
新型コロナウイルス感染症環境下における

子どもの声
アンケート結果報告書

全国有志子どもを思う会×こどもえがおプラットフォーム
合同プロジェクト



【全国有志子どもを思う会】
子ども達の声を聞きその声を伝えていく
そんな子どもを思う母や父だけではなく大人が全国
で集まっている会です。現在全国に約250名ほどです。なぜ子どもの声を集めるのか。必要な
のか。子どもが何を望みどうしたいのか。隠された
本音。伝えられなくなった本心。そこに耳を傾けあ
くまで私たちは子どもの代理として。伝えていきた
いと思っています。
そして子ども達が自由に健やかに成長出来る環境に
していきたいと考えています。

【こどもえがおプラットフォーム】
こどもコロナプラットフォームに賛同するこどもの
健やかな成長を願う保護者が中心となり、2022年5

月5日に立ち上げました。
子ども達に対するコロナ感染症対策の見直しを求め
るために、全国の同じ思いを持つ方々を繋ぐプラッ
トフォームを作る活動をしています。
そして全国で請願書や陳情書、要望書を提出する動
きが広がっています。
こども達の「今」を大切にできるやさしい社会の実
現を目指しています。

私たちについて



回答者データ

全国有志子どもを思う会は、コロナ禍における子どもの実態を調査するため、子ども向けアンケートを
実施しました。保護者等が子どもに質問し、子どものそのままの声を記載していただくという形で回答
をしていただきました。回答総数は1593件です。アンケート実施期間は令和4年5月16日から7月3日で
す。
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※回答者数合計が1771人になっているのは、一人の回答者が複数の子どもの声を聞いたものが含まれているため
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回答集計まとめ（選択式設問）

毎日の学校や園の生活は楽しく充実していますか？

している 60.5% していない 15.3% どちらでもない 24.3%

（回答者数 1,593人）

学校や園に行きたくない、つまらない、楽しみがないと思う事はありますか？

ある 49.5% ない 34.0% どちらでもない 16.5%

マスクを外したいですか？

外したい 89.5% 外したくない 3.3% どちらでもない 7.2%



回答集計まとめ（選択式設問）

黙食についてどう思いますか？

悪い 79.0% 良い 5.5% どちらでもない 15.4%

（回答者数 1,593人）

給食はお話ししながら食べたいですか？

したい 90.4% したくない 3.2% どちらでもない 6.4%

次ページより記述式回答



回答集計まとめ（記述式設問）

「マスクをつけていて不満や嫌だなと思う事を教えてください。」①

回答 人数

苦しい、（息苦しい、息がしにくい、呼吸しづらい、苦しい時がある） 960人

暑い（暑苦しい） 397人

顔や表情がわからない（顔が見えない、誰かわからない、顔を覚えられない、友達
や先生の顔が見たい） 333人

不快（邪魔、気持ち悪い、外したい、蒸れる、マスクが嫌い） 139人

皮膚トラブル（痒い、肌荒れ、ゴムで擦り切れる） 137人

怒られたり注意される（着け方や種類を指摘される、苦しくて外しても着けろと言
われる） 120人

頭痛 97人

汚い（不潔、不衛生、菌が増える） 84人

自分や相手の声が聞こえにくい（声が届かない、喋りにくい、何度も聞き返され
る） 70人

熱中症が心配（熱中症になった、熱中症になりそう、熱中症が怖い） 48人

めまい、吐き気、気分不良、鼻血、鼻水、鼻がムズムズする、咳 42人

臭い（マスクの臭いが気になる、口臭がきつくなる） 41人

面倒（面倒くさい、着け外しが面倒、うるさく言われて面倒、忘れたときが面倒） 36人

健康被害が心配（酸欠、脳への影響、心身の発達、免疫力低下） 36人

耳が痛い 33人

疲れやすい（しんどい、怠い、すぐばてる） 31人

頭がぼーっとする（集中できない、集中力低下、眠くなる） 30人

マスク焼けが嫌だ 20人

外せないこと（強制されていること、外しにくい雰囲気、みんなしているから外せ
ない、同調圧力がある、外すのに抵抗がある、外す自由がない、勇気が出ない） 20人

口のトラブル（口の中や喉が渇く、口呼吸になる、虫歯や歯周病になった、口内炎
ができた） 17人

汗や唾が付く（よだれでベチョベチョになる、汗をかいて水滴が垂れてくる） 15人

精神症状（不安、イライラ、怖い、楽しくない） 14人

必要ない（意味無い、人生に必要ない） 13人

眼鏡がくもる 10人

次ページに続く



回答集計まとめ（記述式設問）

「マスクをつけていて不満や嫌だなと思う事を教えてください。」②
回答 人数

マスクは着けていません 7人

コミュニケーションがとりにくい 6人

マスクを外したりズレていると暴言を言われる（いじめられる、差別される、死ね
と言われた） 6人

かわいそう、悲しい 6人

特になし（何も思わない） 5人

全部が嫌 3人

苦しそう 3人

喘息が悪化する 3人

コストがかかる 2人

ゴミが増える（環境に悪い） 2人

言語の遅れ 2人

英語学習に不向き（新しい言語の学習が困難） 2人

たおれちゃうから、倒れそう 2人

●置き場に困る ●肺に負担 ●心に悪い ●ダサい ●髪の毛に変な癖がつく
●指先の痺れ ●目が痒い ●慣れない ●学校に行きたくない ●生理痛が悪化
●ここが痛くなる（脇腹を押さえて） ●暑そう ●いつまで我慢しなければいけ
ないのか終りが見えなくてつらい ●苦しいのでトイレに行ったときに臭いけど長
く入ってそこで深呼吸していること ●生活すべてにおいて不満 ●マスクを長期
間着けて顔が変形した女の子の画像を見たのであんな風になったら嫌だなぁと思う
●6年生の時保健の先生から強要されて2学期から学校へ行かなくなりました。卒業
式もマスクをしないと出れないと言われ出ていません。 ●発達障がいの特性で感
覚過敏で長時間マスクをすると吐きそうになる。ウレタン素材のマスクしかできな
くて不織布のマスクができないから入れないレストランがある。、もうマスクにつ
いて本心を大人に話したくない、口が見えないから言っていることがわからないこ
とがある。クラスに耳が聞こえにくい子がいてそういう人たちも困ると思う。 ●
もう本当にうんざり ●つけていないだけで非常識な人に思われて暴言など傷つく
ような態度をされる ●合唱もマスクしろと言われた。せっかく練習したのに苦し
い想い出しかない。 ●こんなもん外したいに決まってる けど１人でも外してい
て誰かが陽性になったらクラスや部活が閉鎖される 大会に出られなくなるかもし
れない だからクラスや部活で外さない 部活顧問はマスクに敏感でウザい ●先
生に強制され、クラスの子には心無い事を言われ、精神的に疲れ、学校へ行くのが
億劫になる。 ●苦しいし痒くなるから、ママが校長と話してくれたし、教育委員
会にも言った。でも外せたのは区ではどうやら私だけみたい。ママが教育委員会に
行った時に話した人に、渋谷区で同じ様に素顔で通えてる人はいますか？こーゆー
相談って入ってないですか？って聞いたら1件だけでその子も結局外したとは聞い
てないって言われたって

各1人



回答集計まとめ（記述式設問）

「先生たちや保護者がマスクをしていて思うことや困ることはありますか？
(マスクをしていなくて困ることでも可)」

回答 人数

顔がわからない、覚えられない(顔が見えない、名前覚えられない、本当の顔がわか
らない、口元見えない、マスク外すと違う顔でびっくりする) 345人

何を言っているのかわからない(聞こえない、聞こえづらい、コミュニケーションと
りづらい、聞き返すと先生に怒られる) 323人

表情が読み取れない(表情が見えない、笑顔が見たい) 241人

特にない、分からない(マスクをすることが当たり前になって困らない) 215人

同調圧力が嫌だ(先生や友達にマスクしろと言われる、体育や外の活動でもマスクさ
せられるのが嫌) 89人

怖い(怖い人に見える、怒っているみたいに見える、不安) 76人

親や先生がマスクをしていると苦しそう(先生がマスク苦しくて昼休みに一緒に遊ん
でくれない) 58人

マスクは汚い、苦しい、外したい(外すと人と距離を取らされる) 44人

先生や大人にもマスク外して欲しい 25人

マスクは意味ないと思う 25人

マスクは自由にしたい 8人

先生はマスク外していてずるい 6人

健康被害(肌が荒れる、息が臭う、気持ち悪い、熱中症) 6人

友達と仲良くなれない(思いや表情が相手に伝わらない) 5人

マスクはしていない 5人

マスクしてないとコロナになる、病気になる 4人

●大人に本心を話したくない ●楽しくない ●親もマスクしてない
●疲れる、イライラする 3人

●なんで食べる時に喋っちゃダメなの？ ●マスクいつまでするの？ 2人

●親がマスクしないことを噂されるのがイヤ ●耳が痛い
●顔を見なくていい ●マスクしていないとジロジロ見られるのがイヤ
●マスクの顔に見慣れてしまった ●マスクしてない人がいると嬉しい
●マスクしてても校外学習に行けない ●先生がマスクしていて足元見えず転んで
怪我をしたのがかわいそう ●かわいいマスクすればいいのに
●咳をするならマスクしてほしい

1人



回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」①

回答

マスクいらない。

コロナは風邪。テレビは嘘ばっかり。なんでテレビはコロナ怖いワクチン打てって同じことしか言ってな
いの？私の行ってる病院の先生はコロナは風邪だしワクチンはダメだよって言ってるよ？そういう人は私
の先生だけじゃないってママも調べてくれた。そーゆー人がテレビに出ないのは何で？(入力は親が代わ
りにしてますが、言ってることは本人です)

マスクを着けるか着けないかは自分で決めたい。

はやくマスクしないで学校に行きたい。給食でおしゃべりしても怒られたくない。

友達と楽しく遊びたい！！コロナで色んなところ閉まっててつまんない！！

コロナ騒ぎをもうやめてほしい

いつまでコロナが続くの？普通に過ごしたい

何で子供ばかり我慢しないといけないのですか

みんなで仲良くおしゃべりして遊んだり食べたりしたい

マスクをしなきゃダメっていう人と、マスクをしない方がいいよと言う人がいて、何を信じればいいのか
わからないよ。

マスクはまだ必要だと思う

ママもマスクは意味がないと言っているし、マスクは苦しいからいつもしたくない

コロナのせいで全部制限されていて毎日があんまり楽しくない

早く行事や友達との会話など元の生活に戻りますように

いい加減この意味のないマスクを取りたいです。自分たちの体への影響が心配です。

本当はマスク外したいけど、先生やお友達に怒られるのが嫌だからつけてる。みんな、コロナは怖くな
いってもう分かってるんでしょ？なのになんでずっとマスクしなきゃいけないのか分からない。僕はお休
みの日はママがしなくていいって言ってくれるからマスクしないけど、弟（3才）くらいの子がしてるの
見て大丈夫かなって思う。

もうコロナやめてほしい。楽しい行事を奪ったり、つまらないものにしないでほしい。

大人はレストランで黙食しないのはなぜですか？マスクはしんどいです。

マスク取れるようにしてください。

発熱して学校や遊びに行けなくなるぐらいならマスクは必要だとおもいます

前までの生活に戻してください。応援団長をやるのがずっと夢でした。叶えたいです。お願いします。

大きい声を出したい

次ページに続く



回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」②

回答

何でマスクするの

大人がマスクを外さないと命令してくれないと、誰も外す勇気がないです。

マスクも机の透明な板も外して欲しい

マスク暑い苦しい。

早くコロナをやめさせてほしい。

マスクなしで学校に行きたい。

お祭りがしたい。遠足に行きたい。運動会にたくさんの人に応援してもらいたい。マスクをしないでも注
意されたくない。

いつまでも大人の事情に付き合わさないでください。意味の無い感染対策でつまらない学校になってい

ます。マスクのことで毎日言われます。もう疲れました。大人はマスク無しで楽しくランチしてるのに、

政治家も楽しく食べたり握手してるのに、なんで子どもだけこんな思いしなきゃいけないんですか。い

い加減にして欲しい

もうコロナよくないですか？マスクしてもしなくてもかかるときはかかる！

運動会、お泊まり会、夏祭りがやりたい

大人は飲み会とかで楽しく食事をしてもOKなのに重症化しない子どもたちが何故いまだに黙食なのか、
理由を教えてほしい。

友達や先生の顔が見たいです。

外だけでなく、中でも早くマスクを外させてください！！

先生といっしょにお給食を食べたい

前の生活に戻りたい

消毒しすぎだと思う

楽しく学校に行ってお友だちとおしゃべりしたい

マスクしろ、マスクしろ！って文句言うな！

なんでマスクつけないとダメなの？

マスク外したら楽しいよ

暑いからマスクしたくないけど恥ずかしい

マスクはしたくない

次ページに続く



回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」③

回答

みんながマスクを外さないと外す勇気がない。大人からマスク外しましょうと言ってください

お友達や先生の顔が見たい、楽しく給食を食べたい

顔見せて

外で遊んでいた時マスクをしないでいたら、何人かの友達に「なんでマスクしないんだよ！マスクして
よ！」と攻められ怖い思いをしました。今は、学校には行っていません。

大人がしっかりして 監視しないで

どうしてマスクしないといけないの？よろしく！

クラスのみんながつけていると、外したくても言えない、苦しくてもマスクを外すとおしゃベリできない
から我慢する。

苦しいマスクも外して楽しい学校生活にしたいです

マスクは苦しい。けど外すのはみんなが、注意してくるから絶対に外したくない。早くみんなしなくて良
くなったらいい。

マスクやめたい。周りのみんなが外さないから外せない。どうにかしてほしい。

入学してから普通に給食食べたことないから、早く食べたい。

岸田総理はマスクしたりしなかったりしているのに、子どもはできないのはおかしいと思います。

マスク取らせてください。

もう学校行きたくない

給食の時にお友達と喋ったら給食を取り上げられました。ひどい。

学校以外では黙食なんて言わないのに、学校だけいつまでも怒られるのはおかしい。

岸田首相はマスクをとっているのに、学校は黙っている授業中でさえマスクをさせるのはおかしすぎる。
外したい人は外させてください。

早くマスクを外せるようにしてほしいです。

お祭りをやってほしい。みんなで花火が見たい。

大人ってばかなの？

マスクを外す機会が多くなってほしい。

はやく子どもも大人もマスクをとって過ごしたいです。

みんながマスクを外さないのはどうしてか教えて欲しい

マスク外させてください。お願いします。

次ページに続く



回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」④

回答

マスクを外せと強くテレビで言って欲しい

１日も早く学校でマスク取っても誰にも注意されない日が来てほしい

マスク取りたい

早く皆がマスク外して欲しい

年少さんのときみたいに、マスクなしでみんなと普通に生活したい

マスク着用は義務じゃないから、自由にしてほしいです

マスクについて色々言われることが、ストレス。

子どもの気持ちや声をちゃんと届けて下さい。

もう少し子どものことを考えて下さい。

目だけしか見えないし感情や気持ちもわからない。友達の顔を一年生の時からちゃんと見たことがない。
早くマスクをなくしたい。

僕はマスクが嫌い。お弁当の時間は友達（〇〇くんや●●くん）と喋ったり、ふざけたりしている。

最後の幼稚園の一年間です。マスクを外して外でいっぱい遊びたいです。

マスクを外したい

マスクをしなくていいって言ってくれてて嬉しいです。

のんびりお話しながら、給食食べてた頃が良かった

マスクは怒られないためにするもの

マスクを外したい

マスク外したい

大人はズルイ！岸田総理が外国でのお仕事でマスク外している写真を見ました。近くでお話や握手もして
いました。日本に帰ってきてマスク着けるのはどうしてですか？大人はズルイ！

マスクを外し、学校行事等、コロナ前の生活に戻してもらいたいです。

学校に行きたくない

マスクは意味ないと思う。お母さんも言ってます

大人は勝手です。テレビに出ている人たちはマスクしてないくせにマスクしろって言うのはおかしいと思
います。私の母はマスクはしなくていいと言ってくれています。効果がないことも教えてくれました。先
生にもマスクをしない先生がいるので私たちも自由です。マスクをしなさいと命令されている他の学校の
子どもたちがかわいそうです。マスクしていなくてもコロナにかからずみんな元気に過ごしています！

次ページに続く



回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑤
回答

鼻が出ても言われる。言われるのが嫌で苦しくても我慢してる。みんな苦しくないのかな？もしかしたら
私と同じ事思ってる友達もいるかもしれないと思いました。

熱中症で死んじゃうからつけないほうがいいよ

みんなで楽しく学校などで行事をしたい！

マスクをしなくてもいいよと言われたいです

なんでそこまでマスクをしなきゃいけないのかが気になる。

マスク外したい

ない方がいいよ（障害児が打っています。マスクの事です）

あついよくるしい邪魔だよ

早くマスク外したい

なんで大人は自由に飲みに行ったりしてるのにこどもは黙食をしないといけないのですか？名古屋マラソ
ンもやったのに、なんで子どものイベントばかり中止になるのか、本当に嫌だ。

マスクなんてしたくないけど自分だけしなくていいと言われてもそれは嫌だ。

みんなマスク外してほしい

マスクマスク言われないで学校に行きたい

話しながら食べてたことを忘れた。

皆の本当の顔がみたい。皆と楽しく給食が食べたい。暑い日に苦しい思いはしたくない。

子供ばっかりにおしつけないで

早くマスクを外したいです！

マスクを一日でも早く外したい

テレビの中はマスクしてない。お母さんはマスクしててもウイルスが入ってくる、マスクはきたないとい
う。もうマスクやめたい。

マスクをしてもうつっている人は移る。子供達から楽しみを奪わないで

皆でマスクを外したいです

いつまでもコロナで騒がないでほしい。風邪みたいなもんでしょ

元通りの生活に戻りたいです。

人（娘）に回答してもらいました。家庭ではマスクのことを（デメリット多め）話しているので、その影
響もあるのかなと思いますが、一年生でわけがわからずマスクを付けているのかと思っていましたが、マ
スクは苦しいと本人なりに答えがあってびっくりしました。未来ある子どもたちのため、よりよい学校生
活が送れることを願います。

大人の人たちが言っていることの何が本当かわかりません。

なんでみんなマスクしてるのかよく分からない
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑥

回答

わたしたちの未来をまもってください

たくさんマスクなしで話したいです！

ぼくは頭が痛くなるからマスクを外したいのに、学校のルールだからマスクを外してはいけませんと言わ
れるのは変

早くコロナウイルスが終わって、前みたいに楽しくしたい。

大人にウソをつかないで欲しいと言いたいです。

マスクを早くはずしたい

給食時間が短くなり長くしてほしい。話しながらだと短くなった給食時間では短すぎる。

マスク着用しなきゃいけないルールみたいなことをやめてほしい

給食食べながらおしゃべりしたい

早くマスクを外したいです。

政治家はマスクしてないのになんで僕たちはマスク強制されるのですか？部活の大会もたくさんしたかっ
たし、応援にも来てほしかったと思う。部活やクラブが普通にあればもっとバレーで成長できたと思う。

もっともっもマスクを外せる人が多くなれば私も外せるけど、今は怖い。

みんなマスクをはずしてほしい

マスク嫌だから、家にいたい

マスクしてないの言われるのやだな

通常のマスク無し社会に戻して下さい！

ますくなしで学校に行きたいです

先生に嫌われたくないからありません

親子遠足にいきたい

元の生活に戻りたいです。みんなの笑った顔が見たいです。

おとなはこどもの楽しみを奪わないでほしい

大人は楽しくごはん食べたりお酒のんでるのに、何で子どもはだめなの？学校の行事をマスクなしでみん
なと楽しみたい。大人の人が外でもマスクしてるから、危ない人かどうかわからなくて、下校のときに一
人になるのがこわいです。

大人がマスクを外したら私も外せると思う。目立ちたくないけど息が苦しいし、友達とちゃんと遊びたい。
運動会もしたい。コロナ嫌い。もういい。

大人はどうして普通に喋ってご飯を食べるのに私達は駄目なんですか？お友達と美味しく食べたいです。
今は楽しくないし美味しくないです。マスクも苦しいです。風邪じゃないただ咳をしただけでも周りの人
から言われたり見られたりするのが悲しいです。

感染症対策の全てをやめてほしい
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑦

回答

感染症対策全てがいりません

もと通りの学校に戻してほしい

普通にしたい

マスクしてる人がコロナにかかっているから、マスクしない方がいいと思う

みんなで早くマスクをはずしたいです

マスクみんないらないし、普通に遊んだりご飯食べたりしたい。

なんでマスクを皆がしなきゃいけないの？

手洗いを休み時間にしないといけないから休み時間が少なくなっていや

マスクなしで友だちと話したいし、話しながら給食を食べたい。

苦しいからマスクをしたくない

マスクとりたい。

先生や周りのお母さん達はいつもマスクを付けているから、とった方が良いと思う。顔を見たいと思う。
先生がお水を飲むときは見ちゃう。

マスクしなくてもみんなとおしゃべりしたい。

マスク外せる生活が早くしたい。まずは体育の授業中外すことから。

マスク早く外したい。

子どもの意見もきいてほしい

みんなテレビを信じていてコロナのことを分かってないから、ちゃんと調べて欲しいです。

マスクを外したいです！！早くコロナが減ってほしい！！

コロナ終わらせてくださいっ!!

マスクの差別をやめて欲しい

給食のときにしゃべれないのはつまらない。マスクを忘れたら先生につけていないことを指摘されるから
面倒くさい。

マスクを外せるようになりたいです。

海外のロックダウンを徹底的に1ヶ月くらいやり、コロナをゼロにしてほしい

マスク外させて欲しい。クラスの半分か、クラスの1/3と先生が外すかどちらかじゃないと外す勇気が出
ないから早くそうなって欲しい。給食は班の机にしておしゃべりしながら食べたい。無理なら班じゃなく
てもいいけど。

お友達といっぱいおしゃべりして、いっぱいお外遊びがしたい

消毒もしたくない。やめてほしい。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑧

回答

マスクが嫌です

マスクを外してる子にマスク付けてと言うのをやめて欲しい

暑いし、息苦しいから早くマスク外したい

みんなはマスクしてるけど自分ひとりだけマスク外してるから恥ずかしい時がある

普通に楽しく給食食べたい。大人はずるい。

マスクは外したいし、おしゃべりしながら食事したいけれど、まだ感染リスクがこわくて手放せない

普通に戻して欲しいです。

修学旅行のバス内はしゃべりながら行きたかったです

幼稚園のお祭りがしたいです。

給食の時にみんなでテーブルを並べて食べたいです。

マスクなしで修学旅行に行きたい。

意味のないことをこれ以上続けないでください

マスクなんて意味ないのに、してないと言われるのが嫌だ。お喋りしながら給食食べたい。

普通に生活したい

私は去年から校長先生に許可をもらってノーマスクで学校に行けるようになったけど、周りの人達から
｢ノーマスク！ノーマスク！｣とか
｢マスクしろ！｣とか言われてとても嫌です。学校に許可をもらっても周りは知らないから色んな人から言
われます。その度先生は言ってくれるけど、学校が｢マスクしてください｣とみんなに言うから私は周りか
ら批難されます。私には｢マスクは強制じゃない｣て言ってるのに、これでは何を言ってるの？と思います。
みんなにもちゃんと伝えてほしいです。｢マスクは強制じゃありません、任意なので人にマスクをしろと
か言わないように｣って。

早く普通のせいかつにもどりたいです。マスクをしないと悪者扱いにされて、とても悲しかったです。

ぜんぜんコロナを防げてないのに、なんでマスクしなきゃいけないんだろうと思います

マスク外せるようにして欲しい

早くマスクを辞めたい

僕は鬼ごっこや体育の時マスクを外しています。でも友達は外さないで走っている子もいます。外さない
子がいると、本当は外したいけど外しちゃいけないのかなという気持ちになったりします。先生にはもっ
と言ってほしい。僕がマスク外している時に、何か言ってきたり、マスクするように言ってきたりしない
でほしいです。

本当は学校もマスクも嫌だし、全部面倒くさい。家がいい。学校つまらない。行きたくない。母さんは息
のしやすいマスクを買ってくれたけど、息はしやすいけど、ずっと付けてると邪魔で、学校でマスクを噛
んだり口に入れたりして穴を開けてしまうと、母さんにマスク口に入れない、苦しいならマスク外してい
いからと言われるけど、それが出来ないから噛んじゃう。学校休めばマスクもしなくていいのに。

いつかは死ぬのに何で生きていかないけないのか?

サッカーも合唱も禁止でつまらない。マスクが汗で濡れて気持ち悪い。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑨
回答

マスクをしていないだけで、濃厚接触者扱いをされることが困ります。子供の話を要約すると、具体的に
は、マスク着用していた先生が陽性になり、保育園に登園していたお友達(暑いのでマスクを一時的に外
した子が)全員濃厚接触者扱いとなり、登園禁止(要請ではないです)となり、一週間もお友達と遊べなかっ
たのが、悲しいし、大人は何でそんなことをするの？それに、マスクを外しただけで保育園に行けなくな
るなんて、お友達をバイ菌扱いしないで欲しい。

風邪をひいてる子はマスクしたらいいやん。ひいてない子がどうしてしないといけないの？マスクで防げ
ないやん。マスクしないで学校にいきたいです。

暑くて息苦しいので外したいが、外すと周りから嫌な顔をされる。

なんでマスクしなきゃいけないの？

友達とマスクしないで話したり、家に遊びに行ったりしたいです。

運動会をしたい、プールに入りたい、友達とごはんを食べたいです。よろしくお願いします。

先生もお友達もみんなマスク外そうよ！

岸田総理と校長先生のばか！

テレビのニュースで大谷選手の試合を見ました。みんなマスクをつけていませんでした。私もつけたくな
いです。

黙食での給食は楽しくなくて、他の時間も自由に友達と交流できなくて嫌な気持ちになる。

楽しく給食を食べたいマスク外したいです

マスク早く外したい

マスクは必要なし

この世界中をマスクしていない人でいっぱいにしたい。話せてスッキリした。

いつまでマスクは続くのか

マスクをつけていてもコロナになったのですが、なぜですか？

みんながマスクを外してえがおでくらせるようにしてほしいです。

マスク嫌です

先生はいつも怒って怒鳴ってばかり。先生もマスクでイライラしてる。体育でもマスクは死にそう。こん
なに暑いのに知事がマスク着用を呼び掛けるせいでさらに学校でのマスク指導がひどい。知事はマスクが
どれだけ苦しいか知らない。マスクしても感染者は減らない。大人は嘘つき。学校は行きたくない。同
級生が熱中症で学校休んだ。それでも先生はマスクを着けなさいという。先生は顎マスクのくせ に。大
人は自分勝手。

マスクをしたい人、したくない人、自由に選べるようにしたい

さっさと、マスク生活、黙食、コロナ対策の色々をやめてください!

早く外せるようにしてほしい

コロナ対策を早くやめて欲しい。

マスクを取って大きな声で話したい

気付いてほしい。

マスクはつける意味がないと思います。マスクはなぜつけないといけないのですか？
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑩
回答

班になって食べていた時のことを忘れてしまった。

もう、マスクはいらないと思います。

給食はしゃべって食べたい。その方が学校は楽しくなる。

マスク外してください

元気なのに病気じゃないのにマスクはいらないです。

子供の意見をちゃんと聞いてほしい。大人だけでいろいろ決めないでほしい。

黙食は個人の勝手だけど、アクリル板を立てて壁に囲まれて食べるのが嫌です。

大人に言われてマスクをするけど、苦しいから本当はしたくないです

美味しねとかおしゃべりしながら、給食をみんなで班になって食べたい。みんなマスク外して顔が見たい。
なんでマスク
をしなきゃいけないのかわからないから教えてほしい。

どうせ言ってもダメだからべつにいい、どうでもいい、、、何も大人に期待していない

マスクもワクチンも個人の自由で良い、みんなが健康に気を付ければ良いだけ

マスク外す時は給食だけしかない、外すと喋ったら怒られる、楽しくない、嫌、マスクで口の周りに湿疹
ができた

ずれたマスクを触って、その手でいろんなものを触る方がよっぽど汚いと思う。早くマスクを外したいし、
マスクをしないなら喋らないでと言われのはすごく悲しかった

今の担任が、コロナのことに厳しすぎて、学校へ行きたくない気持ちになる

年齢的なものもあり、（いろいろ聞かれることを嫌がる）あまり聞き出すことができませんでした。通っ
ている保育園は、マスクを任意としてくださっているので助かっています。マスクをしている子どもたち
に対しても、「苦しがったり嫌がることがあれば外しますよ」と親に伝えてくれているようです。年少の
時に、上記にコメントしたような、先生たちのマスク着用を嫌がることがあり、少なからず影響を与えて
いるということを感じます。

マスクを外してみんなで給食が食べたいと思う。

マスクをしないと喋っちゃダメと言われてイヤです。

運動会もマスクしたままやりました。皆がつけているから外すせない。せめて体育は外したい。息苦しい。

出来るだけ早くマスクを外す生活をしたい。

大人は自分で自分を守ってください。マスクを強制して子供に大人を守らせないでください。

みんな早く子どもの本音に気づいて！

これから暑くなるから早くマスクを外した生活をしたいです

はやくマスクのない生活を送りたいです！

マスクをしないでください。マスクをさせないでください。

マスクを取ったり付けたりする方が不衛生に思います
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑪
回答

早くみんなでマスクなしで笑顔で楽しく遊びたい

大人たちはマスクなしで話しながらしゃべったり、近くでもマスクなしでしゃべってるのに、なんでぼく
たち子どもはマスクしろって言われるのか不思議でたまらない。マスク取ってたら「マスクして」って言
わないようにしてほしいです。

体育で外していいよと言われるけど、外しづらいし、ほとんどの子が外さない。先生たちがマスクしてい
るから。だからまず先生たちが外してほしい。予防に効果がないのはママから聞いて知ってるからコロナ
は怖くないけど、周りの目が気になって外せないです。

（かねしろクリニックさんに何度も行ったことがあり、娘にこのアンケートに答えてもらうために例えに
出したら）先生マスクしてないのうれしい、ゴホゴホの時はマスクするのは偉いね、うつるもんね！

マスクは体に悪いから良くないよ。

学校の先生に給食も掃除も話しをするなと叱られてショックでした。マスクしていても叱られる。悔しく
て泣きました。

いつまでマスクをするのですか？大人は飲み会とかしてるのに、学校ではマスク、検温、忘れると怒られ
る。くっついちゃダメ、大きな声を出してはダメ、運動会は縮小、修学旅行は近場へ変更。思い出が作れ
ない。大人は子どもの気持ちがわかっていない。学校での感染はほとんどないが陽性が出る度大騒ぎ。も
うイヤ。

マスクを外したい。助けて欲しい。自由にしてほしい。お友達の顔を見て笑い合いたい。おはなししたい。

マスクが気持ち悪い。いっぱい息を吸って走りたい。

みんながマスクしているから取れない。

先生がまずマスクを外してほしい。

マスクしたくない。なんで、元気なのにしなくちゃいけないんですか。

大人の都合でマスクをさせられているのが嫌です。

みんながマスクを外して元の世界に戻ったらいいな

休み時間にたくさんしゃべらせてほしい

早くお友達の顔が見たい！

マスクをなしでなるべく過ごしていて学校には息子のマスクは許可をもらっていますが、黙食、給食のお
かわりの事や、班になってご飯食べれない事や、マスクして！っていうことでのイジメも3年生の夏休み
前にいじめにも遭い、フェンスに押し飛ばされて蹴られたこともあります。お前のコロナがうつるだろ
と言われたり。泣いて帰ってきたり。学校行きたくないと言ってたり、支援級に今までいたのですが支援
級の先生が洗脳されてるのでマスクをものすごい強要してきて案の定支援級の子は素直なのでマスクをさ
せられてて支援級の子は先生の言うことがイエスなので…支援級の子同士でも言い合いがあり居場所がな
くなり、若干マスクの件があり通常級に行きたいと言って3年生で発達障害があるのにも関わらず(グレー
ではありますが)普通のクラスにいきました。息子の事が煙たかったのかな？とも思ったり半信半疑のま
ま今過ごしています。私は追い出された感が
強くあり、今4年生で発達障害の件でも少し情緒が良くなく…ネガティヴになってて支援級卒業して良
かったのか？ものすごい不安であります。マスクはほぼ顎マスクでしてないに等しいですが、ここまで来
るまでものすごい時間もかかったし私は支援級を卒業までしてしまった…息子の気持ちを尊重したにせよ
これで良かったのか⁈よくわかりません。息子からの一言。。。本当にマスクマスクうるさい！って言っ
てました。。。本当に必要な支援もマスクのせいで少し狂った気がする。私の不満もつけて送ります…黙
食もひどいですよね…イジメも酷いですよ

早く元通りにしたい
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑫
回答

マスクしないで、普通に行事がしたい。皆で運動会がしたい。

おとなもマスクとってほしい

給食の時は、先生にばれないように、友達とこっそりに話している。

マスクを外したら友達と近くで話せないならマスクをするしかないのかな

マスクしてなかったら、お友達が、しないとコロナになるよって言うのが嫌だ。

皆んな(大人も子どもも)にマスクはしてほしくない

友達とお喋りしながらご飯食べたい。

大人は時々マスクを外したりしてずるい。

みんながウソをしってほしいです

ワクチンもマスクもいらないと思います。

マスク生活を早く辞めて楽しい学校生活にしたい。おしゃべりをするのにマスクが必要なので楽しくない

つけたい人は、つけていいから、外したい人には、ちゅういしないでほしい。

テレビの人はずるい。マスクしてない。友達ど笑って牛乳の早飲みしたい

「大人は勝手に色々決めないで」

マスクは顎マスクかしてないんですが、給食前とかにため息ついたりするだけで、給食前なんだから息吐
かないでよとかそう言う言葉を浴びせられて嫌な思いをする事が多い…マスクしてって言われて嫌な思い
する…頭痛くなるからできないんだって言ったら無視されるイジワルされる。先生のあたりが強くなる。
支援級のクラスに入らないでと言われて3年1組に戻った事がある…悲しい思いしかない自信がなくなって
きた。マスクできないせいで友達に頭突きされたりする…僕の気持ちを理解してくれる人が少ない。だそ
うです。。。書いてて私まで苦しくなりました。

友達と近くで遊んでると放課後のキッズの先生が1メートル離れてと言ってくる。友達と遊べなくて嫌だ。
それに早くマスクを外したいです。

なんでマスクなしじゃ喋ったらダメなのか分からない。家ではマスクなしでも喋っても良いのに。外して
良い人ダメな人がいるのはなんで？近くでマスクなしでも喋ってるテレビはなんで良いの？政治家はマス
クしないで握手もして良いの?マスクなんて穴大きいのに意味あるの?
マスクはいらないです。前みたいに生活して、学校の行事もなくしてほしくないです。友達との時間を返
してほしいです。

大人はお店で楽しくみんなで話しながらご飯たべててズルい。テレビの人はマスクしてないズルい。マス
ク大嫌い

「ばーーーーか！」と大人に言いたいと申しておりました。失礼致しました。素晴らしいご活動に感謝致
します。宜しくお願い致します。

マスクしたくないのに、マスクしないと遊べないところや、入れないところがある。ほんとはマスクした
くない。マスクしないでも遊べるように、入れるようにして欲しい

うんどうかいは、みんなでやりたいです。音楽でうたがうたえないので、うたをうたいたい。ピアニカも
ふきたい。

暑いのに先生マスク外せなくてかわいそう

お泊まり保育がしたい

次ページに続く



回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑬
回答

マスクはウィルスをブロックするのは嘘だ。

早くこのマスクつける世界がかわってほしい

先生たちにはやく外して欲しい

先生が「マスクを外していいよ」と言ってくれるようになってよかった

みんながマスクしたり、黙食とかやめてほしい。お友達と笑ってお喋りしながら楽しく食べたい。

マスクは暑いし苦しいから、はずせばいいのに。

早くマスクを外したい

マスクしたくないです。マスクしない学校生活してみたいです

いろんな人の考えや個性を学校で、潰してほしくないです

マスクや黙食はやめてほしい。アクリル板もやめてほしい。

入園してからずっと黙食マスクだったため、それが当たり前なんだと感じているようでした。給食は静か
に食べないといけない、だから良いことと言っていました。悲しいです。

どうして大人はワクチンを打ったのに、ずっと子供もがまんしないといけないのかふしぎ。何が怖いのか、
よくわからない。あなたがコロナになったら、だれかにうつって死ぬかも、って言われた時、すごく嫌な
気持ちになった。

大人はいつでも外せる。ズルい。子供達は生きてる半分マスク生活

マスクをしている意味は本当にあるんですか。運動会などのイベントはいつまで普通にできないんですか。
プロ野球の試合にはお客さんがいっぱい来てるのに。

運動会がしたかった。授業参観にきて欲しかった。修学旅行に行けるか心配。集会がなくなったから、他
の学年の子達と会えない。

マスクはない方が良いけど、みんなしてるから外せない。ちゃんと着けていないと友達に注意されるのも
嫌だ。

マスクや黙食はやめてほしい。アクリル板もやめてほしい。

早くマスクをしなくていいようになってほしいです。

マスク大嫌い

マスクを外させてください

先生に、マスクをしないでほしいといいたい

大人も子どもも全員マスクを外してほしい

マスクを外したいです。給食もみんなでしゃべりながら食べたいです

他の子に、マスクしてとか言われないようになりたい。あと他の子がマスクしないでちゃんと顔が見えて
お話ししたい

先生もマスクとってほしい！学校のみんなもマスクとってほしい！みんなでマスクしないで笑いたい！

早くみんながマスクを外してほしい！お友達の顔がみたい！先生も外してほしい！マスクの悪いところも
先生に言ってほしい！

早くマスクなしでみんなと大声で歌ったり、鍵盤ハーモニカをふいたり、リコーダーをしたい。

大人は子どもの意見を真剣に受け止めてくれない。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑭

回答

大人ばっかり楽しそうにごはん食べてずるい！

どうして学校だけこんなに厳しくマスクしなきゃいけないんだろう

嘘をつかないでほしい。

友達と話して楽しく給食を食べたい

小学校に入学してから黙食しかしたことがなく、みんなと班になったこともないので、お友達と机をくっ
つけて楽しくしゃべりながら給食を食べたいです。

マスクをするのやめて

もう2年以上たちました。私たちの時間を奪わないで。大人や先生は私たちのことを考えてくれています
か？

マスクしたくない

早く学校でマスク外したい。マスク着けなくても行けた幼稚園の頃に戻りたい。

マスクはつける人、つけない人選べるべきです

早くマスクをとりたい

ワクチンも打つのいやで、前小学校の時無理やりインフルエンザ注射されてトラウマで出来なくてなっ
ちゃって、ワクチン打てないからいじめられてる。

マスクしたくないです。

マスクを外してても何も言われないようになってほしい

早く前のように普通に学校に行きたいです

マスクはずすと先生に怒られるし友達も怒る、みんなマスクつけてつけてばかりで嫌なんだよ

なんで風邪じゃないのにマスクしてるの？

マスクやワクチンはやっても意味がないからやらんといて

息がしにくくて鼻をだすだけで、しつこく注意してくるのをやめて欲しい

早くマスクなしにしてコロナをやっつけてください。

マスクはきらいです。くるしい。なんでえらい人はマスクしないでいいんですか。ごはんも楽しく食べた
い。

早くコロナを終わらせてください。遠くへ行ったり、友達と普通に遊びたい。

風邪症状がない人はマスクを外して、コロナ対策は終わりにして欲しい。

早く感染対策を終わらせて下さい

しっかり正しい知識を持ってほしい。頭が痛いのも、我慢しなさいなんて嫌すぎます。親は、マスクに効
果はないから外していいと言ってくれるのに。

早くマスクを外したいな。

マスクはくるしいからつけたくない。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑮

回答

マスクが意味ないことを、早く伝えてください

給食の時間はお友達と楽しく過ごしたいです

修学旅行行けるか不安 行事がなくなるのが心配

僕は絶対にマスクをしたくないです。友達にも付けて欲しくないです。

家族がコロナとされたりマスクしてなかったら元気でも幼稚園を休まないといけないのが嫌だ。外と運動
中ははずしてよくなったけど教室でもはずしたい。

マスクしてると死んじゃうよ

コロナの前みたいになりたい

コロナより前みたいになってほしいです

マスク、黙食やコロナについてのことは、もうたくさん！ただでさえおもしろくない学校がよけにつまら
なく行きたくない

放課後に友達と遊ぶときにマスクをしなくていいようにしてほしい

マスクを外したい。

みんなでマスクをはずしたいです

なんでみんなマスクしなきやいけないの？

早くマスク外してほしい、ちゃんと自分で考えてほしい

早くマスクをしなくて良い世界にしてください。

今すぐみんなマスクを外してほしい！(自分は学校でも外せてるから今は楽しい！)

給食のとき黙食はやめたいです！

給食のときしゃべらせて

みんな、マスクをはずしてほしい

黙食の時、話してるクラスの子を先生が注意するけど、先生マスクしてないのはいいの？

マスクを着けることについて騒ぐことをもうやめて欲しい私に何でマスクしないの？どうして着けない
の？と聞かないでほしい

大人がよくて子供がだめなことが多くて不満がある

子供はすごく大変です

ただ先生の言う通りにしているだけ

マスクをしていないかおが見たいと思う

マスク外して良いよと言う大人がマスクをしている。

コロナ対策のない学校生活を送ってみたい。僕はコロナは怖くない。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑯

回答

以前のように給食は班になってお話しながら食べたい。コロナがはやく終わってほしい。

マスクをつけていたいわけじゃないけど、みんながつけている間は外したくない。恥ずかしい。

早くコロナ終わってほしい

幼稚園が楽しくない みんながマスクしろとうるさい

マスク意味ないのに何で着けるの？早く給食喋りながら食べたい

マスクは感染予防にならないし、害が沢山あるとお母さんが言っていたので早く外したいです。でも友達
は有害無益なのを知らないから外していません。自分だけ外すのは勇気がいる事なので、まだ外せる場面
が少ないです。黙食はつまらないし、喉にパンを詰まらせて死んでしまった子は黙食の為に周りに気づい
てもらえなかったと聞き怖いです。

マスクをしなくてもいい頃に戻りたい

自由に生きたい

政治家はマスクしてなかったり、東京マラソンでは密な状態でもマスクしてなかったりしてました。子供
だけが楽しみを取られて何をしに学校に行ってるかわかりません。勉強だけなら家でも出来る。昼休みも
5分休みも友達と遊べない、そんな学校意味ないです。この前も、5分休みにトイレに行く途中隣のクラス
の子と話したら、先生にひどく怒られて廊下に立たされました。休み時間はマスクしてるかどうかおしゃ
べりしてないかどうか、先生達が廊下で見張ってます。刑務所の中にいるようです。

早くマスクを捨てて下さい。仕事中もマスクを外して下さい。

マスクを早く取りたいです。

マスクしろって言ったやつむかつく。

早くマスク外せるようにして

マスク意味あるの？

学校に行く時と帰る時はマスクを外せるようになりました。教室ではマスクをしています。

お母さんのように恥ずかしがらずに堂々とマスクを外せる人になりたい。

子どもから普段聞いている話で回答しました。今のところ登校しぶりはありませんが、給食の時間が楽し
くないとよく言っています。いつまで子どもたちに負担を強いるのかと怒りと悲しみの日々です。

4歳なので今の状況しか知りません。黙食もマスクも普通のことと捉えていますが、マスクに関しては邪
魔だ邪魔だとよく言っています。

高校もマスク着用強制すごいです。僕は授業中やテスト中は素顔です。ただマスクしてないだけで陰口を
いわれます。早く 5類に下げてください。もう3年目です。高校入学してから先生やクラスメイトの素顔
を知りません。このまま卒業とか有り得ない、検討ではなく、即行動して下さい。宜しくお願い致します。

コロナ禍を終わる気がない。日本から早く出たい。

早くみんなマスクがない生活がしたい。

マスク着用は全ての場面で以前のように自由化にしてほしい。

早くマスクをなくしてほしいです。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑰
回答

マスクの穴とウィルスの大きさをちゃんと教えてください。

マスクやめよう！！

熱い、苦しい。生理難民とかでナプキンは配るのに、マスクは自費。自費でいつまでマスクつけるの
か？他国の様に早く終わりを告げてほしい。

放っておいてほしい。

なんでみんなマスクはずさないの？

みんな自分の自由にすればいい。

大人がまず外してくれないと外せない子がたくさんいます。先生は「外して良いよ」ではなく！！「今
は外しなさい！」「外す場面ですよ！」と強めに言わないとみんな外せません。未だに外でマスクを外
しているのはわたしを含めて数名です！みんなにもマスクを外して欲しい。笑った顔が見たいです！

げんきなひとにマスクいりません。

おとなもマスクいりません。

マスクしてないと色々言われるのはいやだから、いらないんだったら先生がみんなに言ってほしい。

楽しく過ごしたいです！

みんなマスクなんて取ったらいいのにね！

早くマスク生活を終わりたいです。お願いします。

早く前みたいに友達に会ったり行事をしたい。

はやくマスク外せる生活にしてください。

先生にマスク外していいよって言ってほしい。

マスク外したいと思ってるなら外したらいいと思う。したい人はしたらいい。自由に決めて誰も責めな
いのがいい。

大人は好きに喋ってごはんを食べたり、マスク外したりしてるのに、子どもばかり禁止されていてひど
いと思う。私達だっていつか大人になるんだよ。今のこと忘れないと思う。

なんでアメリカやウクライナの人はマスクしてないのに日本はするの？

早くマスクをつける決まりがなくなって欲しい。お話しながらご飯が食べたい。

マスクをしないで学校に行きたいです。

ひとりひとりの考え方をもっと大切にしてほしい。みんな同じことを思っているわけじゃない。

マスクしたくないけどしないと、やりやって言われるのが嫌。

マスクは苦しいし苦しそうなので外したいです。でも先生や友達につけてと言われると悲しいです。

マスクを外してほしい。

感染症対策の正しい知識を大人からキチンと説明して、つけたい人は着けたらいいけど着けたくない人
にマスクを強要するのはいけないことだと何回も説明して欲しい。上級生怖い。

マスク外したいです。

マスク外したいです。したい人はすればいいと思う。

マスクずっと嫌いだったの。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑱

回答

マスク無しがやっぱりいい。苦しいよ。

テレビを見たり、しんぶんを信じたりするのをやめればいいとおもう。

マスクを外してみんなの顔が見たい。外でも中でもマスクしないで苦しくないのがいい。

お願いします。僕達のマスク外して下さい。黙食も無くして！

黙食になってから給食が楽しくないです。休み時間もマスクして遊んで暑いし苦しい。学校はつまらない。

マスク外したいです。変なルールばかりで学校は楽しくないので楽しい場所にして欲しいです。

学校がつまらないです。もっと前からマスク外したいと思ってたけど大人は何もしてくれなかったなと思
います。

マスクでコロナは防げません。大人が勉強しないでマスクでコロナが防げると思ってるから私達は我慢し
てマスクを付けています。分かってる大
人が少ないし私達の事を考えてくれる大人も少ない。酷いと思います。

学校に行きたくないなぁって思うことがたくさんあります。理由は楽しくないからです。

子どもを守ってくれてありがとう。

マスクをしないで学校に行きたい。マスクは暑くてイヤだ。

近くの公民館で英語を習っています。鬼ごっこしながら授業をするんだけど、マスク強制させられてとて
も苦しかった。

他の国のようにマスクを外したいです。なんでインフルエンザと同じようにコロナも扱ってくれないので
すか？岸田総理は海外に行ってマスクを外してたのになんで僕たちはダメなのですか？

この2年間ずっとがまんしています。いつになったらマスクや消毒、三密を避けてなど感染対策をしない
で
良い生活ができるのでしょうか？しゃべるな、手を触るな、近づくな、と言われ続けて本当に限界です。

マスクしたくない。コロナなんかどっかいってほしい。

お顔を見せて。

早くもとの学校に戻って欲しい。楽しく給食食べたい、マスク無しで学校行きたい。弟は外して行ってる
けど、やっぱり自分は周りの目が気になるから。苦しくてズラすだけで友達や先生に注意される。それが
しんどい。

みんなとおいしくたのしく給食を食べたい。みんなマスクはずそう。

みんなでたのしく給食が食べたい マスクはしたくない 私はコロナがウソだと知っていますでも友
だちには話せませんワクチンも危険なのに友だちは打ってしまった子もいます プールも入りたいし
フェイスガードもしてマスクもして歌うのも嫌です。遠足のバスの中でもしゃべると怒られます運動会
の練習も声を出す時はマスクをしなくてはダメです。私はお父さんとお母さんとコロナについて勉強して
いるので コロナはウソだと知っています。みんな早く気づいてくれるといいなーと思います。

学校はマスクしろと命令しないでほしい。自由に選びたい。

マスクを外しておしゃべりしたい歌を歌っているとき外したい、苦しいから。

給食はもっとみんなでわいわい食べたい。周りの人に「マスクして」って言われたくない。

大人も外してほしい。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑲
回答

学校で付けないと言われるって環境を終わりにしてほしい。先生や大人が外しなさい付けたらダメだと
もっと言ってほしい。

マスクを外すとなぜいけないの？とたずねたら、先生が文部科学省の決まりだからと言った。大人なら納
得できるような説明をしてください。

お顔見えないのでみんなマスク取ってほしいです。

みんなニコニコでお話ししたいです。

バカな大人、先生ばかりで学校行く意味が無い。

早くマスクを外させてほしい。友達といっぱい話して思い切り遊びたい。

早くマスク外したい。

マスクを外したいです。

マスクしてると苦しいし暑いし熱中症になるのが怖いし、気持ち悪くなるからやだ。外してみんなと話し
たい。マスクは咳の時だけでいいじゃん。おしゃべりしたりごはんたべたり楽しく、過ごしたい。

早くマスクをせずに喋ったり、遠足やプールでいっぱい遊びたいです。

早くマスクを外してください。お友達の顔が分からないです。学校もつまらないです先生もマスクコロ
ナって怒ってばかりです。

毎日学校行くのが嫌です。マスクは苦しいし給食の時間も楽しくないです。早く元に戻してください。

マスク取りたいです。給食は皆んなとおしゃべりしながら楽しく食べたいです。

楽しいと思わないです。だって学校に言ってもコロナの事で行事無くなったり大好きな音楽もやらせても
らえなかったりつまらないからです。お友達とお喋りしたり楽しい事したい。

お友達がマスクをしているから、僕と同じ体調不良が出るかもしれないのが心配です。

マスクを早く外したい。

コロナいつなくなりますか？

みんなのお顔がみたい。

給食は静かにひとりで食べる。いつまで我慢すればいいの？

マスクのない世界にしてほしい。

早くマスクをやめさせて下さい。ワクチンも怖いので止めて下さい。

マスクふざけるな！

マスクを自由にしてほしい。

人がいない所ではマスクをはずしたいけど、まだ少しコロナが気になるからはずしたいけど、はずせない
気持ち。

マスクを外せる日はいつですか？早く外したいです。

マスクをとりましょう、とってください、と先生たちから言ってほしい。

外だけじゃなくて毎日マスクを外したい。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」⑳

回答

マスクつけなくてもコロナになんてなりませんでした。マスクつけているとかゆいし、肌が荒れちゃうか
らもうマスクは嫌です。

コロナ前の学校生活に全て戻して下さい！

外しても友達とか大人に付けなさいと言われるのが嫌。

どうして、偉い人はマスクしてるんですか？どうして外国の子どもは外してるんですか？

咳がでないのにマスクをするのは邪魔だし暑いし、したくないです。

お母さんといるときはマスクをしなくていいけど、幼稚園でも暑いからマスクをしたくない。

幼稚園でも、おうちみたいにマスクをやめたいです

みんなくるしそうだから。みんなマスクをはずしてほしい。

世間にどう思われるかや同調圧力などよりもっと大事な事に皆んな目を向けて欲しいです。

僕達のためによろしくお願いします。

マスクするもしないも自己判断でもう良いと思います。

よろしくお願いします。

同調圧力をなくしたい。年少、年中と過ごす中でまだ遠足に一度も行けていない。また、保育参観すらも
叶っていない…。少しでも早く平時に戻したい。

マスクを早く外させてほしい。

早くマスクと三面シールドをなくしてほしいです。お願いします。

早く前の生活に戻して下さい。お願いします。

僕はマスクを外して学校に行ってますが、友達も外したいと言ってるけど親がわかってくれなくて困って
ます。

大人はランチや飲みに行って楽しくご飯食べているのに私達だけ自然教室、修学旅行全て黙食でした。な
ぜ大人は良くて子供がダメなのか。理由がわかりません。

先生がマスクマスクってうるさいし友達ともしゃべれないから学校に行きたくなくておなかが痛くなる。

楽しい学校生活がしたい。

マスクをやめたいけど、まだ感染が怖いから、大人も子どももみんなしっかりマスクをしてほしいと思っ
ています。

うちの学校ではマスクしない同盟している生徒がいます。早く助けて！！！

マスクいらん。

大人はご飯屋さんで喋りながらご飯食べているよに、給食はなぜしゃべったらいけないの？

マスクをしないと先生に怒られる。

マスクをつけろというともだちがいて、いやだ。はずしていても、またつけさせられる。

なつはマスクをつけたくない。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」㉑

回答

マスクを外させてほしい。コロナが５類に変われば病院対応も変わるはずなので入院中のお母さんやおじ
いちゃんおばあちゃんにも会いに行けて旅行にも行けるようになる。修学旅行も遠足も運動会も通常通り
行われるようになるので早く緩和してほしい。

みんな他のお友達もマスク外してほしい。先生の笑顔一度も見たことないから、マスク外して笑ってると
ころを見てみたい。

コロナのばかやろう。

大人はどうしてマスクをせずに沢山してるのに子供にはマスクを外したら喋るなって言うのか意味がわか
らない。

人に指図するなら自分も同じことしてみろ。

大人達からマスクを外してほしいです。

もう大人にマスクについて本心なんか話したくない

もうマスク生活やめましょう。私の母はもうノーマスクですが、もっとたくさんの人がノーマスクになれ
ば、子供も外すと思います。私は中学入ってからずっとマスクで少し外して今更友達に顔を見せるのが恥
ずかしいって環境にしたのは大人な気がします。

もっと豊かな国に、してほしい。

マスクは暑くて頭が痛くなります。テレビの中の人達はマスクもつけずご飯を食べています。ずるいです。

マスクをなくしてほしいです。

マスクをしてないことに慣れてないから外したいと思わない。マスクどっちでもいい。でも黙食は楽しく
ないから嫌。

マスクを外して生活できる日が来ますように。

早くマスク無しの生活をさせて下さい。

楽しくご飯たべたい。マスク苦しい。

皆がマスクを外して欲しい。

マスクをしないで運動会をしたかった。かけっこの時、マスクしたまま走った。

マスクを外したい。

マスクを外して学校とか行きたい。

祭りをしてほしい。花火大会もしてほしい。

マスクなしの世の中にしていってほしいです！よろしくお願いします。

コロナばいばーいﾊﾞｲ(*́）`*)ﾉﾊﾞｲ

たかがマスクじゃない。ちゃんと考えて欲しい。

先生ともマスクなしで話したい。

先生からマスク外そうってみんなに言ってほしい。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」㉒

回答

もう我慢は嫌、友達と思いっきり遊びたいしお話がしたい。

いつまでマスクをするのですか？

大人の人でも僕たちのために頑張ってくれてる人がいるってわかって嬉しいです。お母さんが校長先生と
話して僕はマスクをつけなくてよくなりました。お友達と僕がしゃべっている時に、先生はお友達にだけ
注意をします。先生のマスクをしなさいは、誰のために言っているのかわからないです。お友達もマスク
なんでしないのって言ってきます。自由でいいんだよって言ったら、コロナになるよって言ってきます。
マスクは意味がないのに、みんな我慢してるからって僕も我慢してつけて、熱中症になりたくないです。
僕のどうしてにお母さんが教えてくれて、僕はもうコロナが怖くないです。でもお友達に言っても信じて
もらえないので、偉い大人の人からみんなに言ってほしいです。（母代理入力）

マスクをはずして、みんなと遊びたい。登下校はマスクをはずしてよいとなったのに、まわりはだれもは
ずさない。下校の見守りの先生は何も言わない。

マスクをはずしておしゃべりして給食食べたい。

お話ししてもマスクつけないでよくなってほしい。

何でマスクをしたい人の気持ちは尊重するのに、マスクをすると体調を崩すためにしたくない人の気持ち
は無視して「マスクをつけて」と言うのか？いじめだよ。先生は、僕が運動場でクラスの子に「マスクし
てないコロナがうつる～コロナコロナ～」とからかわれても、注意もしてくれないのに、僕には「マスク
して」って言う。差別だと思う。

早くコロナが無くなって欲しい。

マスクしている人に、しないほうがいいよって言ってあげたい。

どうにかしてほしい。前みたいに普通に学校行って、友達と喋りたい。マスク顔しか分からない子がたく
さんいて顔が分からない。

どこでもみんながマスクをしないようになったらいいです。

わたしたちはいつまでマスクですか？

ぼくたちはもう外してるけど、友達も外して欲しい。大人がいつまでもしてるのはアホだなーと思うけど
ぼくたちには関係がないのでどっちでもいい。世界ではコロナは過去。日本は馬鹿なのかな、と思う。

みんなコロナが怖くてマスクを外さないんじゃなくて、お口を見られたくないから外さない。

弁当の時間は自分の高校では黙食なんかしていない。担任はいないしみんな喋りたければ喋ってる。
唯一弁当の時間は堂々と外せて快適。

自分の中学では給食は黙食してない机をつき合わせることはしないけど好きなように喋ってる 先生に
注意されることはない ほかのみんなも注意することはない喋ってるから。

学校もお友達も楽しいけど給食が楽しくない。喋ると先生に凄く怒られて怒鳴られる。早くみんなと楽し
く給食食べたい。

マスクを外している友達が増えて怖い。ノーマスクの子の唾が顔にかかったことがある。僕は主治医の先
生にコロナにかからないよう気を付けてと言われています。そういう子は気にせず話しかけてくるから怖
くて学校がとても不安です。僕のように病気をもっている子どももいるんだから、マスク外しているなら
近くで話しかけないでほしい。学校にはいろいろな子どもがいること分かってほしい。よろしくお願いし
ます。

相手がマスクをしていればマスクをしていない他人に強制しないでほしいに

次ページに続く



回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」㉓

回答

コロナが早くなくなってほしいです、よろしくおねがいします。（子供の気持ちを代理で入力しました）
上手く言葉で表現は出来ませんがコロナ前の生活に戻って欲しいと親子で思っています。

おとなはあたまがいいと思っていたけど。

早くお願いします。

マスクは解除始めたんだから、早く外したいです。

耳が痛い。

早くマスクを終わらせて下さい。

皆マスクを外して生活できる日が早く訪れますように！

大人は子供の見本なはずなのに、大人は賢くない、子供に負担ばかり強いる。

早くマスク生活を終わらせて欲しい！

マスクを外したい!

マスクを早く外せるようにして！黙って食べなさいとかいうけど、大人はしゃべりながらご飯食べててず
るい！

私は学校と習い事以外は全然マスクは全然しません。まわりの子達もそうなってほしい。

マスク外したくない。

正しい方向を示してください。

もっと遊びたい。

はやくきょうしつのなかでもマスクをはずさせてください。

お友達とマスクなしでも遊びたいしお話ししたい。

おかしい世の中を元に戻していきたい！

マスクに意味あると本気で思っているんですか。

大人がマスクを外して欲しい。

大人はマスクを外しておしゃべりしてるのに、なぜ子どもだけがマスクを学校でしなければいけないんで
すか。

嘘をつかないで。

みんなが外してコロナがもう終わったよという空気になればいいと思う。

マスクを外したい。

クラスメートと先生に、マスク気にするなと言いたい。

早くマスクをしなくていい生活がしたいです

大人が外さないと子供は外せない
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」㉔

回答

皆がマスク着けてたら、皆の顔が覚えられへん。皆の顔を知りたいから、マスク外してほしいな。

早くマスクを取りたい。行事や学校生活も普通にやりたい。

わたしはマスクのこと、身体のことをお母さんから教えて貰って、自分で考えてずっとマスクをつけてい
ません。でもほとんどのお友達はそれを知りません。子どもがちゃんと知って選べるようになってしてほ
しい。大人は喋ってご飯食べていて、子どもは黙食しないといけないのはなぜかわからない。

マスク生活のせいで、我が子は不登校になってしまった。この深刻な問題を、どうしたら良いのか。盗撮
も頻繁になったようで、身近な友達が２人も被害にあった。どうしてくれるんだ。

マスク外させてください黙食止めてください。

助けてください。ずっと我慢していてマスクは本当に嫌です。

マスクも黙食も好きじゃないです。学校はつまらない。

マスクを外したいです!

何で子どもが苦しんでいるのに、先生たちは何もしてくれないのか不思議。

右にならえではなく、しっかりと自分で調べて行動をすべきだと思う。

給食をお腹いっぱい食べたいです！

みんながマスクをはずしてくらせるようになりたいな。

マスクはもういりません。

1人1人の個人の意見を尊重するべきだと思います。ひとりひとりの行動が少しずつ広がって大きなものに
なると思うので、思うことがあるのなら勇気を出して大人が行動にうつしてほしいです。

外させてください。

私はずっとマスクをしていません。他のお母さんは、どうして自分も、自分の子供にも、マスクをさせる
んですか？私のお母さんは、私をマスクやワクチンから守ろうと、担任の先生と沢山話をして、私がマス
クをしなくてもいいように、ずっとがんばってくれました。
建前で子供にマスクを強制しないでください。つけたくない子だっているんです。自由にさせてください。

マスクに慣れすぎて外すのがちょっと不安。

歩いてる時のマスク苦しく無いんですか？

早く1日中マスクをしないで生活したい。友だちとと密に生活したいので、お願いします。

マスクを外すのは良いが、コロナ以前から柔軟剤や抗菌剤の臭いが臭すぎてマスクを外せません。マスク
以前にこんな変な薬品を洗濯で使ってはいけない世の中にして欲しいです。変な臭いのものやマイクロプ
ラスチック(マイクロカプセル)を海に流したらもっと海が汚れてしまうから。
・この前、マスクをしていて38℃まで熱が出ました。先生たちに言ってもマスクを外させてもらえません
でした。マスクは外していいと聞いたのに学校は違います。

医学的、科学的にマスクの効果を知った上で、マスクをするかしないかの選択をしていってほしい。

早くお友達や先生の顔が見たい。

大人はいいけど、子供達だけでもマスクから解放してほしい。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」㉕

回答

本当にマスクが必要ですか。子供も必要ですか。マスクをしていない子供がそんなに気になりますか。も
うマスクは必要ないです。子供がコロナではない他の病気にかかります。もうやめてほしいです。

マスクのない生活が早くきますように。

全ての質問に対して、コロナにならないためには、マスクをしなければならないという、考えになってし
まってます。早くコロナが無くなってほしい。

子供はだめなことは大人もしないで欲しい。

コロナに、ならないために生きてるだけの生活はもういやだ。

大人、頑張れ！

マスクを外したい人の気持ちも外したくない気持ち、どちらも理解してほしいです。マスクは悪という雰
囲気がものすごく怖いし悲しいです。

マスクは好き。でもみんなのお母さんの顔が見てみたい。

マスクを外してお友だちと遊んだり給食をたべたい。毎日苦しい。

マスクをつけなくてもいいようにしてほしい。

マスクを着けるのは息しづらいし、着けていくのを忘れることもあるからマスクはもう着けたくない。

僕たちのマスクを外すために動いてくださりありがとうございます。僕は六年生なので1日も早くマスク
無しの生活にして欲しい。時間がないです。

どうして子供にはずすように言って大人ははずさないの？

コロナがはやくおわりますように。

マスクとか全部ゼロにして、コロナの前に戻して欲しい。

早くコロナが終わるといいな。

マスクしなきゃいけない小学校に行くのは嫌(かろうじて今の幼稚園は子供のマスクは強制ではないです)

先生達とか校長先生と教頭先生もいつも怒ってばっかりで嫌だ（マスクとか、お友達と笑ってたり、ダン
スしたり、歌ったり、くっついたり）

マスクをするのが当たり前だから外しても外さなくてもどちらでも良いようです。親としてはマスクをし
ない普通の生活が当たり前に戻ってほしいです。

コロナは怖くないから、マスク外して友達の顔が見たいし思いきり話したい

マスクは意味がないと思う、みんなの笑った顔がみたいです。

マスクはつけてもつけなくてもどっちでもいいってしてほしい。

マスクを早く外したいけど、自分だけが外していると恥ずかしい。みんなと一緒にマスクを外したい。お
友達や先生の顔が全部わからない。給食を黙ってたべると美味しくない。学校がつまらない。早くマスク
を外せるようにしてほしい。みんなと給食食べたい。

遠足行けるようにして欲しい。
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」㉖

回答

コロナの薬を早く作って！コロナはやくなくなれ！

早くマスク無しの生活を過ごしたいです。

大人と友達のほんとうの笑顔がわからない。

早くともだちとマスクなしであそびたいです。

お母さんにコロナ対策は意味がないと聞きました。元の世界に戻りたい。

世界のみんながマスクを外せるようになって欲しい。

ご飯は黙って食べたい。

学校をもっと楽しくしてほしい。

お友達がマスク警察です。お母さんが看護師だからです。親の仕事の為に外せないお友達がたくさんいま
す。

なぜマスクをしているのか。

大人が子供をこわがらせているのでやめてほしい。

マスクをしなさいと言ってくるのをやめて欲しい。

秋祭りとかがないから、やりたい。

クラスのお友達の顔がわからないのが悲しい。

マスクを外したい。大人だけ飲み会とかしていいのはずるい。まわりの人たちがマスクを外さないと自分
も外しにくい。

早くマスクを外しても誰の注意も受けないようになってほしい。

マスクちゃんとしてと注意をするのをやめてほしい

マスクとか全部ゼロにして、コロナの前に戻して欲しい

早く普通の学校生活がしたい、マスクはもうしたくない。

マスクを外してください。

マスクを外したい。

マスクをしろと言わないで。無理矢理つけさせないでほしい。

早く子供達からマスクを外して、思いっきりご飯を食べることができ、園生活を送り笑顔がたくさん溢れ
ますように祈っています

自由な生活に戻りたい。

先生、宿題出し過ぎ！！宿題をなくして欲しい。梅雨の時期、６月にプールの授業をやらないでほしい。
雨でほとんど入れない。もっとプールに入れるように何とかして欲しい。

制限される生活は嫌。修学旅行も必ず行きたい。

マスクを外したい。学校はエアコンもつけてくれなくて地獄です
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回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」㉗

回答

コロナの薬を早く作って！コロナはやくなくなれ！校外学習とか修学旅行楽しみにしてたのに…近場での
学習…思い出作りしたいのに…運動会もみんなでし
たい！最後の組体操したい！
コロナ対策は嫌なことばっかり。みんながマスクを外して顔を見ながら楽しい学校生活を送りたい。生徒
より先に先生がマスクを外して手本を見せてほしい。

おとなはおしゃべりしながらごはんが食べれてずるい。

僕たちの気持ちをもっと聞いてほしい。

みんなマスクを外して楽しく生きよう。

マスクしてない子はしゃべらないでと言われて悲しかった。

コロナのせいで給食とおやつの時間に怒られるのがやだ。おうちみたいに保育園でもマスクしないでみん
なでニコニコがいい。

ママはマスク外せって言うけど、自分一人だけ外すのはしきらん。みんなで外したい。

何でマスクせないかんと？暑いし苦しいっちゃけど。

給食は黙食ですが、しゃべると遅くなりおかわりができないので本人は黙って食べたいようでちょうど良
い。

大人はおしゃべりして食べてるのに、なんで給食はだめなのか。遠足もマスクしないでいきたい。元気な
のになんでマスクしないといけないの？

大人はずるい。マスク外したいけどどうせ無理。

テレビの人はマスクをとっても楽しそうに話していいのは、なんでなのか。

いつマスクなしで学校にいけるようになるのか ずっと学校はこのままなのか

マスクは意味がないと思う。周りはワクチンしている子が多いので何も言えない。

マスクをとって、ともだちに、ちゅういされずに、たのしくくらしたいです！

なんで大人は飲み会とかでガヤガヤやってんのに、子供は黙って食べないといけないんですか？給食中に
コミュニケーションを取るのも大事だと思うんですけど。あと、いつになったらマスク外して笑顔で話せ
る日が来るんですか？外して少し話すだけでも先生に怒られたりするんですけど、ホントにイライラしま
す。

マスク外したらしゃべるなって言われた。

大人もマスクを外してください。

行事をもっと沢山やりたい。

大人は飲み会したりランチしたり、ファミレスとかでも食べ終わってもマスクせずに喋ってる。総理なん
てマスクせずに屋内で会見してるのに、何で子供だけ屋内では外すな！黙食なのか。

マスクをしなくてもいい学校に行きたいな。

５歳の娘の代筆です。園では任意ですが習い事での２時間の着用が苦です。先方との妥協で30分置きにマ
スクを外し深呼吸する時間を設けましたが、本人は「ずっと外していたい」と訴えています。未就学児一
律着用を求めない現在でも習い事教室では義務（明言されました）となっていて厚労省や文科省の通知を
超えた越権だと感じます。

次ページに続く



回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」㉘

回答

マスクを外すのが当たり前な社会に戻してほしい。

大人は嘘つき。マスクはコロナに罹らないためにする。コロナだからマスクをすると嘘を教えている。先
生はマスクせず授業してるのに生徒にはマスクを鼻までしろ。マスクをつけろ。と命令する。子どもは大
人の奴隷じゃない。ここから保護者(校長に去年５月に文科省の指針
には児童自身で苦しい時は外せるように指導すると書いてることを伝え無理やり着けさせる指導はやめて
欲しいとお願いした時、「保健所がマスクの有無にうるさいからこちらもその指導が出来ない」と。つま
り濃厚接触回避のために、学校の面子の為に着けさせてるということです。そしてもちろん屋外では着け
なくていいと言っていると。それも嘘でした。子どもに確認してもそんなこと言われてないと。いくら親
がマスクしなくてもいいんだよと言っても登下校でもマスクして帰ってきます。先生が外すことより着け
ることを強調して、とにかく今もマスクをしなさいと命令しています。染症予防の対策でも何でもありま
せん。文科省から屋外、体育は不要と通達出ても話す時はマスクが必要などと着けることばかり強調して
います。教育委員会もちろん話聞くだけで推奨しているだけと言いながら暴走する校長に指導もせず全く
改善しません。公務員なのに市民のために働いてないのが許せません。高知市長は若者が感染症を広げて
いると思考停止も甚だしいです。今でもマスクをしなさいと命令している学校を公表して欲しいです。

マスクは意味無いのに、何で先生は分からないの？

黙食をゆるめてほしいです。先生も大人も友達も早くみんなマスクとってほしい。

早くマスクを外して生活したい。

gotoやって、修学旅行中止とか、東京マラソンやっといて！子どもの部活の大会中止とか、ほんとやめて
ほしい。

思いっきりお友達と遊んだり話したりしたいです。運動会や遠足も行きたいです。

もうマスクやめたいです。

早くマスクを外せるようにしたいです。

いい加減、やめてほしい。先生からの圧力が嫌。鼻出しただけで注意される。いつから強制なった？って
思う。おかしい。

早くマスクを外せるようにしたいです。

日本だけまだマスクを外さないからおかしい。

マスクをしてなくても怒られないようになってほしい。マスクしてなくても自由におしゃべりできるよう
になってほしい。元気なのにマスクしないならしゃべっちゃダメなのはおかしい。

早く、コロナの感染対策やめてください。しんどいです。

早く大人がマスクを外してください。

変な争いごとは止めて欲しい。

マスクをする、しないはじぶんできめることだとおもう。つけて、と言われるのはもうイヤ。

みんなの表情がわかりずらく、たまに聞き取りにくい時はもある。運動してる時などは息苦しい。先生は
マスクを外してもいいと言うけど、周りが外さないと、外したくても外しにくい。外してる子はバイキン
扱いされるのでは？という懸念もある。本当にマスクを外してたくさん空気を吸いたいです。

マスクもう嫌、みんなはいつになったらはずすの？

私たちの未来を守って下さい！

次ページに続く



回答集計まとめ（記述式設問）

「最後に大人や誰かに言いたいことがあれば教えてください。」㉙

回答

マスクの世界はつまらない。自分はマスクはしないから、大人が変えてほしい。

音楽の時間は歌うから布マスクじゃダメで職員室に白いマスクを取りにいかなければならない。

なんで6歳はマスクしなくてよくて7歳はするの？1年前に言ってほしかった。

学校が一緒で会ったことがない人にマスクをしろと言われてイヤな思いになりました。

友達と仲良く話したいです。マスクは自由なので強制しないでください。

バスの中でも外したい。

海外で外してる国が多いのに日本はいつまでマスクするんでしょうか？子どもたちの短い学校生活をマス
クで終えるのが悲しくなります。早く5類にして欲しいです。

大人ははずせるけど、子供はしなくてはいけなくて不公平だと思う。みんながはずしたくないというのが
わからない。もっと外していい場所がほしい。

ノーベル賞授賞者の山中伸弥さんへ。研究費の為に「マスクしよう」とミスリードしましたね。私たちが
マスクで苦しんでいるのは、自己責任ですか？違いますよね。中学で修学旅行の話が進んでいる時、教育
委員会に電話して文句を言ったという同級生のお母さんへ。修学旅行を潰して満足ですか？安心しました
か？していませんよね、ずっと怖がってますよね？急に修学旅行を中止にした校長先生へ。本当は怖かっ
たから責任とりたくないから、反対する保護者がいて嬉しかったですか？それでもことあるごとに「感謝
の気持ちを」と言われても嫌な気持ちにしかならなかったです。最後に、私の声を聞いてくれた大人の方
へ、ありがとうございます。私は出来るだけマスクを外します。でもみんなデタラメです。信用できませ
ん。お母さんは「こんな馬鹿騒ぎはいつか終わる」と言いますが、今してる人はもうマスクを取らないと
思います。

マスクはずしたいから、コロナ騒ぎを早く終わらせて。

まわりの人と同じにしなくていいと思う。

大人がちゃんと気を付けて早くコロナを終わらせて欲しい。給食の後早く遊びたいし学校がお休みになる
のも嫌だからコロナが広がらないように出来ることはみんなして欲しい。

僕は幼稚園に入った時からマスク生活で先生の本当の顔も良く分からないし、楽しくおしゃべりしながら
ご飯も食べたことがないです。楽しみにしていたバスで行く親子遠足も行けなかったです。早く楽しそう
だった前の学校生活に戻して欲しいです。

マスクってはずしていいの？じゃあどうしてみんなつけてるの？

マスクをつけなさい給食の時しゃべってはいけませんと怒られるし学校に行きたくない。

マスク全部無くなればいいのに。

早くみんながマスクを外して食事も笑って過ごせるようになりたいように。

大人は話しながらご飯食べられるから、ズルイ。

お母さんもマスクで倒れたり病気にならないか心配。

マスクマスクうるさいところには行きたくない

マスクは自由なはずなのに先生に毎日つけなさいと言われるのはおかしい。笑っちゃいけないのもおかし
い。助けてください。マスクをした方が息できなくて死んでしまったりするから外した方がいいと思う。

大人はご飯を食べに行って喋って笑っている。テレビの中でもマスクをしてない。どうして僕らは毎日マ
スクをして学校に行かなきゃいけないのかわからない。

マスクは嫌いだよ。

以上



令和4年7月20日発行
発行・編集：全国有志子どもを思う会・こどもコロナプラットフォーム

「みんなで楽しく食べる給食」

「マスクをせずに受ける授業」

「おもいっきり走り回る運動場」

「笑顔いっぱいで遊べる公園」

「友達と参加したいろんな行事」

子ども達が元気に成長できる環境を守りたい。
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