 なんで大人のつごうで決すぎ 

 名前や出身が違うだけでとくべつしないでほしい 

 ○○先生きらい 

 放虫禁止 

 お客様は神様じゃないこと。 

  

 もっと頭をやわらかくして考え、今の社会に合わせた思考、判断をしてください 

 考え方と精神年齢を上げてください。基本的な感謝と謝罪の仕方をもう一度学び 

直してください 

 権力をうまく使うな 

 子どもの話を、「子どもだから」で終わらせずに、ちゃんと聞いてほしい。 

子どもは案外大人を見ています。 

 大人だから良いっていうか考えが謎。 

 すべて大人が偉いということは無いのを伝えたい 

 自分が全部正しいとおもわないでほしい。 
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【大人に言いたいこと（続き）】   

 上下関係はいらない 

 門限なくして 

 しばらないで 

 怒らないで 

 過保護にしないで 

 心配しないでー 

 普段なら沢山ありますが、いざ聞かれると思い出せないですね。 

  

 日本の景気を良くして下さい。 

 政治を全員変えてほしい。口だけの政治にはもうあきた。海外視察でな何してるの？ 

 自分の既得権益を確立しようとする政治家は辞めてほしい 

 道にひろがって歩かないでほしい 

 登校を遅くして 

  

 飲みすぎるな 

 お酒を強くなるためにはどうすればいいか？ 

 おさけはおいしいですか。 

 お小づかいがもっとほしい こづかいもっとください。  おこづかい 

 お金ちょうだい。  お金がほしいです。  お金ください（×３人） 

  

 人に寄って変わる 

 決めつけるのウザイ 

 たくさん 

 恋愛に年齢は関係ない 

 たまにうざい 

 もうやめてあげて！！ジャイアン気絶してるよ！ 

 いつから自分が大人だと自覚しましたか 

 いつも前向きに！！ 

 いつもありがとうございます。 ありがとうございました。 

 人生楽しんだ者勝ち 

 楽しく  人生楽しんでください。 

 お疲れ様です。 

 休んでください。 

 仕事ファイト 
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【大人に言いたいこと】 

年齢未記載・その他 

 地域の人ともっと関わりたい 

 あそぼ 

 こうえんにつれてってほしい 

  

 お金をください 

  

 うまいラーメン屋の屋台あるらしいっすよ 

 高校生がバイトしなくても大丈夫なだけのお金が欲しいです。 

 

【年齢欄に 1204、と記載】なんで自分達の性欲を満たすために子供を産むの？ 

それでその子供に自分のエゴをおしつけるくらいなら産むなよ、エイズにでも 

なっちまえよ！！ 

責任もって育てやがれクソ！ 

 だが断る 

 頭にきますよ！ 

 ？－？－？！ 

 こうえんにいかせてほしい 

 【年齢欄に、こじんじょうほうなので教えません、と記載】宿題へらせ！！その他 

 【年齢欄にこじんじょうほう、と記載】ない 

 逆に自分らに言いたいことありますか。 

  

 イラクなどのイスラム圏の紛争を止めてほしい 

  

 だいすき 

 だいすきってゆう 

 

 

 

 

 

 

 


