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○公民館の講座には、ここ一年でどのくらい参加していますか？

回答内容 回答数 割合
初めて 11 61.1%

２～５回程度 7 38.9%

６～10回程度 0 0.0%

それ以上 0 0.0%

未記入 0 0.0%

○今回の講座は何によってお知りになりましたか？

回答内容 回答数 割合
広報「こまえ」 18 100.0%

チラシ 0 0.0%

ポスター 0 0.0%

狛江市ホームページ 0 0.0%

友人、知人から 0 0.0%

その他 0 0.0%

未記入 0 0.0%

○今回の講座はいかがでしたか？

回答内容 回答数 割合
大変良かった 10 55.6%

良かった 5 27.8%

普通 1 5.6%

あまり良くなかった 0 0.0%

良くなかった 0 0.0%

未記入 2 11.1%

○講座の時間（2.5時間）についてどう思いますか？

回答内容 回答数 割合
長い 1 5.6%

ちょうど良い 16 88.9%

短い 1 5.6%

その他 0 0.0%

未記入 0 0.0%

○開催の曜日（平日・午後）についてどう思いますか？

回答内容 回答数 割合

参加しやすい 18 100.0%

参加しづらい 0 0.0%

その他 0 0.0%

未記入 0 0.0%

スマホ講座アンケート　統計まとめ

　 アンケート回答者：18人

　 令和２年11月13日、２月４日　（２日分）
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○性別について

回答内容 回答数 割合
男性 7 38.9%

女性 11 61.1%

未記入 0 0.0%

○年代について

回答内容 回答数 割合
40歳未満 0 0.0%

40歳代 0 0.0%

50歳代 0 0.0%

60歳代 4 22.2%

70歳代 9 50.0%

80歳以上 3 16.7%

未記入 2 11.1%

○お住まいの地域はどこですか？

回答内容 回答数 割合
和泉本町 2 11.1%

中和泉 2 11.1%

元和泉 2 11.1%

東和泉 2 11.1%

西和泉 2 11.1%

岩戸北 0 0.0%

岩戸南 4 22.2%

猪方 0 0.0%

駒井町 1 5.6%

東野川 1 5.6%

西野川 2 11.1%

狛江市外 0 0.0%

未記入 0 0.0%

40歳未満

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

未記入

男性

女性

未記入

和泉本町

中和泉

元和泉

東和泉

西和泉

岩戸北

岩戸南

猪方

駒井町

東野川

西野川

狛江市外

未記入



＜実施日時＞

　１回目：令和２年11月13日（金）午後１時30分～４時「もっと知りたい基礎知識」　10人

　２回目：令和２年11月16日（月）午後１時30分～４時「コミュニケーションアプリ」　８人

　３回目：令和２年11月25日（水）午後１時30分～４時「話題のアプリ（脳活・健康など）」　８人

ＬＩＮＥは楽しい！機能もたくさんあり、勉強になりました。

今までわからなかった事がいろいろおしえてもらいました。こんな事（機能が）あるんだ…と改めて感
心しました。

講師の方が親切だった。

ＱＲコードなど、手に取りやすくなりそう

ｉＰｈｏｎｅの使い方、こんなアプリでこんな利用方法がある、もっと便利でメリットのある使い方を
知りたい、操作も含めて。

スマホは、持っていてもあまり使い方がわからなかった。今日の講座は大変良かった。

個人的に理解できないこともあります。

知らないことが多い事に気付かされた。

理解しやすい様、説明して頂きました。

令和２年度　第１回スマホ講座　アンケート自由記述まとめ

とても分かりやすいので楽しいです。

対象：市民　　実施回数：３回　　参加人数：延べ26人

本日は高度なテクニックで非常に参考になりました。

色々なアプリの使い方を教えて欲しい

今日の様に、スマホの使い勝手の良い方法をお願い申し上げます。

何分にも初心者なのでわからない事だらけです。これを機会に便利な生活を体験したい。

参加者が今後のスマホ講座で取り上げて欲しいテーマ

災害の時にも、市の情報、ＮＨＫの情報を接続したい。

基本もまだ理解できてない状態です。

迷惑メールのブロック方法

いろいろありすぎて。わからなすぎて、今あげる事がむずかしいです。

初めての事なので興味が沢山沢山湧きました。

その時は理解したつもりでも、後ほど自分でやると、むずかしいなあと思います。

参加者の感想

基本的な事項など、詳細に解説して有難うございました。



＜実施日時＞

　１回目：令和３年２月４日（木）午後１時30分～４時「もっと知りたい基礎知識」　10人

　２回目：令和３年２月５日（金）午後１時30分～４時「コミュニケーションアプリ」　９人

　３回目：令和３年２月８日（月）午後１時30分～４時「話題のアプリ（脳活・健康など）」　８人

情報化時代、シニア層の社会参加としてスマホは重要の為、次年度も開講を期待します。

ラインの使い方

参加者が今後のスマホ講座で取り上げて欲しいテーマ

もう少し少人数が良いです。

今のところ、ご指導下さった点がスムーズに出来るようにかんばります。今後も再度の講座があります
よう願っています。大変講師の方ありがとうございました。

使い方について。

次回も参加したいです。

ユーチューブの利用と料金の関係

応用。カメラの夜景の撮り方をお願いします。

アプリを使っていろんな機能を学びたい。実務的な物。

令和２年度　第２回スマホ講座　アンケート自由記述まとめ

対象：市民　　実施回数：３回　　参加人数：延べ27人

初心者にも理解できるよう、実践を中心に説明して頂き、有難うございました。会館担当者が細やかな
配慮して頂き、講座がスムーズに運んだ。

面白かった。次回もよろしく。

親切で、助かります。

半歩前進できました。自信を持ってスマホが使用できるように頑張ります。

参加者の感想

知らない事もわかりました。

狛江ショップ（ドコモ）では、アプリに関しては教えない事になっている。今回はとても良い講座でし
た。何度も受講したいと思います。

少し前へ進むことができそうです。チンプンカンプンですが、興味を持つことができました。日常
を楽しめそうです。

親切に個々に教えていただき感謝です。（脳トレは主人と遊んでみたいと思います。）

知らない事が沢山ありましたのでとても勉強になりました。

３日間参加しました。基本的に復習ということもありましたが、３日目が一番役に立ちそうで良
かったです。
買って間もなく、電話だけの利用だったので新鮮でとても良かったです。もっと使いたいと思いま
す。今後も参加したいです。


