長野県｢子どもの声アンケート」結果
こども・家庭課

ア ン ケ ー ト の 概 要
１ アンケート実施概要
(1) ひとり親家庭児童
[対象児童] 児童扶養手当受給資格者の小学校4年生～18歳までの児童（約18,000人）
[回収数]

4,466人

[調査時期] 平成27年８月1日（基準日）
[調査手順] 市町村で児童扶養手当現況届送付時に、ひとり親家庭実態調査「調査票」と
一緒にアンケート用紙を同封し、現況届提出時に回収。
(2) 児童養護施設入所児童
[対象児童] 県内児童養護施設(15施設）に入所中の小学校4年生～18歳までの児童（344人）
[回収数]

266人

[調査時期] 平成27年10月1日～10月9日
[調査手順] 児童養護施設において児童にアンケート用紙を配付。
記載後、こども・家庭課へ送付。
(3) 里親委託児童
[対象児童] 里親委託中の小学校4年生～18歳までの児童（33人）
[回収数]

22人

[調査時期] 平成27年10月1日～10月31日
[調査手順] 児童相談所職員が里親宅の児童にアンケート用紙を配付。
記載後、こども・家庭課へ送付。
２ アンケート内容
(1) 将来なりたい職業について
(2) 将来進学を希望する学校種
(3) 将来の希望をかなえるために必要なもの
(4) 学習支援について（ひとり親家庭児童のみ）
(5) 行きたい学校に行くのに必要なもの（施設児童のみ）
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ア ン ケ ー ト 結 果
回答者の状況
Ｑ．あなたは何年生ですか。
(1) ひとり親家庭児童

高校3年生
9.0%

その他
1.0%

無回答
0.1%

高校1～2年生
21.0%

小学校4～6年生
30.7%

中学校1～2年生
25.4%

中学校3年生
12.8%

（2） 児童養護施設入所児童
その他
高校3年生 2.3%
.8.6%

無回答
1.5%
小学校4～6年生
25.9%

高校1～2年生
20.7%

中学校1～2年生
27.8%

中学校3年生
13.2%

（3） 里親委託児童
その他
0%
高校3年生
13.6%

小学校4～6年生
22.7%

中学校1～2年生
9.1%
高校1～2年生
36.4%
中学校3年生
18.2%
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将来の進学を希望する学校種
(1)ひとり親家庭児童は「短大・専門学校・大学まで進学したい」と答えた人の割合が６割を超え
ている。
(2)児童養護施設入所児童は「高校まで進学したい」と答えた人と、「短大・専門学校・大学まで
進学したい」と答えた人の割合は、それぞれ３割を超えている。
(3)里親委託児童は「専門学校・大学まで進学したい」と答えた人の割合が６割を超えている。

Ｑ．あなたは将来、どのような学校まで行きたいですか。
(1) ひとり親家庭児童
高校
短大
専門学校
大学
大学院
その他
わからない・考えたことがない
答えたくない
無回答

16.9
4.6
21.7
35.4
2.1
0.6
15.9
1.3
1.5

（単位：％）

（2） 児童養護施設入所児童
高校
短大
専門学校
大学
大学院
その他
わからない・考えたことがない
答えたくない
無回答

35.3
4.5
17.7
12.8
1.9
4.5
15.1
3.0

（単位：％）

5.2

（3） 里親委託児童
高校
短大

9.1
0.0

専門学校

27.3

大学
大学院

36.4
4.5

その他

9.1

わからない・考えたことがない

9.1

答えたくない

4.5
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（単位：％）

将来の希望をかなえるために必要なもの
(1)ひとり親家庭児童は「学力・勉強」が全体の７割を超え、次いで「お金」が６割を占めている。
(2)児童養護施設入所児童は「お金」が全体の７割を占め、次いで「学力・勉強」が６割を占めて
いる。
(3)里親委託児童は「学力・勉強」が全体の６割を超え、次いで「お金」が６割を占めている。

Ｑ．将来の夢をかなえるために、必要なものは何ですか。（複数回答）
(1) ひとり親家庭児童
学力・勉強
お金
親の応援
友達
大人のサポート
学校の先生
わからない・考えたことがない
その他
答えたくない
無回答

76.7
66.5
40.4
27.3
23.4
15.1
7.7
4.5
0.7
0.9

（単位：％）

（2） 児童養護施設入所児童
お金

69.9

学力・勉強

64.3

家族

41.7

友達

39.5

施設の職員

26.7

学校の先生

21.8

その他

8.3

わからない・考えたことがない

7.5

答えたくない

（単位：％）

0.8

（3） 里親委託児童
学力・勉強

63.6

お金

59.1

家族

45.5

大人のサポート

45.5

友達

45.5

学校の先生
その他
わからない・考えたことが…

27.3
4.5

（単位：％）

9.0
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＊ひとり親家庭児童への質問
家以外の場所でみんなと一緒に勉強する場所
「勉強がわかるようになるまで教えてくれる」と「行きたいときに行ける」がそれぞれ５割以上を
占めている。

Ｑ．家で勉強する場所の代わりに、近所の公民館などにみんなで一緒に勉強する場所をつくるとしたら、
どのようなところならば参加してみたいですか。（複数回答）

勉強がわかるまで教えてくれる

56.8

行きたいときに行ける

54.8

勉強と遊び

45.3

指導する大人がやさしい

40.0

友だちも大勢参加

33.9

親が帰ってくるまで友だちと

22.8

ときどき夕飯、おやつ

20.7

その他

5.8

無回答

5.9

（単位：％）

＊児童養護施設入所児童への質問
行きたい学校に行けるようになるために必要なもの
「自由に勉強できる時間」と「勉強を教えてくれる大人」がそれぞれ５割を占めている。

Ｑ．行きたい学校に行けるようになるために、必要なものは何ですか。（複数回答）

自由に勉強できる時間

51.1

勉強を教えてくれる大人

51.1

相談にのってくれる大人

42.1

自由に勉強できる場所（施設の中）

37.2

自由に勉強できる場所（施設の外）
その他

28.6
15.4
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（単位：％）

○子どもの声自由記入
〔小学校４～６年生〕
Q2

Q6

なりたい職業

自由記入

塾の先生、カフェ

農家

大学まで行けるか心配。中学はできればもいいところへ行きたいが受験が心配。将
来カフェを開きたいが客が来るか心配。お母さんがお金がないし水道代など払うの
にすごく困っているので心配。アレルギーを持っているので定期的に病院に通いた
いが病院代がなくて困っている。いじめのアンケートをみんな一斉にやるので、書
きたくても見られたら大変で書けない子がいる。この紙みたいに行えばいいと思う
お金がないのに無駄遣いをする妹がいる。くじ運が悪すぎる
金管楽器で高い音が出ないがどうすれば出るのか。母はこれからどうしていくのか
（新しく父を作るのか）母は本当に幸せなのか、もっと母の夢をかなえてあげたい
勉強で特に算数が遅れていること
学力が低いのでもっと上げたい
もっと勉強をすらすら解きたい
自分の行きたい中学校に行けるか

テニス、サラリーマン

受験に落ちないか心配。将来ちゃんとした大人になっているだろうか
クラスメートの男子がいつもうるさく、注意をしたいけど注意をすると怪我をさせ
られるので困る。近所のおじさんが私の頭を触って来て気持ち悪いし、知り合いで
もないから触られても困る
もう六年生なのに将来の夢が決まっていないので、早く決めなければと不安になる

ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

親友との喧嘩が多くなり夏休み後に絶交しそう。長野高校か清泉女子学院に行きた
いので勉強をしっかり覚えたいが、先生が尐しでも話し声が聞こえるとやめてしま
うので、授業に参加していても家で勉強しても難しくて、考えてしまう

マンガ家

頭があまりよくない
高校や大学にちゃんと入れるか心配

すし屋
医者、プロ野球選手
学校の先生

自分はとにかく落ち着きがない
父と別れてこのままちゃんとした楽しい生活ができるか

先生

勉強した後を忘れてしまう。就寝が遅くなり朝起きられないので、朝食を食べてい
けない
友達のことでトラブルがあって、未来の自分はどこで何をしているのか、大変な事
をしないかと心配
習い事をしたいが費用が大変そう

ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

バレーボールをやっていて、ときどき自分の失敗を笑う人がいるのでやめて欲しい

お嫁さん
会社員、サッカー選手
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手

友達と遊びたい

トリマー、保育士

サッカーのこと、将来どの道に行くか

エアコンが欲しいが買えない。友達はゲーム機を持っているが僕の家はない。お母
さんはお金がないと言っている
僕はサッカーが好きでクラブに入りたいが、母子家庭で生活するのにも大変でお金
サッカー選手
が無いので入りたくても入れません。会費もユニフォームも無料のところがあれば
いいなと思います
みんなと仲良くやっていけるか、自分がうまく勉強していけるか、進学ができるか
自分にしかできない職業 （勉強とお金の関係）、将来暮らしていけるか、家族がけんかしないか、いじめら
れないで無事に学校生活が送れるか
女医になりたいがお金が無いのでなれないかもしれない、学校の先生がひいきして
女医
いる
友達と遊んでいる時友達を取られて一人になってしまうこと。男の子に馬鹿にされ
トリマー
た
暇な事が無くいろんなことに挑戦したり協力し合って、いい仲間をいっぱい作りた
車関係
い
ドリンク屋
将来の事（仕事に就けるか）
医者
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ケーキ屋

祖母に会わないようにしたい、市外に引っ越したい

歌手

学校の先生がちょっとしたことですぐに怒って、怒鳴ったり肩を押したりして、さ
れるのも見るのもつらい。家の事を言われ、自分を否定されているような気持ちで
とても嫌

公務員

幸せだから心配や悩みや不満な事はひとつも無い

警察官

学力が低いのではないかと思う
学校に行きたくない

イラストレーター
マンガ家

勉強しようとやる気を出しても、すぐにやる気が無くなってしまう
何事も長続きしない。勉強がみんなより遅い。進学をあまり考えていない。将来の
事を考えていない。生活がぐうたらしている。友達はいい人がいる
自分から進んでやる事が出来ない

運送業
デザイナー（その服に似
お金があまりないので専門学校に行けるか心配
合うネイル作り）
ケーキ屋
勉強が「下手」などと家族に言われることがあるので尐し不満
人の役に立てる仕事
スポーツ選手
美容師

父の事で困っている。私の学校を探そうとしている。養育費を払ってくれない。裁
判で母を苦しめている。裁判をやめようとしない。裁判で意味のわからない事を
言ってくる
将来をしっかりするためお金をいっぱい増やさないといけないので心配。毎日母が
いないから寂しい
友達が嘘をついていて困る
将来の夢がなく、あった方がいいのかと思うことがある
自分のことが嫌だ。人生こんななんだと思ってしまう。人生面倒くさい。将来、い
じめられてそう
太ってること

スポーツ選手

目標で立てたことをしっかりできないこと

大工

もっと勉強できる人になりたい

警察官

お小遣いを増やしてほしい。親同士仲良くなって遊びたい

大工

勉強の事
勉強がみんなより遅れていないか心配。友達にいじめられないか。家族が病気にな
らないか。夢がかなうか
四教科の点数が尐し悪いので、高校に受かるか心配
母の病気の事がとても心配。弟もまだ小さいので、父も遠くにいてもしものことが
あった時とても怖い
曾祖母の健康の事

消防士

勉強の事、将来の事、生活の事

水族館の飼育員
保育士
医者、獣医

ローマ字ができるか
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

将来仕事につけなかったら、友達がいなくなり、生活が崩れたりすることが心配
お金が欲しい

科学者

成績は上がるか

美容師

一人でやっていけるか不安。成長が遅いのも気になる
宿題はなぜあるのか。夜おかしを食べて胃もたれする

サッカー選手

怪我を沢山するから嫌だ

医者

成長すると、遊ぶ時間が減り勉強の時間が増え、頑張れるか不安

ロボット開発者

一人暮らしがしたいが、お金や食事が心配

獣医

勉強を頑張って、諦めずに大学に行きたい

ｱﾊﾟﾚﾙ店員、ﾈｲﾘｽﾄ

日本は戦争をしてはいけない。政治家はおかしい

医者、人助け

勉強でわからない問題がある
習い事をしたいができない。お金があれば周りの子と同じでいられる。夢は叶えた
い。自分も頑張るが、お金は支援が欲しい
母が仕事のストレスをぶつけてくる
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アナウンサー

宿題に時間がかかり、自由時間が作れない。宿題を早く終わらせるにはどうしたら
いいか。緊張癖がある
勉強が難しく、進むのが早い

パティシエ

チビと言われると悲しい

飲食店勤務

勉強が嫌いで怒られ、やる気が出なくて怒られ、怖い思いをする

美容師

思い通りにいかないことがあると、焦ってしまうのが心配

ｻｯｶｰ選手、ﾊﾟﾃｨｼｴ

目指している高校に行けるか。サッカー選手になれるか
お化けが怖い

トリマー

友達がいじめられている
友達が他の子に意地悪されていないか

介護福祉士

心理カウンセラー

割り算と漢字が尐ししかわからないのに、みんなに追いつけるか。高校にいけるか
クラスに乱暴な男子がおり、よく叩かれる。私物を盗まれる。ケガをした際、本当
かどうか疑われる
どうすればカウンセラーになることができるか

料理人

将来生活面で親に迷惑をかけてしまわないか。夢がかなうのか

薬剤師

親と遊ぶ時間が尐ない

サッカー選手

下校中、足が遅い人が置いて行かれたり、悪口を言われる

パティシエ

今、お菓子の勉強ができてないから心配

タレント、歌手

親の事

サッカー選手

頭が悪くて高校に行けるか不安

サッカー選手

家族が死んじゃったら生活はどうするか

警察の鑑識官

口の悪さ。お金の使い方

医者か警察官

美容師

習い事をしたいが、お金がなくてできなくて悲しい
母を怒らせ、迷惑をかけている。自分のことばかりで、いい子ぶっている。家のこ
とを全くしていない
専門学校に行くお金がない

主婦、保育士

母が帰ってくるのが尐し遅く心配

脳外科医

キャビンアテンダント

自分は優しすぎて友達にいじめられることが多い
エンジニア
バレーボール選手
店員

長野高専に受かるか心配
三年の時にいじめられてとてもいやな思いをした。四年の時は違うクラスの人に陰
口を言われている
将来、楽しく過ごしたい。喧嘩をしない自分になりたい

看護師

将来看護師になるためには、英語も算数も必要だが、算数の最近の授業が難しくて
困る。弟が学校でふざけていると友達から知らせがくるので後で怒らなければいけ
ない

エンジニア

父がお金を払ってくれないこと

お笑い芸人

学校でＡちゃんにいじめられていること
将来の夢がころころ変わってしまい、自分が何になりたいのかわからない

看護師

好き嫌いが多いので、なくしたい

大工

勉強のこと

ケーキ屋

生活のこと、友達のこと

考え中

学校が嫌だ

シェフ

クラスの男子が先生がいない時にちょっかいを出してくる

ファッションデザイナー バカでアホで、怒られてばかりいるので自分が嫌
おもちゃ屋の店員

算数のかけ算以外の勉強が苦手

看護師

家も学校も楽しく、悩みや不安は特にない
友達と楽しく勉強ができて、わからないところは協力して教えてくれるところがい
い
勉強でわからないところがある。教科書を見てもわからない時があるので心配

スタバの店員
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大工、建築関係

担任の先生が男女差別をしたり、発言をしなければ立たせる、休み時間をつぶすな
どをする。やめてほしいといってもやめてくれない
母が時々怖いから、ずっと優しくなって欲しい

寿司屋

勉強を頑張る。綺麗な字が書きたい

パソコン関係

上手く仲間に入れない

薬剤師

注意をしても怪我をしてしまうことがある。踊りを忘れたりしないか心配

教師

将来を考えると、今から勉強をやって大学を卒業したい

自動車整備士

算数が尐しできない

サッカー関係

婆ばの癌がなおるかどうか
動物の飼育員、獣医

友達がいじめられている

保育士

算数の勉強のこと

看護師

夏休は休むためにあると思うのに親が休ませてくれない
勉強ができないと泣いたりやる気をなくしたりして家族に迷惑をかけているので、
それををなくしたい
友達に毎日とてもいじめられる

検察官

いつ死んでしまうかわからない家族のこと
教師

担任の先生がすごく怒るし、教え方がよくわからない

野球選手

毎日頑張って素敵な大人になりたい
就きたい職業が見つからない

警察官
保育園の先生
学校の先生
図書館の先生

レストランのシェフ

キャンプとかをお父さんとしたい
算数の文章問題
部屋がない。自分のスペースがほしい。兄達と喧嘩になると叩かれたりすることが
ある
お金がない
将来どうしたらレストランのシェフになれるか
友達からのいじめ

パティシエ

朝のリレーの練習に遅れないよう早く行けるか心配
勉強したことをすぐに忘れてしまうこと

中学校の先生
機械の職業
航空関係、製菓関係

人が怖い
父の安否など居場所がわからない。友達に父のことを聞かれることが辛い。クラス
で話す人があまりいない。将来大学に行けるか心配
中学になると勉強が難しいと聞くので心配
勉強は尐しできるが、これからついていけなかったらどうしよう。勉強を頑張っ
て、良い大学に行きたいが行けるか
野球がうまくなれるか心配

野球選手
ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞのﾏｼﾞｯｸする
勉強で分らないところがある。友人関係は心配ない
人
ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞのｷｬｽﾄ
大学までいけるか（勉強）
漫画家

将来漫画家になりたいから、勉強をして頭が良くなって、面白い漫画を描きたい

デザイナー

勉強が全然できなくて、このまま中学・高校に行って大丈夫なのかなと尐し不安

医者

勉強がわからないから、わかるように教えてほしい
意地悪をする友達がいて、先生に言って注意してもらってもなおしてくれないとこ
ろ
勉強ができるようになりたい。テニスをもっと上手くなるにはどういう学校に進む
のがいいか
大学入学の資金が心配

ジャニーズ
ﾌﾟﾛﾃﾆｽﾌﾟﾚｰﾔｰ
医者

将来の夢が決まるか不安
作家

母の介護費用

サッカー選手

学校（行く楽しみなどがない）

動物にかかわる職業

勉強のこと

9

陸上かｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞの選手

看護師

花屋
獣医

医療関係

陸上選手

先生に怒られる事、宿題の量
背が伸びない
勉強で算数・国語・体育はうまくいくのに、図工・社会・理科はなかなかうまくい
かなくどうしたらいいか悩んでいる。友達を遊びに誘っても「先に約束してた友達
がいるから無理」と断られてしまい、どうすればそれが無くなるのか考えている
みんなに遅れないようにしたい
自分は太っていてみんなと違うから、外にあまり出たくないし、出るのが怖い。家
族は自分の中では何となく怖くて嫌。勉強が嫌いで、ゲームしかやりたくない
母だけの給料で大学まで行けるのか心配
担任の先生が授業中よく漢字などを間違えている。隣のクラスの方が授業が進んで
いて、そのことが心配で友達と先生に言ったら言い訳を言っていた。黒板の字が汚
くて読めない事がある。隣のクラスがいけない事をしていたから先生に言ったけ
ど、注意せず隣のクラスの味方をしている。隣のクラスのパクリばかり。クラスの
人に注意するだけで授業がつぶれ、そのため授業が遅れていると思う。先生がいけ
ないのに私達のせいにする
家で勉強のやる気が出ない
ある人に「"ぶりっこ"と他の人に言われている」といじめられたので、友達に聞い
たら「誰もそんなことは言っていない」と言っていた。悪い事をしていないのに
「謝らないと許さない」と小さな紙を投げつけてきたり、誰にも見えない所で「も
う、友達にならない」と言われた。私は友達になんかなりたくないのに、謝まらさ
れた事がある。母と学校の先生には話してある
クラスのほとんどのやつがうざい

料理人

友達が尐ない

美容師

全然勉強が分からない。母が遅くに帰ってくるので、一緒にいる時間が尐ない。

トリマー

担任の先生が嫌
将来のこと。パティシエになるには大学とかに行った方がいいのか？（家族のこと
もあるから）
将来デザイナーになれなかったらどうすればよいのか

パティシエ
デザイナー
動物関係

農業、動物関係

三か月に一回くらいしか母に会えないので尐し寂しいです
算数が全然わからなくて、中・高・大が心配。最近親が厳しくなってきて「もう嫌
だ」と思ったことがある。勉強が中学でも追いつけるか心配
勉強がみんなについていけるか尐し心配

トリマー

勉強を頑張りたい

パティシエ

兄と喧嘩をすること。学校の勉強が難しくなってきていること

美容師

専門学校に行くにはお金が沢山かかるから心配

ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ店員

もっと動物のことを知りたいです

看護師

お金がなくてやりたいことが何もできず、遊びたくても遊べない

獣医

弟と喧嘩をすること
ケーキ屋、花屋

勉強をやりくない時、勉強よりも遊びのことを考えたりするのが心配

言語聴覚士
歌舞劇団田楽座

中学・高校・大学の勉強がわかるかどうか
出来る限り勉強をしているのに、テストで良い点がとれず、将来自分は言語聴覚士
になれるか心配です
毎日、とっても楽しいです。学校も毎日とても楽しいです

プロ野球選手

勉強してちゃんと高校へ行けるか心配です

マンガ家

お金が無いこと。倒立がうまくできないこと
友達が強く言われると人の真似をして泣くのでうざい。ぶりっ子みたいでイライラ
する。勉強で算数が苦手
漢字のテストで百点を取れることがあまりない。英語がよくわからない。友達が信
じられない
最近、勉強においつけていない

ダンサー
困っている人を助ける

将来魔法使いになりたいけれど、職業ではないので進路的に迷っている
東大にいけるか心配
保育園の先生

今勉強が分からないことを先生に聞いて、将来わからないことがないようにしたい
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ファッションデザイナー

考古学者
髪の毛を切る人
アナウンサー
ｻﾌｧﾘﾊﾟｰｸの飼育員
パティシエ
教師
人を助ける仕事
支援学級の先生
ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ

アーティスト

医者

プロ野球選手
パティシエ
子どもに勉強を教える
助産師
女優
宇宙飛行士
警察官
科学者

勉強がわからないところがあるので尐し心配
算数が苦手。先生が問題の答えの間違えを皆の前で言う時があり、それが怖くて、
先生のところへ提出に行けない
将来が心配
アナウンサーになったら家を出なければいけないから寂しい
飯山市にも、松本にあるアルプス公園のような、いっぱい遊べる大きい公園が欲し
い。観光の建物はもういらないと思う
先生の授業がよくわからない
毎日楽しい
自分は割り算があまりできない。親が言ったことを結構聞かないから聞くようにし
たい。友達はすごく優しい。でも喧嘩をする時もある
姉の障がい、貧乏、もっと外食したり、遊びに行きたい、父が欲しい、母の健康に
ついてなど考えている
夏休みなどの長い休みの時、やる気があるときに勉強をしようとすると、すぐにや
る気が無くなってしまい、いつも休みの最後の方に焦ってやるので、自分でも治そ
うとしているけれど、治せなくて困っている
父や兄と一緒にいたい
一時期学校に行けなくて、今は特別教室に行っています。教室に戻れるように本当
に尐しずつだけれど、教室に行ってみたりしています。でも、教室に行けてないか
らしっかり授業を受けていないので、勉強がとても心配です
私は、勉強より人間関係が大変です。いろいろ言われて、言い返しての繰り返し
に、もう疲れました。ですが、人間関係が良くなる方法があったら幸せです。教え
てください
僕はいつも「友達が行くなら僕も」と、友達について行ってしまいます。なので、
自分から積極的に行動したいです。ですが、それがなかなかうまくいきません。ど
うすればいいですか
私は料理で良く失敗をするので、将来が心配です
勉強の集中が切れてうまく進められない。友達と何となくうまくいっていない気が
する
自分が分かるようになるまで教えてくれる先生がいない
勉強がわからなくても、親もわからなくて教えてもらえない
中学は清陵を目指していますが、自分の学力はどうなのかと思うと不安になってし
まいます。どうしたらこの不安がなくなるのですか
担任の先生の差別的な対忚。暴力的な言葉遣い

建築家

友達と最近ちょっとうまくいってないこと
クラスがうるさく、担任の先生の声もうるさい。先生のお説教で授業がつぶれる。
友達は好きだけど、子どもは嫌い。自分のことも嫌い。自分の言動で人が傷つくの
が怖い。でもどこかで自分も傷つきたくないという気持ちがある
勉強についていける時もあるが、たまについていけない
将来の進学のためのお金が心配。勉強はしたいが、コミュニケーションをとること
が苦手で、あまり学校に行けていないのが悩み。みんなに無愛想・クール・冷たい
と言われいて、正直自分のことがあまり好きではない
もっと字が上手くなり、みんなに読んでもらえるようになれるか

ネイリスト

将来友達と一緒に仕事をするといってたけど、そうなれるのかなと心配

会社員

勉強ができないこと

ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

友達付き合いがうまくいかない

魚の研究者

将来、海洋大学に行けるかどうか

習字の先生
ゲームクリエイター

将来のこと。夢が全然決まらない

一輪車選手

勉強ができない。友達に意地悪される
高校が心配
とても気が弱く、嫌なことを発散できずに溜まって、帽子を床にたたきつけたり、
ノートに嫌なことを書き込むことしかできない。誰かに褒められてもあまり素直に
喜べない
大学にいくには、中学からどのくらいの時間を勉強すればいいのか。困った時に絶
対助けてくれる友達と最近気まずい
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医療関係

ケーキ職人

国の争い、将来の夢にちゃんとたどりつけるかどうか、温暖化、勉強の難しさにつ
いていけるかどうか、合格試験、心配性すぎること、などが心配。おねしょや指
しゃぶりなどの変な癖がなおらない。細すぎて体の成長が遅れているのではない
か。女の子たちがみんなすごく女の子になってきて一人だけ子どもっぽく、男の子
のよう。何でも不満で悩み
自分は自閉症があり、いじめられている。飛び降り自殺をしたいという気持ちを先
生に相談したが、相談にのってくれず嫌だった。髪の毛を抜くことがあるのでそれ
をなんとか改善したい

ﾈｲﾙ、ﾎﾞﾃﾞｨﾍﾟｲﾝﾄ

勉強を頑張って、高校や大学にいけるようにしたい

看護師

父がいないのでいじめられるのではないかと心配
母がいないから、家のことと勉強をやらなくてはいけない。やりたいことの時間が
ない（週一のピアノ・週二の塾が忙しい）
勉強やりたくない
母が持病があって働けないので、祖父母の収入に頼っている。大変だけど頑張るし
かない
母がいつ死んでしまうか不安

薬剤師

サッカー等ができる広い公園がたくさんあるといいなと思う
医師

安保法案が国会で通ったことで日本は戦争にまきこまれるのではないか

競輪選手

算数で間違えてしまう

薬剤師

漢字がたくさん書けるようにしたい

パティシエ

こしょこしょ話をされるのが嫌だ

看護師

勉強のこと。時々諦めるけれど、頑張ったりもしている
勉強が進まない。クラスにいじめっ子がいる

サッカー選手、料理人
スーパーのレジ

友達が暴言などを言ってくること
持ち物などをすぐに家の中でなくしてしまう。友達が嘘をついたりする。やろうと
してはいるけれど、よく同じような事で怒られてしまう。塾に行きたいけれど、習
い事があるから塾に行けない
漢字ができない

ダンスの先生

親のケガが心配。もっと勉強がわかるようになりたい
バスケのコーチに「バカ」「ぼんくら」「あほ」と言われ、悲しくてとても傷つい
て嫌だった
学校の先生が勉強を教えてくれない

野球選手

母が病気になった時にどうすればいいのか心配

マラソンランナー

父の体について

芸人

芸人のようにみんなを笑わせたい

スイーツショップ

将来のために専門学校へ行きたいが、親に心配をかけたくない

保健師

地区の公民館が臭いので建て直してもらいたい

保育士

学校の授業で手が上げられないのが悩み

新幹線の駅長

英語や音楽が追いつけないから追いつけるように努力したい

高校の社会の先生

算数が苦手

手芸、料理

字が汚い。英語をしっかり覚えられないので、将来覚えられるか心配
６月に初めて仲良くなった友達がクラスでいじめられている。夏休みのプールで男
子に水をかけられ、私も巻き込まれた
友達にいじめられるのが不満

画家

学力が落ちるのが不安
大工

算数がわからない

歌手

獣医

将来の夢が叶わないと知りつつ、夢を見る自分の事
学校の女の先生に、雑巾を片付け忘れた時、すぐに「はあ？」と怒って言われ、と
ても傷付いた。そのため、あまり学校に行きたいと思わない
お金が無いので大学まで行けるかわからないのが不満

大工

宿題がわからなくて困っている

トリマー
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父の体のこと
スポーツ選手

離婚したこと

パン屋、デザイナー

算数の勉強で求め方や考え方がわからない

保育園の先生、女優

勉強にすぐに飽きる自分がすごくわがままだと思う。何とかしたい

介護福祉士

都道府県が覚えられない

学校の先生

時間が無くて塾に通えないので、短時間で勉強をしたい
色々な事に挑戦したい

ﾊﾞｽｹ選手、国語の先生

勉強が心配

看護師

「友達も大勢参加する勉強会」に○をしたが、カンニング無しの勉強会がいい

看護師

あまり頭がいいわけではないので、進学できるかわからない

消防士
看護師、獣医
ﾊﾟﾌｭｰﾏｰ、ｽﾁｭﾜｰﾃﾞｽ

身長が低いこと
クラスが賑やか過ぎて、授業が聞こえない。暴力や暴言等で友達が傷ついている。
クラスに来れなくなっている人がいて悲しい
友達が「バカ」と言ってきたり、先生と話している時「うるさい」と言ってきたり
して悲しい。私の悪口を言って他の人とばかり遊んでいて、私は一人ぼっちでいる
「獣医さんになりたい」と母に言ったら「勉強、勉強」と言われ大変だった。母が
仕事でイライラしているのが嫌い。もっと母と一緒にご飯を食べたい。地区の友達
に嫌われている気がする
中学で気持ちよく楽しく過ごしていけるか心配

英語の先生

スケボーのプロ
看護師

料理
今の成績で看護師になれるかとても心配、授業以外でどんな勉強をしたら成績が上
がるかわからない。仕事で忙しい母に、どんな手伝いをしてあげたらいいかわから
ない
中学の英語や数学がきちんとできるか

正社員

学校に行きたくない

モデル、女優

どうしたらモデルや女優になれるか

助産師

TOYOTAで働く

勉強が集中してできない
中学では勉強が難しくなりバスケができなくなるかもしれないので、両方とも頑張
りたい
中学に入ったら数学ができなくて困りそう。色々勉強をして、ちゃんと高校や専門
学校に入れるかが心配。友達と仲が悪い時、それが悪化して大きなケンカにつなが
らないか心配
身長が伸びない

薬剤師

勉強についていけるか心配

理容師、ｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀｰ

漢字がなかなか覚えられない

パティシエ

給食を食べるのが遅い

車を作る

生活のお金

パン屋

将来やりたい職業や進学のためのお金があるか不安
テニス

母の仕事が長いので帰ってくるまで留守番をしないといけない

野球選手（代走）

代走ができるかどうか

モデル

ギャルになりたくない

看護師

本屋

漢字が覚えられるようになりたい
パン屋を建てるときの設計図やお金、ルールなどは知らないが、自分で考えた設計
図が普通の家より高かったら金銭面で心配。その時、家族からお金を借りるとした
ら生活が心配
剣道をやり続ける

建築士、設計士

部活でみんなについていけるか、試合に出た時に失敗しないかどうか

アナウンサー

学校からの勉強を減らしてほしい
自慢できることがあるのかわからない。友達が友達の悪口を言っているので、どち
らの味方をしたらいいのか、または注意した方がいいのか、友達に正直に言った方
がいいのかわからない

パン屋
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美容師

勉強の事がわからない。美容師になるために必要な事や将来に美容師になれるかが
心配
旅行ができない
勉強力がない

ショコラティエ
動物を助けたい
ケーキ屋

なんでも家族の言うことを聞かないといけないのか
高校生と一緒に遊んだり、男子とよく一緒にいるので、女子との関係が薄く仲が悪
いですがだめなのでしょうか
母が仕事で遅く寂しい。一緒にいる時間が欲しい

医療関係

髪の毛がくせ毛で男子に海藻頭と呼ばれた。周りの子がストレートでとても嫌
兄弟がやる事をやらなかったからといって、なぜ、やる事をやった人がテレビを見
られないのか
あまり勉強ができないですが、行きたい中学・高校がありますが、どうすればいい
ですか。行きたい中学は通学するのに大変な場所にありますが、どうすればいいで
すか
お金が無い
将来のためにしなくてはいけないのはわかるが、勉強が苦手。エステティシャンに
なれるかどうか心配
担任の先生と気が合わずイライラすることが多い

マンガ関係

周りの人に恵まれているから特にない

カフェ
エステティシャン

将来の夢が決まっていない
〔中学校１～２年生〕
薬剤師

公務員、看護師

勉強がわからなくなった時、塾に行けるか心配
お金が多くかかる。きちんと勉強についていけるか、最後まで夢をやり通せるか心
配
数学が苦手。自分の希望した学校に入れるか、母が無理をしていないかが心配

大工

勉強のこと

保育士

勉強についていけるか、高校に合格できるか心配

婦警

学力について
家族のこと。兄が自閉症なので母が死んでしまったら、どう生きていくか、兄をど
う支えていけばいいのか不安
進学が心配、ちゃんと希望の学校に行けるかどうか

医者

料理人
看護師

数学がよくわからない
ＪＲ

母の病気のことや、お金が無いこと。鉄道短期大学に行きたいがお金が心配
県の住宅はトイレに入るとお湯が出なくなるから困る。お風呂や水道でお湯が出る
ところに住みたい。留守番が尐し怖い

ファッション関係、医師 学校などでストレスがたまりやすい、発散する場所がなくて親にあたってしまう
ボールを使って遊べる（練習をする）所がないので、気軽に行って使える体育館が
あれば嬉しい。外でボールを使って練習していると大人に「うるさい」とか「他へ
行け、どこの学校だ」と言われてしまう
高校の国際教養科に行きたいが、英語だけでなく他の教科もバランスよくできない
医者
といけない。数学ができないので頑張っているがやっぱりできない
中学受験をして私立に通学させてもらっているが、お金のことが心配。6年間の
人と直接接し笑顔にでき
（中高一貫）私立に通うということは母にも大きな負担ではないか、と色々考えて
る仕事
しまう
お金が無いから将来の夢はかなわない。お母さんが入院した時、家にずっと一人で
とても困ったけど誰も助けてくれなかった。もし、お母さんが死んでしまったら高
校にも行けないと思う。お父さんは手紙を出しても何もしてくれないし、返事もな
オーケストラ
い。お母さんは仕事をしても、私の学校の用事で会社を休むと、嫌な顔をされてし
まい、すぐに会社をやめてしまう。かわいそうだから学校に来なくていいように、
参観日とか役員を無くして欲しい
母と祖母とのケンカが嫌でストレスになっている。兄が無事に就職して独立し、家
ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
族を持てるのか心配。友達が尐ない。美術部だが絵が上達しない
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美容師、パティシエ
お金持ち

テニスプレーヤー
ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞで働く
体育の先生

ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

勉強についていけるかどうか。将来に向けて理科が必要になるが、ついていけてな
いので心配。生活リズムが崩れてきているので直したい
友達とケンカして友達が減っているので仲直りしたい。勉強が全然できないので
もっと頑張りたい
勉強がわからない。私も友達も陰で悪口を言われた
家族と仲良くできない時がある
勉強をする時間が尐ない。どこの高校に行くか決めるのが難しい。学校の先生が面
倒くさい。将来の事が尐し気になる。ストレスを感じる。弟とよくケンカする。弟
たちが鬱陶しい時がある。家の中がうるさい。部活があまり楽しくない時がある。
集中力がつかない。友達が尐ない
英語を話せるようになるという将来の夢がかなうか心配
勉強にちゃんと付いていけるか、良い高校に行けるか。小学校の親友と何度か会い
たい
ストレスは母とのケンカ
中1で女子テニス部に入っている。女子テニス部は朝早くから練習があり、礼儀正
しく厳しい部活。小さいころからずっと続けてきたダンスが部活と重なってしま
い、ダンスが終わるのが遅く、12時就寝で、部活のために４時起床という日もあっ
た。好きなテニスもやりたいし、ダンスも本格的にやりたい。とても悩んでいる
テストの点が上がらないこと

保育士、芸能人

進学にどのくらいお金がかかるか、職業は具体的に何をするか

看護師

部活が怖い、部活の事を考えると吐き気がする

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰのｷｬｽﾄ

勉強についていけない。自分の望むような友達がいない

薬剤師

母が疲れていてかわいそう
勉強ができなくても焦っていないこと

人助けをする職業

勉強がうまくいかない。クラスの人達が自由すぎる

エンジニア

勉強するのが面倒くさい
勉強が全然わからない。疲れて勉強をしたくない

第三次産業

高校に行きたいが、受かるかどうか心配
勉強のやる気がでない。勉強が進まない

看護師
デザイナー

進路がはっきりしない
塾に行きたいが、行かせてもらえない。テストの点数が全然上がらない。入りたい
高校に行けるかどうか心配
友達関係がうまくいかない。勉強がわからない。将来の仕事についてどうしたらい
いかイメージがわかない
進路が決まっていないのが不安。勉強方法も不安

パティシエ

将来のために今何をしたらいいのか

陸上選手

進学ができるかどうか心配

美容師

エアコンが欲しい
特定の人にしか心を開けず、イライラをためてしまったりする

力仕事

先生がしつこくて嫌だ

薬剤師

部活と勉強の両立が大変

パティシエ

塾に行きたいが、お金がないため行けない

歌手、ダンサー

先輩とのかかわりかた。失礼がないか心配

医者

手当が欲しい。私立中学にも補助金が欲しい
ネガティブなことを考える。その他色々

美容師、薬剤師

成績が悪く、高校進学が不安。気持ち悪い教師がいる
高校に行けるか不安

大工

看護師

テスト勉強をあまりしない癖がついて、点数が落ちている
友達に嫌なことをされても、嫌だと言えない。学校で一人になる時間がとれずイラ
イラし、態度に出してしまう
何をやるにもお金がなく、我慢が多い
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学校に行きたくない
前からいじめにあっていて、今も続いているがどうしたらいいか
勉強のやる気の出し方。勉強方法
夢がないことが心配。勉強のやりかたがわからない
母の体が心配。頑張りすぎないでほしい
父の体が心配。仕事が忙しく自分が負担になっていないか。お金は足りているか
花屋、イルカの飼育員

教え方が下手な先生がいて勉強がわかりづらい。宿題が多い

空間デザイナー

大学進学をするかどうかに迷っている

警察官

安保可決で、自分達も戦争に行くのかと心配

ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅー
飲食経営

給食の牛乳の量を増やしてほしい。ゆとり教育にしてほしい
松商に行きたいが、学力が足りず、勉強も苦手。父がおらず、友人の父の話を聞く
と辛い。友達に嫌われているんじゃないか。ケツアゴとか、傷つくことを言われる
人を意味もなく殺す事件や、学校でのいじめ・差別等で命を落とす人が増えていて
怖い。それを大人の力で止めてほしい。大人は思うように子どもが動いてくれない
とすぐに子どもにぶつけてくるからずるいと思う
中学でマネージャーをやっており、上田西校にいき野球部のマネージャーになりた
いが、私立なのでお金がかかってしまい、家族に心配をかけたくない
将来の目標がないこと
人間関係を築くのが苦手なので、人との関わりがより良くできるか心配
勉強がついていけるか心配
将来の夢とか、あまり考えたことがない。職業の見つけ方を知りたい
学校の先生が話をかえたりして困っている

ソーシャルワーカー

自分に向いている職業がわからず、将来の職業が思いつかない
漢字が覚えられない。復習で手いっぱいで、高校生になってから予習ができる気が
しない
部活やクラスで人に気を遣いすぎて疲れる
学校に行けない

陸上自衛隊

高校に行けるか不安
勉強など
部活の顧問が不安

ゲームクリエイター

祖母が自分でできることを頼んでくるのが不満

パティシエ

高校に進学できるかどうか
英語がわからない

パティシエ

将来一人で暮らしていけるか心配

保育士

保育士

将来短大に行けるか心配。今勉強に追いつけていない
クラスの子が陰で自分の悪口を言っている気がする。親が勝手に部屋に入ってくる
のが嫌。お小遣いの使い道は自由にさせてほしい
宿題が進まない。テストの点数が上がらない

農業関係

勉強を教えてくれる人が、説明が速くて理解できない

柔道オリンピック選手

方程式の解き方がわからない

漫画家

父の周りの人が嫌です
保育士

理科などついていけなくてわからないところがあり不安

バレー選手

学校の勉強が難しくてついていけない
友達との関係が、日によってはみんな優しかったり、日によって誰も話してくれな
かったりするため、嫌われているのではないか、と不安になる
"気持ち"が不安。最近の人は優しさが足りない。優しくない人たちがぶつかれば憎
しみや嫉妬につながり、殺人にもつながる可能性もある。だからこそ一人一人の優
しさが欲しいと思う
学校や他の人がいる時は勉強ができるが、家で一人の時はメリハリがつかずだらだ
らとしてしまう。公民館や学校などで勉強できる時間があると良い
勉強についていけるか不安

旅行関係
CMクリエイター
職人
看護師、保育士
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公認会計士

得意なことがなく、将来に悩んでいる。中１のはじめのテストで点数が低く、次の
テストが心配
どこの高校に行くか悩む

化粧品会社勤務

暑くてやる気がでない。受験に合格できるか不安

薬剤師
トリマー
プロサッカー選手

看護師
建築士

薬剤師

勉強ができないので塾に通いたい
学校でいじめがあること。先生の教え方がわかりにくい。近くの高校に家政科がな
い
学校の先生の授業がよくわからがない
中学になって勉強が難しくなりテストの点数が落ちており、高校に行けるか心配。
2年生で新しいクラスになり、自分の物がなくなるようになった
学校で自分の後ろの席の人がイスを蹴ってくる
将来、安倍総理のせいで戦争が始まったりするのは嫌だ。家はお金がなくてすごく
大変。お小遣いも全くない。部活のお金も高くてぎりぎりなんとかやっている状
態。勉強ができない
かわいい服が尐ない。楽しい所、安全な場所が尐ない。季節休みが短い
看護師になれるか不安
学校の一部の先生が通知表のダメな所の理由を書いてくれない。テストの点数や発
言が僕より悪い人の成績が僕よりもよかった。その理由がわからず悲しく悔しい
生きていけるか心配
自分にはなりたい職業がなく、どうしたらいいかわからない。何かきっかけをつか
めたらなと思う
勉強の仕方をもっと知りたい。友達や家族とのかかわり方がわからない
勉強をしても全然覚えられないのが悩みです

薬剤師
看護師、助産師
パティシエ、声優

テストの点数
周りの友達が最近面倒くさくて仕方ない。人と上手に関わることができない。上手
くいっていることが尐ないと感じている
友達が私の裏の顔を認めてくれるかどうか
将来の夢が見つからない
いじめられるのではないかと心配です

野球選手

サッカー選手

勉強が嫌い
英語が分からなくなってきている。母が具合が悪くても会社に行くので、体を壊さ
ないか心配。母に何かとお金を払ってもらうのが申し訳ない
勉強ができない。将来が心配
大学へ行けるか心配
お金がかかることを考えると進学できないのかと思う
親が離婚している。母が大変そう
勉強と部活の両立ができない

プロ野球選手

美容師

声優

心理カウンセラー

高校に進学できるか。プロ野球選手になれるか
クビにならない定職に就きたいだけで教師になる人、小さい子が好きだからという
だけで保育士になる人が多いこと。いじめが原因で自殺した子がいると先生を責め
る人が多いこと、その他にも色々気に入らないことがある
母は悪いことをしても認めないで、私ばかりを怒る。携帯代が高くなると怒るが、
母だってとても高い。友達と遊ぶ時メンバーを全員答えているが、「嘘をついてい
たらどうなるかわかってるね。」と言ってくるので嫌だ。母はいつも自分に都合の
いいことばかり言う。しつこく何から何まで聞いてくるからうざい
声優の勉強ができる高校に行きたいが、県内になく、親に近くの高校にいって欲し
いと言われているので中々言い出せない
たまに起きる時間が不安定なこと
お金のことが心配です
勉強が嫌いなことが不満です

獣医

今もまだ将来の夢がない
将来獣医になりたいけれど、動物アレルギーがありグロテスクなのが無理。どうし
よう
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画家
医者
救命士

どうしても漢字がうまく覚えられない
クラスが嫌だ。クラス替えがなくて嫌だ。先生が嫌だ。母が大変になるから、大学
に行けないかもしれないので、医者になれないかもしれない
母が夜もアルバイトをしているので、大学に行けるか不安。あまりお金をかけさせ
たくない

プラモデルの設図、デザ
家の経済的な事を考えて学校を選ばなければならないところ
イン
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
勉強ができない。夏休みの宿題が無理
将来のためにもしっかり勉強したいのですが、どうしても苦手な教科をやらずに投
声優
げ出してしまいます
学校まで3kmもあるのに、自転車通学ができないことが不満。ストレスの発散先が
料理人
無い
引っ込み思案で友達が尐ない。勉強がみんなと同じように学べない。登校日数が足
安定した職業
りない。将来高校に行けるか心配。悪口に対する心配が尽きない
工業デザイナー
勉強もしないといけないが、遊ぶ時間がもっと欲しい
中学で相談に乗ってくれる先生や友達はいるが、悪口を陰で言われたり、睨まれた
看護師、教師
り、舌打ち・無視をされている。宿題がとにかく多い
栄養士
家庭内での喧嘩が多いので、私が原因じゃないかと悩むことがある
学校のこと
美容師
トリマー
教師
アパレル関係

好きな事ができる仕事

美容師になって将来過ごせていけるか心配
毎日仕事を頑張っている母の身体が心配。父がおらず兄弟も多いので、金銭や精神
的にも母が心配
家族みんなが自分勝手で困る。一人の時間がなくて困る
飯山は田舎すぎて何もなさすぎる。不便（交通・買物・通学など全て）でつまらな
い
友達関係が全然うまくいかない。行きたい高校とかがあっても勉強がわからずつい
ていけない。夢があってもそれに見合ったものがないと叶わないと思った。勉強が
全然わからない
英語が苦手、やる気に波がある

保育士
将来の夢の職業につくことができるか
一級建築士になり国に所
部活動優先で学力が下がること。学力優先にしてほしい
属しユネスコに入る
お金がなくて、行きたい学校に行く事が出来ないかもしれない
書物に関係した仕事
動物と関わる仕事
獣医、トリマー

パン屋、パティシエ

Youtuber、ﾊﾞｽｹｯﾄ選手
歌手

趣味と勉強のメリハリが付けられなくて困っている
数学が苦手でわからない所があるので、塾へ行きたい。遠慮しないでどんな塾でも
行きたい。将来やってみたい「馬の仕事」ができるように乗馬などの習い事も遠慮
せずやりたい。旅行に行きたい
友達の作り方が分からないし、下手である
どんな高校にいけばいいのかわからないし、どんな職業につけばいいのかわからな
い
勉強についていけてない。高校に行けるか不安
英語と社会の点数が上がらない。自分に何が向いているかわからない。最近、「こ
の人は本当に私の友達なのだろうか」と考える。進学できた時の友達の作り方
勉強が難しくてわからない
質問５が実現したら友達との仲も深まると思うので、そんな場所を作ってほしいと
思った
クラス替えで親友と違うクラスになり、話すことや遊ぶことが尐なくなってしまう
こと
家族の仲が悪い。（母と祖父母）母がすぐに不機嫌になり物に当たる

外国の仕事

勉強が嫌い。漢字がわからない。学校に行くのが嫌だ

看護師

数学が苦手
部活動のこと

スポーツ選手

テストの点数が悪いからもっと勉強できるようになりたい

美容師

勉強が不安
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元父親に嫌がらせをされている。頑張っている人を僻んでいるひどい大人だ。頑
張って僕と妹を育ててくれている母や僕達に対して、ひどいことをしてきている。
養育費は支払わない、住んでいる家から出ていけと言っている。こんな父親を許せ
ない。責任をきちんと取らせる法律を作って欲しい。僕は絶対に無責任な親になら
ない。母は離婚して正解だ
仮面ﾗｲﾀﾞｰのﾋﾛｲﾝ

クラスとか学年にチャラい人が多くて嫌だ

弁護士

今とっても楽しい
勉強
将来、自分がどのような職業につくのか

大工

授業でみんなについていけるか。今の勉強方法でテストの点はあがるのか
大学へ行きたいけどお金がないからいけないかもしれない

スポーツ店

理科の先生の説明が分かりにくい

幼稚園教諭
動物関係の仕事

専門学校に行きたいが学校の探し方がわからない
朝早くから夜遅くまで仕事をしている母が、兄や私の進学もあるので、疲労で倒れ
てしまわないか心配
母が病弱

美容師

勉強についていけるか心配

看護師

大学に行けるか、親のお金が心配

車の仕事

勉強

ﾌﾟﾛｻｯｶｰ選手、ｼｪﾌ

サッカーの努力が全く足りないのでしっかり努力！勉強！

芸能人（お笑い）

誤解されやすい
自分のなりたい職業への費用が不安だし、望むことを躊躇してしまう。お金が無い
ためなりたいものを断念しなければいけないのかという不安がいつもある。欲しい
ものが多々あるがそのことを言うのを躊躇してしまい言えない。塾なども行きたい
とは思うが、金銭的に行けない。学習面で差が出ないかとても心配
宿題が多い。通学の自転車使用を自由にしてほしい。生徒への接し方が違うから先
生が好きじゃない
勉強が中学になって難しくなってきていること

医者

動物の飼育員

夏休みが他県より短いのに宿題は同じくらいなので大変

医者

母が病気になったりしたらと思うと心配
大人や知らない男性が怖く、嫌悪感を抱いてしまうこと。自傷行為をしてしまうこ
と。親が理不尽なこと
自由にスポーツができる場を増やしてほしい

プロサッカー選手

いい点数がとれず勉強がなかなかうまくいかない。お金を使いすぎてしまう
勉強ができるようになりたい

鉄道の運転手、航空管制
自分の思っていることを上手く言葉にできない。勉強、メンタルの弱さ
官、プログラマー
スポーツトレーナー
進学、勉強のこと
学校生活で自分だけ差別されていることが不満。将来なりたい職業でどの分野がい
いか悩んでいる
作文力が無い、計算ができない
マネージャー、看護師

中学生になって授業についていけなくなった

助産師

自分のためになる勉強の仕方がわからない
同じクラスには私をいつもチェックしてくる嫌な子がいて楽しくないので、今学校
に行っていない。好きな英語も先生が嫌いで嫌いになった。今のクラスには仲の良
い人がおらず、休み時間に隣のクラスに遊びに行くと、隣のクラスの先生たちが
「違うクラスの人は来ないで」と戒厳令を引いている。隣のクラスの仲の良い人
も、別のクラスだからと遊びに誘ってくれなくなった。来年クラス替えでシャッフ
ルされないと学校に行きたくない。先生もかえて欲しい
将来がよくわからない

美容師

具体的な進路や将来の事が決まらない
デザイナー

勉強がしっかりできるかどうか
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児童養護施設の職員

不登校になっていた時の学校の対忚がひどかった。どんな理由で不登校かは人各々
だけど、それしか選択の余地が無い人たちの場合、児童の頭数で付加される国から
学校への90万円を母の給料にするなどのシステムを作らないと、子どもの居場所は
確保できないと思う。高卒認定試験を中信や南信でも受けられるようにして欲しい
学校の費用

自衛官

生活費

ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ

空を見ていると地球が終わりそうで怖い
吹奏楽の部活の指導者の嫌がらせがひどい。思いきり部活ができない
学校進学はお金がかかる
自分に合った仕事がわからない

公務員

将来図がはっきりしない

アニメーター

学校に行く事、勉強、学校で自由が無い事、体育のプール、数人を除く教師

保育士

英語ができない
勉強のやる気ができない
一研究は毎年悩んでいる

科学者

勉強がついていけるか

公務員

勉強の点数が下がったこと
生活が大変

皆を笑顔にできる

色々試しているが自分に合う勉強方法がわからない

絵に関わる仕事

将来。友達とのかかわり方。勉強

美容師

増税
クラスに友達がいなくて寂しい。学校に行きたくないと思うことがある。いい高校
に行きたいので勉強を頑張りたい
理科と数学が苦手で、受験の時足を引っ張ってしまうのではないかと不安

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
警察官
レゴマスター
ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ

学力が尐し心配
高校や大学に入れる自信があまりないので心配。できるだけ早く進路を決めて勉強
に取り組みたいがよくわからない

〔中学校３年生〕
教師

勉強の仕方がわからない。点数を伸ばすための勉強がわからない

大工

志望校に合格できるか心配
勉強のこと
LINEを使ったいじめ・仲間はずし、暴力をふるう子、「キモイ」「死ね」などの暴
言が多いこと。集団に弱い者いじめをされて困る

プログラマー
ゲームの会社員
手話サークル、農業
空港関係
ﾃﾞｨｽﾞﾞﾆｰのｷｬｽﾄ

進学について
幸せです
公民館等で勉強する場合は、レベルにあった勉強をしたい。年を重ねるにつれて、
入試が難しくなっているのが心配。今年から回答用紙がA3になり、記述問題が多く
なるという。何を勉強したらいいかわからない
志望校に行けるか不安
勉強に関して
進学にお金がかかりすぎる、通学の電車代を安くしてほしい

人の役に立つ仕事

相談に乗ってくれる大人がいっぱいいる
サービス業

イラストレーター

受験生なのにスイッチが入らない

介護系

勉強がわからない
勉強をすぐに理解できない。どこがわからないのかと聞かれても、答えられない。
自分から質問ができない
母が一人なのでお金のことが心配

福祉系
医者
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保育士

まだ、将来の夢がいまいちわからない。学力が低く高校に行けるか心配。自分が何
をしたいのか自分でもわからない
不安

会社員

勉強が難しい

保育関係

受験勉強をしなければいけないのに集中が続かない

司書

将来の夢が決まらないことを悩んでいる
友達が上手に作れない。母の病気の悪化が心配。アクシデントが重なりみんなイラ
イラしている
勉強が苦手で、志望校に行けるか。夢がはっきりしない

ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ、美術関係

勉強が難しい
なりたい職業に就きたいが、それでやっていけるのか不安。勉強もはかどらず焦る
ばかりで、自分が悪いと思うがどうにもならない
勉強のやる気がでない

女優、外資系企業、主婦 もっと頭が良くなりたい
今のままでは高校に入れるか不安
夏休みを一週間くらい伸ばしてほしい
母子家庭で、母も体が弱く、弟も年子なので、受験が不安
時間がなく、やりたいことができない。どんな仕事があるか知らない
看護師
ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ
看護師
オリエンタルランド

薬剤師

どのように勉強すれば、テストの点数が上がるか
自分の進みたい学校が遠くて進学を望めない。交通関係をもう尐し広げたり、学校
を増やすなどしてほしい
母が朝早くから夜遅くまで働いていて、母と話す時間がなくて寂しい。仕事が終
わった後、母に話しかけても反忚が薄い。アニメを見ている時に話しかけたりする
のはやめてほしい。勝手に録画したアニメを消さないでほしい
自分に甘くて勉強しようと机に向かっても、進まなかったりやめてしまったりする
ので直したい
学費。母の体調
歩いて行ける所に図書館がないこと。近くに薬学部・薬科大学がないこと。私立の
学校に行くとなった場合、高額なお金が必要になること
家には、お金がない
勉強の仕方。仲が良い友達とこれからもやっていけるかどうか
兄のこれから

保育士

勉強が難しい
学校の先生を選べるようにしてほしい

自動車関係、医者

通っている塾が厳しいが、できればやめたくない

看護師

勉強のやる気が出ない。どうしたら出せるか
行きたい高校に行けるか不安

スポーツ関係
介護福祉士
医療関係
科学者（ロボット技術
者）
看護師

進学希望だが、お金のことで心配がある
将来の夢をかなえるには短大等で学びたいが、お金がないから、必要な分を貯めら
れるか不安
周りの人が優しく毎日がとても楽しい。勉強が苦手でやる気が出ず、尐し心配
将来の夢がこれでよいのか迷ってきている。将来どうしようか不安。生活もどうな
るのかとても不安
部活と勉強の両立ができない。自分の行きたい高校にいけるか心配
お金がない

常識のある大人
ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
ＣＡ、声優

学校の授業で水泳があることが不満であり悩み
今「やりたい」と思っていることがあっても、はじめたら長続きしなくて、すぐに
飽きて辞めてしまう。友達と仲良くなる方法がわからず休み時間は誰とも会話がで
きない
いじめが多くなってきている。（友達がいじめられている）無視や軽く「死ね」と
言われる程度。これについて見て見ぬふりをしている人たちがいることが心配
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ファッション関係

就職、プロ野球選手

高校進学に困っている。ファッション関係の仕事をしたいので、須坂創成高校を第
一希望にしているが、勉強があまり得意ではないので困っている
母の健康
進学について不安
友達が信用できない。LINEが嫌でやっていない。やっていないとバカにされる。先
生にサインを出しても「そんなこと、みんながうまくいくはずがない」と、特定の
子には言わず、我慢をする子には言い、扱いが違う。断れない子が辛い。相談して
も解決しない。不登校の人は大事がられる。不公平
勉強が面倒くさい

美人なアナウンサー

太ってしまって、良いダイエット方法が見つかりません

舞台関係

舞台関係の仕事に就くため、専門的に学べるところを知りたい。県内・外なのか等

料理人

英語の読み方・意味がわからない
母の収入だけで、大学へ行けるのだろうか。塾へ行くためのお金。部活動にかかる
お金。勉強をもっとできるようにしたい
勉強が楽しくない

建築士

どういう仕事をしたいか決められるか心配。職業を決めないと学校も選べないから
進学、将来のこと
物作りに関係する仕事

尐し勉強でついていけない所があり心配

イラストレーター

行きたい学校に行けるか心配
不登校なので勉強が心配。今後のことを考えたくない。家族からは学校へ行ってな
いのでいろいろと言われる。思い出したくない過去を思い出してしまう
LINEができない。お小遣いがあまりもらえない

何かを作る職業

管理栄養士

テストの点数が低いこと
夢のために私立中学に通っている。そのため親に金銭面で負担をかけてしまってい
る。大学のことも考えると金銭的な面での援助をしてほしい
お金のこと

ヘアメイク

勉強をしたいけど、面倒くさくてやる気がしない

中学校理科教諭

志望校に合格できるかどうか
勉強で分からないところがずっとわからない。覚えられない。休みの日勉強がなか
なか始められない
人のことに首を突っ込んでくる人がいて頭にくる

医者

教師
看護師

自分が思春期だからかもしれないが、親とうまくいっていない。スマホが欲しい
ホテルスタッフ
陸上で世界へはばたく

常に何かに追われていて、やることが多すぎる
テストの点数が下がってきているが勉強する気になれない。姉が手伝いを何もして
くれなくて辛い
母が不規則な勤務なので夜は家にいてほしい。進学したいけどお金が心配

機械関係、農業関係

高校選択

動物飼育・保護

進学と将来のことが心配

機械関係

私立に行くお金があるかどうか
小さいころから母に暴力・暴言をふるわれて、今現在は祖母と住んでいる。今度は
弟に同じ事をして、弟も祖母と住んでいる。しかし、祖母が仕事ができないためお
金も無くなっているのに、親としてお金の工面もしない。僕たちは母とは今後も住
みたくないし、早く働いて、祖母を助けてあげたい
早く無料塾みたいな所を作って欲しい

小物を作る仕事

将来どうすればいいのかわからない。友達を作るのが難しい
エンジニア

家にお金がないので、進学を諦めなくてはいけないかもしれなくて不安

ネット関係
自衛官

町内の小中学校が統合し、小中一貫という物ができた。町と地域の方々で勝手に統
合について進めて、僕達には何も聞かなかった。統合してもいい事がない。町は交
通が不便
頭がよくなりたい

パイロット

大学まで行くと莫大なお金がかかるので大丈夫か不安
テストの点数が不安
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勉強は好きでそこそこできる方だと思うし大学進学をしたい。しかし大学へ行くと
なると、奨学金を借りても生活を苦しくさせると思うので親に言えない。母は体が
弱いので離れる事も心配
将来が決まらない
進学
勉強ができないので高校に行けるか不安、将来ちゃんとできるか不安
自動車整備士

経済面

工業系

奨学金をもらえるかどうか

調理師

自分に学力がどこまでついているか

アパレルショップ

動物園の飼育員

勉強が全然できない
将来アニメや本関係の仕事に就きたいが、親は「お金がかかる」「学力が足りな
い」と言います。自分の将来は自分で考えたいが今の私にはできません。どうした
らよいのでしょうか
希望している高校に行けるかどうかが心配

研究員

お金が足りなくて行きたい大学に行けないかもしれない

ﾁｬｲﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

勉強のわからない所をそのままにしてしまうところが治らない
税金を保健所の動物たちを殺すことでなく、生かすために使って欲しい。生き物虐
待や捨てることについて、もっと重い刑を下して欲しい
勉強の仕方がよくわからない、第一志望の高校に行くのに今の自分の学力で合格で
きるのか不安
進学・将来

アニメ、本関係

獣医、生き物関係
救急救命士
服のデザイナー
芸能関係
ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ、郵政

自分の性格を直したい
中学3年生なのでテストが色々と心配ですが、なかなか勉強に集中できず途中で投
げ出してしまって、毎回テストの時に自分が嫌になってきます。友達関係がうまく
いかず、クラスにいることが悲しくなってきます

〔高校１～２年生〕
介護福祉士

専門学校か短大に行きたいが、母子家庭だからお金が心配

大手企業会社員

受験料、入学金等の負担が大きいこと

花関係

勉強
部活の先生が厳しい、教え方がなっていない

プログラマー

質問項目全部の事が心配、不安
親の収入では大学に行けない

薬剤師
IT関係、美容師

月のお小遣いが尐ない
母が病気を持っているので心配、先生が「アルバイトしているような奴はいらな
い」と言って部活に入部させてもらえなかった
進学か就職か迷っている

ダンサー、服飾系、土木
将来なりたいものがいくつかあり困っている
関係
パティシエ
もっと皆と仲良くしたい
大学に進学したいが、お金がかかり母に負担をかけてしまうこと。尐し離れた図書
館へ行き、静かな場所なので夏休み等に使用している。ここにもそういう場所を
作って欲しい。（親に送迎をしてもらっているので一人で行くために）
毎日同じことの繰り返しで「楽しくない」「面白くない」のでどうにかしたい
本屋

消費税が上がることが心配
夏休みが短すぎる
大学進学費用

管理栄養士

進学にあたって金銭面が心配
将来の夢が決まらない

バンドマン
薬剤師

勉強しなきゃいけないのにしたくない。進級できないかもしれない
母子家庭だからと言って銀行がお金を貸してくれないという話を聞いたりする。そ
うなれば大学に行けなくなる。世の中の仕組みはおかしい。差別だと思う
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塾講師、美術系

四年制の大学に行きたいが家の事情で短大がぎりぎりです。奨学金も借りるまでは
いいですが卒業した後返さなければいけないというのが引っ掛かり、親が使わせて
くれません。もう尐し奨学金制度を見直してほしいです

社長

お金が無い
県外大学へ進学した時の母の仕事。物理と化学が難しい

美容師、ﾌｧｯｼｮﾝ関係

薬剤師

介護
養護教諭
考え中
製造業、映像制作

色々なことに自信が持てない
将来を考えると進学をしたいが、母の収入では無理。祖父母は病気がちで、貧乏で
不安しかない
生活習慣が身に付かない
無料で高校生が楽しめるような施設をもっと増やしてほしい。"スラックライン"や
"ボルダリング"なども提供してほしい。高校生がいつでも集まれる所をもっと増や
してほしい
夢が決まってなく、しっかり働けるか不安
進学にかかる費用など
母が一人で働いているので、習い事や進学をしたくてもお金に余裕がなく、アルバ
イトをして自分で行くしかない。部活もできない
自分が将来どのような仕事に就きたいのかわからなくなってきた
部員が部活に来てくれず、顧問もやる気に欠ける

農業

人とうまく話せるか、付き合えるか、将来的に不安に思っている
将来が不安。友達に断ることができないことが不安

勉強しようと思うが、はじめるとやる気をなくし、全くできていない
学力も心配だが、志望大学があっても金銭面で行くことができない。県外の大学だ
作業療法士、理学療法士
と、一人暮らし分のお金もかかり県内の限られた進路しか選択できない
看護師
このままの学力で志望学校に行けるか心配
理学療法士

高校を特待生で卒業したい。お金持ちになりたい。弟との関係を良好にしたい。日
本の今後が心配。大事な人を守れるようになりたい

理学療法士、ﾄﾚｰﾅｰ、ｽ
ﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟ
理容系、ｱｸｾｻﾘｰ販売

大学進学は母の収入ではできない
母が一年以上精神病で情緒不安定なときがあり、対忚がわからない。イライラする
と母に冷たく接してしまう。お金もないし生活も厳しい。家族の力になりたい
母子家庭で障害のある弟がいて、環境は最悪。お金がない。勉強をすればいいのだ
が、自分だけだとわからないところがある。物覚えも悪く、どこから手をつけて良
いかわからない。バイトも部活で禁止されていて、3年でやろうと思うが不安
母子家庭で、大学進学はしたいけど無理なのはわかっている。本当は進学したい気
持ちはあるが、母には言わず、私は高校を卒業したら働くからねと言っている
進学・勉強
今年に入り急に勉強をする気がおきなくなり不安。やる場所もないのでなおさらや
る気がなくなる
お金が一番心配
友達にうまく接することができない。将来につながる大学や専門学校がわからな
い。家で一人で勉強に励みづらい
進路が確実に決まらない

看護師、声優

どこの大学に進学するか、将来どのようなことをするか

花火師、整備士

十分に勉強できる環境が尐ない
将来の夢がはっきり決まっていない。友達とうまくいっていない。人とうまく会話
ができない
進学のこと

人と接する仕事
警察官
美術関係

パン職人

医療系

人見知りすぎて、友達の作り方がわからない

自動車整備士

最近、寝不足
大学進学希望だが、お金がかかりあきらめるしかない。貧乏が理由で、高校・大学
進学をあきらめなけばならない人を助けてほしい
何がやりたいか自分でもわからない
大学に行きたいがお金がかかるから短大にしようと思う

ＴＶ番組ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

部活が忙しい
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看護師

進路のために勉強をしなければならず、男女の付き合いを先生にとめられている。
一緒に勉強してはだめなのか
将来どうなるか不安
将来に悩んでいる
お金がほしい

税理士など会計関係

知的障害があるので会社に勤めても働けるのか心配
大学に行きたいけど先生の授業が速くて頭に入らない。親が子どもに関心がない。
姉が暴れるので困っている
学校から家が遠い

法に関する仕事

今の学力では夢が叶いそうにないので不安

花屋

自分は養護学校に行っているので、就職できるかどうか心配
カウンセラー、小学校教 夢があり進学をしたいが母子家庭でお金が心配。進学したい大学が私立なのでお金
員
がかかるし、お金を稼ぐためにたくさん働く母の健康も心配
スポーツトレーナー
高校を全員が落ち着いて授業に取り組める環境にしてほしい

心理関係

親に怒られるのでアルバイトをやらないといけないが、人が怖くて人の目をみるこ
とができないので、やれるか不安。親が昔から怖くて言いたいことを正直に言えず
困っている
行きたい大学は私立だが、親は金銭的に国公立でないと駄目だという。そのため、
勉強に対する目標が見えなくなってきてしまった
この社会に期待をしていない
大学に行きたいがお金がないから、奨学金が尐しでも多い私立大学か、尐しで安い
国公立になってしまう。できるだけ親には楽をしてもらいたい
短大・大学に行くにはお金がかかると切実に思う。母一人の負担が大きすぎて、自
分も大好きな部活をやめてアルバイトをすべきなんだろうか。母を見ていると辛い
父から教育費が入らなくて母が困っている

保育士

親のこと

イラストレーター
小学校の先生
中学の社会の先生
看護師

進学できるかどうか心配
高校をやめてから大人が信用できない。頼れるのは家族くらい。元の担任に話をし
たが、心配はしていなかった。親も色々言うので、面倒。バイトも約束通りのバイ
ト代をもらえない
ガソリンの運搬

部活に入りたいが、何が自分に合っているかわからない

イラスト関係

進学したいがお金がない
将来やりたいことがない。大学に行きたいが、何を勉強したいのかわからない

警察官

お金

美容師

進学のお金がすごくかかる

俳優

夏休みが尐ない。あと一週間欲しい

声優

母の仕事の時間を、何時から何時までと決めて欲しい。母がリストラされないよう
にして欲しい。安定した収入がずっと続いてほしい。祖母と祖父の喧嘩が嫌だ。祖
母がほぼ毎日怒っているのでやめてほしい
勉強をやる気にならなくて困る

看護師

塾・進学費用・進学する際の情報が知りたい

アニメーター

部活など毎日忙しいけど楽しい。勉強する時間がなくて困る

高校教諭

母は仕事や家事のことで忙しい毎日で、お金のかかることは相談しにくい
勉強しよう、という状況や環境に自分を追い込むことができない。自分を甘やかし
てしまう。今のままで夢がかなうのか好きな仕事ができるかと考えることがある
専門学校へ行きたいけれど親にお金がないから就職してほしいと言われる

機械を操作する仕事
医療事務

保育士

家に一人でいる時が不安
大学進学時の入学金・授業料、またもしも一人で暮らす場合など、お金が必要であ
ること
お腹の調子

中学校教諭

これからどんな職が社会的に有利になるのか

教師
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ﾍｱﾒｲｸｱｰﾃｨｽﾄ

専門学校に進学したいと考えているけど、専門学校はすごくお金がかかってお母さ
んに迷惑をかけるから悩んでます。一人暮らしをしたいし、いろんな面でお金をた
くさん使うから進学したいけどどうしよう、と思っています
専門学校へ行くお金を貯められるか心配です
安定した正社員になれるように頑張りたい

作家

疲れている

心理士

将来の夢がかなわない気がしてならない

物作りに関係する仕事

尐し勉強でついていけない所があって心配

動物関係の仕事

就職できるか

人を助ける仕事
自動車整備士
看護師
美容師

農業関係の仕事
（酪農）

研究者、医療系
保育士、ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ関係
研究者、学者
栄養士
ロボットのエンジニア
介護福祉士

奨学金を借りても利子をつけないようにしてもらいたい
心が傷ついて病院へ行ったり薬も飲んでいる。周りにも傷ついた人が苦しんでいる
一方で、気が強くて楽しくやっている人たちもいてやりきれない。苦しい
将来の目標はあるが忙しくてあまり勉強できないので学習面の心配がある
進路をどうやって決めたらよいかわからない。自分の好きなことや興味あることを
進路選択に活かすと良いと聞くが好きなことがわからない
進路のこと
もっと勉強をして、楽をさせてあげたいけど、塾にも行けない。親の事を考えると
無理だと思う。高校でもお金がかかる
答えたくない
親にお金がないから進学したいけど無理だと思う。母だけれど、本当は祖母にあた
る人で、高齢だから心配
進学のこともそうだが、母子家庭という環境のせいで将来が決まってしまうのか。
金銭的に厳しいということで将来の選択肢が尐なくなってしまうのか。怖い
自分と同じクラスにいる幼馴染が、多人数でチャラつく奴らにからかわれていて、
自分もその被害に遭うことがある。そのせいで、幼馴染や部活仲間以外の人間に対
する警戒心が強くなってしまった
学びたい学問が複数あり、大学の学部選択に悩んでいます
父からの支援がないため、全体的に金がない。大学への進学も心配。私立大学への
進学は無理だと言われている
短大などに行きたいけれど、お金がないので就職も考えている。でもなるべく自分
がやりたい職業に就きたいから、金銭面など支援が必要
学費などの親への負担など
母子家庭だから、自分で働いて学校に行っている。毎日が大変。姉も働きながら短
大に行っているが、高校以上の学校に行くのは難しいので、私は高校までにするつ
もりだ。母子手当が18歳までなのはなぜなのか
通信制高校に通っている為、一般的な学生の学力の程度がわからない。自分がどの
くらいできているのかわらないのが不安
お金に余裕がないから早く就職して助けたい
進学のためのお金
進学を考えているが、お金がないのでどうしようか迷っている
勉強が遅れはじめてしまって不安。陸上競技で上の大会まで勝ちあがれるか不安

楽器のﾘﾍﾟｱﾏﾝ、服飾関係 お金が欲しい（切実）
美術関係

全く数学が分からない
中学から高校に入ってからの方がお金がかかると思う。なのに国や市の援助が尐な
い。（高校の通学援助など）長野市は援助が出ているようなのに、千曲市は出てな
いと聞いた。アルバイトをすると勉強する時間がなくなるし、将来のことがよく考
えられない
授業がわかりにくい。部活動のお金のかかり方を大変に感じている

動物に携わる仕事

テストで良い点数が取れるか不安

国家公務員

人間関係が面倒くさい。愛想笑いにそろそろ疲れた

スポーツ関係、教師

お金がない

保育士

行きたい大学に行けるか心配

公務員

母のお金だけでは心配
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ｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀｰ

長野県内にも専門学校が欲しい

安定した給料のある職

交差点で車にひかれそうになったことが何度かあり、危ないのでどうにかして欲し
い。大学へ進学したいが学費が心配で悩んでいる。隣の家の子供と下の階の家の子
供が虐待を受けていないか心配

将来
町の図書館によく行くが、火・木曜日が休みだったり、平日電車で帰ってくると閉
国際的に活躍できる仕事
まっているので、開館時間を学生のためにも長くしてほしい
通訳
母子家庭でもお金の事を心配せず学べるような制度を作って欲しい
太っている人を見た時、どうやったらあんなに太れるのか疑問
将来どのような進路に進んだらよいかわからない
勉強できる場所が欲しい。（図書館だと静かすぎて逆に集中できない、友達と相談
しながら勉強できない）学校の先生の教え方が下手、教員をもっと指導して欲し
い。地域の人に挨拶をしても返してくれない。図書館で館員の人に、うるさかった
ので注意されたのは仕方がないが、うるさい時に注意する人を差別しているし、他
の館員は注意もしない
美容関係、アパレル系

美容師
服飾関係

ずっとこの田舎にいるのか、将来関東に戻れるか不安
大学に行きたいが、お金の事を考えると国公立。親に負担をかけるのは申し訳ない
ので私立は無理
将来への希望が無い。大好きな絵を学ぶため専門学校に行きたいが金銭的に行けな
い
勉強しなければいけないのはわかっているがやる気が出てこない。美容師か服飾関
係の仕事のどちらの専門学校に行くか迷っている

薬剤師、医療系

部活との両立が難しい。学力が思うように上がらない

警察官

勉強はしっかりしていて成績はいいが、進学するお金が足りない
親には就職しろと言われているが、進学を希望している。でも経済的にとても厳し
い
進学にお金がかからなければいいのに

保育士
ｱﾅｳﾝｻｰ、英語の先生
水質改善研究職

子供と関わる仕事

このアンケートに回答することに価値を見いだせない
父子家庭なので将来どのような事をすればいいかわからず、また今自分がしたいこ
とがわからず悩んでいる
将来したいことはたくさんあるが、それを実現するため努力ができない事が心配で
悩みで不満
大学について調べる時間をとりたい

看護師

意味が無い宿題をやめて欲しい
両親がいないのでお金が心配。アルバイト代を勝手に使われるのが嫌。自分で働い
福祉関係、介護
たお金は自分で使いたい。祖母の意見を押し付けられる。将来の事は自分で決めた
い
英国で日本語の先生
留学をしたいが英語があまりできないので行けるか不安。アルバイトで休みが尐な
アパレル関係
く体調を崩してしまうこと
県外に進学したいと思っているが、母に負担をかけたくないので金銭面でどのよう
にすれば良いか悩んでいる
将来の夢に東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄのキャストと書いたが、単に昔からの夢で実際に叶え
ようとすることはとても難しい事だと思う。高校卒業後はできれば地元で就職した
東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄのｷｬｽﾄ
いと考えている。ほとんどの人は、大学に進学しているので進学した方がいいのか
悩んでいる。進学してもお金がかかる。なるべく親にはお金で迷惑をかけたくない
金銭面を考えたら国立大学の選択肢しかない。頑張るが、夢を諦めなければいけな
医師
くなるかもしれないことが不安
パティシエ
勉強が全く理解できない
公務員

就職について
国語力がやばい。お小遣いについて悩んでいる

声優

楽しい場所がどこにもない村。本屋が欲しい

介護

将来どんなことになるかわからない
進路を決めなければならないのですが、経済的な事を考えると選択肢が尐なくなっ
てしまうので悩んでます

小説家、ライター
お笑い芸人

安保、地球温暖化、尐子高齢化
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友達がいない
将来のこと
したいことが全て否定されてしまってできない。家でもストレスがたまる。朝ごは
んを私の分も作って欲しい
〔高校３年生〕
自分のように進学を諦めて就職しなければいけない子どもがいなくなるような制度
があれば良いと思います
友達はあまり多くはないですが、友達から「ただの仲の良い人」と言われてしまい
ました。「友達」はどこまでの範囲で「友達」にかわるのでしょうか。自分の夢が
無く困っています。どうやったら見つけられるでしょうか
家から通える大学がたくさんあると良い。特に放射線科を持つ大学が尐なすぎて、
看護師
本当はそちらに進みたいが家庭環境からお金がかかりすぎて無理
行きたい大学があるが、県外だからお金がかかり行けない。先生は「奨学金をも
らって」と簡単に言うが奨学金はいつか返さなければいけないから簡単には考えら
れない。「特待生」も、ひとり親家庭ではなく塾に行けるような人よりも、成績が
高くないとなれない。そうなれるお金も環境もない。友達が県外の私立を第一志望
にしてるのを見ると羨ましくて悲しくなる。友達で「選ばなきゃ大学なんていっぱ
いある」と言う人がいるが、選べる人に言われると「ふざけるんじゃない」と思
安定した生活ができる職
う。大学の事を簡単に考えられる生活をしてると思うと劣等感しか生まれない。
業
「夢が無い」と言われるが、夢をもっても何もならない。劣等感が大きくなり、消
えたくなるだけ。劣等感に勝てる気がしない。長期休みになると母が「どこかに行
こう」と言ってくれる。でもどこかへ行くのもお金がかかり、そのお金を使わなけ
れば、尐しは貯まるのではないかと思う。息抜きのときでさえそんなことを考えて
しまうのが嫌。せっかく楽しませてくれようとしているのに心の底から楽しめてい
ない。普通の生活がしたかった
公務員

教育者

片頭痛と月経痛が辛い
本当に悩み苦しんでいる子どもはここに書けないと思う

トリマー

高校教師

経済的に心配
母子家庭でお金が無い。行きたい大学があってもいけない。長野は大学がないから
県外へ行きたいが、お金がかかるから結局大学へは行けない。親に借金をさせたく
ない。大学の免除制度があればいい
大学に行きたい、厳しい壁を超えたい
進学をしたかったが、お金が無いといけないので就職の予定。どうしたら学校に行
けるか悩んだが諦めた。誰でも進学できるような日本になって欲しい
大学生活、寮に入りたい

介護士

短大に進学したいが、下宿になるとお金が無いので諦めた

動物研究者

お金に困っている。大学に進学したい

ヘアメイク

入学金から奨学金で賄ってほしい

教員

お金が無いので大学に行けず、就職しか考えていない
ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ
保育士

ｶｳﾝｾﾗｰ・ｱﾊﾟﾚﾙ店員

進路
どうせ悩み事の解決の手助けにならない癖にどうしてこういうのを書かせるのか疑
問。答えてほしい。悩みを書かせてどうするのか
中学で不登校をし、高校に入ったものの中退をして、腐った生活をしていた。この
ままではまずいと思い、自分を変えようと今は通信で頑張っている。しかし抜けて
しまった分を戻すのは中々できず、大学という目標には遠く届かない。お金が余り
かからず、厳しくてもしっかり勉強を教えてくれるところが知りたい
大学院まで行きたいがお金がない。学習援助制度が欲しい

金属工業

震災などが心配

専門看護師、保健師

毎日ハッピーです

保健師

進学するのにどのように勉強したらいいかわからない。担任が適当すぎて困る

幼稚園教諭

進学してその後ちゃんと就職することができるか
自分がやりたい職について詳しく知りたい。大学で卒業までにかかる費用につい
て、親の負担が不安
進学の際、お金がなくて思い通りにできない

映像関係
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農業関係

面接

看護師

税金や物価が上がるのに、給料が上がらないことが心配

理学療法士

奨学金について、もっと良くしてほしい

動物関係

一人暮らしやお金について
お金がもう尐しあればと思う

安定した職業

人嫌いの自分が嫌。人嫌いはどうやって直したらいいか

臨床検査技師

教員

大学への入学を親が支援してくれるかわからない
最近、子どもが夜遅くに外出をして殺害される事件や、育児放棄で亡くなってしま
う事件が多い。将来、私たちの世代が子どもを産んで、このような事件が当たり前
に起こってしまわないか心配
進学するにはお金がかかりすぎて親に迷惑をかけてしまうので心が痛い

工場勤務

母に迷惑をかけないように進学を諦め、地元での就職を選んだ

教師

塾に行かずに大学に行きたいが、学力に不安がある

ﾍｱﾒｲｸｱｰﾃｨｽﾄ

お金がない
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞなこと
声優・ナレーター
看護師
警察官・自衛隊

近頃暑く、寝つきが悪く、朝まで眠気が残っていて辛い
学校も部活も充実していて楽しいし、友達もたくさんいる（いい仲間）。家族もや
さしい（お母さん大好き）。進学もAOで決まったし、将来の夢に向かって頑張るの
み。周りの皆様に感謝
何をするにもお金が必要。お金がかかる
先生が問題や面倒なことをたらいまわしにしている。生徒とのかかわりが尐なすぎ
る。進学にせよ就職にせよ、お金が必要なのに足りない。勉強をしやすい場所がな
い。勉強するだけでなく、のびのびと生活がしたい。どんなに小さい子どもでも嫌
がらせは受けているので、それを察して声をかけてくれる大人が必要
年金がもらえるかどうか

情報系
収入が高く安定している
市で海外留学や他国の人と触れ合える交流会などを取り入れてほしい
仕事
ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ
戦争が起きないか心配
看護師
車関係
飲食店経営

進学時のお金が心配
職業に就くために色々なことを努力しなくてはならないので、どれから努力すれば
わからない
学費援助を充実させてほしい

事務
十八歳なので働く場所をちゃんと見つけたい
ちゃんとお金がもらえる
人生がつまらない
所
自動車部品の製造
進路（就職）について
公務員

親の健康

保育士

保育士・幼稚園教諭の資格をとっても就職できるか心配
同居している叔父が嫌いなこと。専門学校入学後すぐにアルバイトをはじめたい
が、学校に慣れるまでは親が許してくれないこと
質問５のような場所があるといい。スタッフなしでもいいので２４時間、３６５日
開いている場所、受験生や高校生向けにも環境が整った場所を設けてほしい
ちゃんと職につけて安定するか。職場の人と仲良くできるか

調理関係、カフェ系
中部電力配電部門
製造業
理学療法士

小学校教諭

専門学校へ行きたいが高額のため断念しなければならない。市内で仕事をしたかっ
たが、理学療法士になれる職場がないため、他市を選べなければならず残念
塾に行きたいがお金が無いので行くことができない。奨学金を利用して進学をする
つもりだが、それだけでは足りず、将来にも不安が残る。図書館を増やして利用時
間を延ばしてほしい。交通の便が悪いので学校にも行きにくいので、学生の利用し
やすいバスを作って欲しい
就職先を探すこと

製造業

就職がすぐに決まるか、仕事が何年も続けられるか

管理栄養士

図書館以外に勉強できる場所が欲しい

犬関係

自分が馬鹿すぎてヤバイ。就職できるかわからないが、ピアスを取りたくない
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舞台に関わる仕事
保育士
バスガイド

会計士

大学受験がうまくいくか。希望する職に就けるか。大学受験・進学にかかるお金
県外で行きたい学校があったが、金銭的な問題で諦めた。一人暮らしはお金がかか
るので仕方ないが、行きたかった
専門学校を志望していたが、お金がすごくかかる事がわかり、親に迷惑をかけたく
ないので就職に決めた。近くに友達がいないので、遊びたくてもバスに乗って出か
けないといけないのが面倒。住んでいるところがもっと近かったらと思う
将来、何をやりたいか、どんな仕事に就きたいかがわからず不安
自分が行く大学で本当に満足できるかわからない
やらなければならないことを後回しにしすぎた

公務員

中学生の頃に比べ勉強量が20分の1くらいになりました。どうしたらいいですか

〔その他〕

福祉事業所で就労中
DTPデザイナー

母が病気なので早く治って欲しい
将来のこと。お金が欲しい。友達とずっと仲良くいつまでも付き合いが続いて欲し
い
自立したい

保育士、ダンサー、店

近所から嫌がらせされていて、相談をしても「嫌だったら自分たちが出ていけ」と
言われた。引っ越しをしたいが「費用は出さないから、引っ越したいなら勝手に出
ていけ」と言われ、なかなか引っ越せず、リズムが崩れている。誰に相談しても他
人事の扱いをされる

看護師

一人部屋が欲しい

電車・ﾊﾞｽ運転手
先生と友達から嫌なことをされる・言われる
一人でも生きられるお金
高校中退したので、この先、やっていけるか不安
がもらえる会社
不登校になった生徒への接し方を、先生がもう尐し学んで、知っていてほしかっ
お世話になっている方の
た。今の状況が先生のせいではないと思うが、もう尐し接し方が違ったらと考えて
力になる仕事
しまう
いつも帰ってきてから英語の勉強やチャレンジをやり、遅くなってしまい22時くら
ケーキ屋
いに寝るのが心配
勉強のときにどうしても集中できない。弟のやるちょっとしたことですぐに怒って
弟に暴力とか悪口を言ってしまうから、なんとかしたい
なれるかどうか心配
葬式関係の仕事

家族が安心に暮らせるかどうか

30

