
11023自由記述

○平成30年度教員免許状更新講習事後評価　自由記述
科目番号：　11023
科目名：     【選択必修】教職についての省察
開設日：　　 平成30年7月8日

幼稚園 20 16.9%
こども園 33 28.0%
保育園 13 11.0%
小学校 18 15.3%
中学校 4 3.4%
高校 12 10.2%
特別支援学校 3 2.5%
その他 15 12.7%

Ｎｏ 学校種 回答

1 こども園
　講師の話は興味深く一日があっという間に過ぎた。自分の考えを改めて考え直す良
い機会となった。　講義室が寒かった。

2 小学校

教職員として自信を持ち、笑顔で子供たちの前に立つ大切さを改めて感じた。自分自
身が楽しみ前向きに進んでいくことこそが結果的に子供たちの学力や生きる力にもつ
ながるのではと感じた。よりよい授業づくりのために楽しみつつ，つけさせたい力をど
のように伸ばしていくべきかといった技術も付け加えて子供たちの健やかな成長につ
なげていきたい。

3 こども園

楽しい講習と聞いていたので内沢さんのホームページを見たりして、楽しみにしている
講習でした。内沢さんのお話は興味深く、床に落ちていく鉄琴の音が響いたり、マジッ
クバタフライが飛んだりと楽しく引き込まれていきました。学力調査から自信と意欲が
大切とわかり、それは楽しい授業から生まれてくるということを実感できる講習でした。
娘さんのエピソードを話され、はじめは内沢さんの恩師の方と同じように心配して聞い
ていましたが、お話を聞くうちに『親や教員への反抗は期待の裏返し』と言う言葉に納
得した時間でした。内沢さんの娘さんの成長を思うお顔も優しく印象的でした。いろい
ろ学びの多い講習でした。本日はありがとうございました。

4 保育園
受講者を聴くだけの受け身にせずに、参加型の講義でとても面白かったです。ただ、
会場の冷房が効きすぎて、終始寒かったのが辛かったです。

5 こども園 参加型の講習で 楽しかったです。ありがとうございました。

6 こども園

言葉ひとつとってみると、そこには前提があって発せられるものというのに、なるほどと
感じました。子どもに置き換えても、自分も前提を作ってしまっているなと感じる部分が
あったので、これから活かしていけることだと思います。1日があっという間で、とても楽
しい授業でした！ありがとうございました！

7 幼稚園
教員としてだけでなく、母として人として今までを振り返り反省すると共に、今後のあり
方について考えさせられました。ポジティブに楽しく生きる教師であり母でありたいで
す。

8 幼稚園
楽しい雰囲気の中で講習を受けられて良かったです。今後の人生において、良いお勉
強になりました。有難うございました。

9 こども園

内沢さんの講習は、他の講習と違い、一方的に話されるのではなく、問いかけや考え
る時間をくださるので、参加して充実感があります。昨年度の選択科目の時も大変勉
強になりました。受講前（私事ですが）中1娘の「2学期に入って（特に月曜日）午後から
具合が悪くなり保健室そして早退、病院（病気は特定せず）の繰り返し」が、受講後の3
学期からパタリとなくなり、中2の現在は担任（去年と同じ）から「体調が良くなって良
かったです、でもあの期間の原因は何だったんでしょうね？」と聞かれ、私も「です
ねー？」と答えましたが、きっと内沢さんの話で母親の私自身が変わったのだと思いま
す。感謝しています。
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Ｎｏ 学校種 回答

10 幼稚園

 講習をうけて、改めて、自分自分が、いかに楽しく子どもたちと日々向き合うか、という
ことを考えさせられました。もの事を一方的な見方ではなく、色々な方向から見ると
違った考え方ができる。「できないおかげで、できもする。」「長所は反対側の欠点に
よって支えられている。」や、「なのに」から「だから」への発想の転換、等々、なるほど
なと思うことが多々ありました。わがままは、当たり前、子どもたちのすることを、そん
な風にとらえ、笑って受け止めてあげたいものだと思います。DVDや記録を通して生の
生徒たちの声ををきけたり、具体的な実験を見せてくださり、貴重な体験となりました。
ありがとうございました。

11 保育園
一つの事でもこんなにたくさんの見方考え方があるのだということ、多方面からとらえ
ることの大切さを学ぶことができてとても良かったです。

12 幼稚園
空気に重さがある実験等々、楽しい講義でした。毎回の講義、教室の冷房をもう少し
快適な温度にしてもらえたら・・・と思いました。

13 小学校

　荒天のため，早めに到着したのですが，講義室が準備してあり感謝いたします。　以
前「たのじゅ」の事を学ぶ機会がありました。その事を思い出しながら本日も楽しく講義
を受けました。幾つかの実験を通して，教師として子どもの事や行いに対しての見方を
学び直しました。ありがとうございました。　部屋の冷房が大変ききすぎていました。次
回は，もう少し対策をとってきます。

14 小学校

    本講義を受けて，物事を一方向からでなく，多方向から見ることの大切さや，自分
の前提について問い直すことで，評価が変わってくることなどについて改めて学ぶこと
ができた。これまでの自分の指導のあり方について振り返る良い機会がもてた。楽し
い授業についての実践をDVDで見せていただいたが，もっと知りたくなる内容であっ
た。機会があれば，他の授業実践も見せていただきたいなと思った。

15 特別支援学校

　講話の内容が精選されおり，大変分かりやすかったです。ねらいが明確で，教育の
現状，学力の考え方，教職の在り方，授業実践の在り方などについて，今の自分自身
を振り返る良い機会となりました。実りの多い時間となりました。　会場の空調につい
て，本当に寒かったです。受講者のほとんどが長そで（薄手ではなく厚手のもの）を着
ていました。どうにもならない理由があると思いますが，書かせていただきます。

16 幼稚園

とても分かりやすく、実践に即した講話で興味深く受講させていただきました。物事を
色んな側面から見ることによって自分の考え方が全く変わり、子どもへの対応もより良
いものに変換させるきっかけになることがわかりました。また、先入観や、思い込みに
よっても違った理解をしていたこともわかりました。今日の講話を生かしていきたいで
す。ありがとうございました。

17 その他
ユーモアの中に、教職としてのあり方を学べる講習でした。今後の教職生活の中で生
かしていける内容となってました。

18 幼稚園

教育の主人公は子供、副主人公は教師そういう人が楽しくなれる授業は無条件にい
い。教師が無理やり導いたところで楽しくもなんともなく、教師自身が楽しむ。自信の無
さはある意味素晴らしい事もまなびました。外れる快感を私自身が味わって、楽しむ活
動をいっぱいもりこんでいきたいと思います。間違う勇気、それを楽しむ自分がいれば
子供にも生かされて行くと思い、沢山間違いながら頑張ります

19 こども園 楽しい内容の講習を開いていただきありがとうございました。

20 こども園 特にありません。
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Ｎｏ 学校種 回答

21 高校

天候が不安定の中、時間通りに開始されたが、実施されてよかったです。（日程が詰
まっていて変更が難しいので）内沢さんの話し方が優しく、人柄の良い先生であること
が分かりましたが、やや声が聞こえにくい面（マイクのボリュームのせいかも）がありま
した。（なのに）と言ったら（だから）と言い換えてみよとの発想はとても参考になりまし
た。欲を言えば、４の学習意欲逓減の法則をくい止めるにはどうしたらいいかのアドバ
イスがあったらと思いました。内田樹先生の著書で、先生方は気分よく生徒に接してく
ださいとの内容があったことを本日の授業で思い出しました。最後の（おおかみ）の詩
の穴埋めの作業は、高校生でも面白そうなのでいつか実践してみようと思いました。
楽しい講義をありがとうございました。

22 幼稚園
教師はまず自分を大切に自分が楽しむことによってより良い授業ができることをこの
講習を受けて今後のやる気につながりました。また楽しい教材がたくさん紹介されてと
ても興味深いでした。本当にありがとうございました

23 こども園 新しい知識が増えて良かったです。

24 その他
昨日は雨で気温が低かったので、クーラーが２４度に設定されていたのは、少し寒
かったです。内沢さんの講義は、とても参考になることばかりでした。自分の生活の仕
方を見直す機会になりました！これからの保育や、生活に活かしていきたいです！

25 こども園
今までの仕事の内容を改めることができました。柔軟な対応を心がけて、これからの
仕事に役立てていきたいです。大雨の中、室温が２４度設定されてるのは、とても寒
かったです。

26 保育園 寒かったです。

27 小学校
空調が効きすぎていたり,暑かったりと少し過ごしにくかった。内沢さんの講義がとても
興味深い講義で充実した１日になった。自分が楽しく過ごしながら子ども達と一緒に成
長できる人になれればなと思った。

28 こども園

受付場所、受講者数などは良かったが、冷房の設定温度が低く、寒かった。羽織るも
のも持参していたが…。教職についてというタイトルで難しい講義内容なのではと不安
があったのだが、講習内容としては、ただ聞いているだけのスタイルではなく、時々質
問されたり、手を挙げたりするスタイルで楽しかった。

29 その他

教育学部　第一講義棟で４日間講義を受講しましたが、とても寒いです。長袖、ストー
ルを使って対策をしていますが、もう少し温度を上げてもらえないでしょうか。よろしくお
願いします。　講義では今の自分に足りないことを知ることができました。内沢先生の
講義は２回目でした。１回目の講義の復習、さらに定着につながりました。自分の生き
る力を身に着けるよう、心を広く日々を過ごしていきます。ありがとうございました。

30 高校
楽しく興味・関心の持てる授業の展開をありがとうございました。今日からの自分自身
の学校生活・職務・授業に活用すべきポイント・ヒントがたくさんあり、尚、一層、楽しみ
ながら、生徒との学校生活が送れることに感謝します。

31 幼稚園

「なのに」という言葉を使うときには、必ず「こうあるはず」という前提があるから、「だか
ら」に言い換えてみて、色々な角度で考えることの大切さを学びました。物事を色々な
角度からみることにより、自分を肯定できるようになるということは、素晴らしいことだな
と思いました。又、子どもたちが興味を持ち、楽しいと思うことには、自然と皆が集ま
り、意欲がでているものなので、興味がもてる遊びや接し方ができるように、これからも
工夫して取り組んでいきたいです。
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Ｎｏ 学校種 回答

32 幼稚園

最も良かった点は、先生のお人柄の良さが溢れていて、安心して受講できた点です。
三十年前に大学で学んだ教育についての考えもだいぶ変化した面も実感しましたし、
変わらずに自分の大切にしたい教育観も再認識出来ました。教育現場では世の中の
早い変化に対応しなければならない面も確かにありますが、個々の考えをまず大切に
するという人間としての共通理解をゆっくり時間をかけて諦めずに、教育に携わる私た
ちが担っていけたらと思いましたl。

33 幼稚園
子どもたちと一緒にいかに楽しむか。自分が一番にわくわくした気持ちを大切に、想像
の羽を広げて、毎日を過ごしていきたいと思いました。ありがとうございました！

34 保育園

初めて内沢先生の講義を受講しました。初めはなんだか不思議な先生だなぁ～と思い
ましたが、だんだん先生のお話しに惹きつけられて楽しいなぁ～と感じました。またマッ
チ箱を使っての授業や先生が動かれる度に次は何が出てくるのだろう？とワクワクし
たり・・・これが、「たのしい授業なんだ！」と改めて実感しました。また「長所は反対側
の短所によって支えらている」わがままは、自分を大切にしている！という言葉が自分
の中ですごく響きました。保育園に勤めている中で「わがままな子」が「困った子」にな
り得る事もあり、そうではないんだ！と改めて思うことでした。先生の事が一つひとつ
が胸に突き刺さり、これまでの考え方を見直すよいきっかけになりました。先生がおっ
しゃられたように「自分の為に学びことは、子供の為にも繋がる」自分が楽しみながら
これからの保育を行っていきたいと思いました。ありがとうございました。

35 保育園

講習会有難うございました。受講して色々な事に対して視野が広がりました。違った角
度から見ていくと色々な物の見方がありとても楽しかったです。人それぞれの物のとら
え方、考え方があり面白かったです。「パス」なかなか言えない言葉ですがそれを使え
る講習会って素敵ですね。「なのに」っと言ったら「だから」論理の裏をつく、とても興味
深く楽しかったです。保育をする中で「～なのに」っと言いう言葉を使ってしまうので「だ
から」に変えてみたいと思います。チャイムの音色がとても綺麗で私も欲しくなりまし
た。有難うございました。

36 幼稚園
先生の楽しくテンポのある講義で一日があっという間に過ぎました。興味深い話も多
く、これからの保育に生かして行きたいと思います。

37 幼稚園
これまでと視点を変えて考えることができ、とても楽しく学ぶことができました。ありがと
うございました。

38 こども園

　講義始めからとても楽しく様々な事を学び体感できました。毎日、子ども達が楽しめ
る保育を心掛けていますが、何よりもまず私たち保育者が楽しめるということが大切だ
と改めて気付かされました。私たち自身が楽しんでいる姿を見せることで子ども達も自
然と楽しめる…当たり前のことなのに、忘れていたような気がします。そして、物事を一
つの方向からではなく様々な方向から見ることの大切さ、それが自己肯定につながり
日々の楽しい保育へつながっていくのだということも学びました。　自分の保育観だけ
でなく、人生観も変えられるほど貴重な時間でした。ありがとうございました。　今回の
講義ですべての講習が終了しました。5回すべての講習が楽しく充実した内容でした。
今まで様々な研修を受けてきましたが、こんなに楽しく満足できた講習内容は初めて
でした。鹿児島大学の生徒さん達が羨ましく感じるほどです。こども園の保護者にも聞
いてもらいたいくらい、とてもためになる楽しい内容ばかりでした。ありがとうございまし
た。

39 こども園
教師として子ども達と一緒に楽しみたいと思えるような講義内容で、私も1日楽しく学ば
せていただきました。ありがとうございました。
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Ｎｏ 学校種 回答

40 幼稚園

先生ご自身が楽しくお話をされていたことで、私も楽しい気持ちで参加することができ
ました。話をしている人（授業している人）の楽しいと思う気持ちは、聞いている子ども
達にも伝わるのだなあと思いました。子ども達の前で、自分はどのような表情をしてい
るのだろうか、どのような言動をしているのだろうかと今までのことを振り返り、見つめ
直す良い機会となりました。

41 こども園
前回の「生きる力」同様、楽しい授業でした。冷房が寒かったです。設定温度を上げて
ほしいと思いました。

42 その他 冷房がとても寒かった。

43 高校 自分自身の教職生活をふりかえる良い機会になった。今後に活かしていきたい。

44 保育園
エアコンをつけると寒く、消すと暑くて、温度調節してほしい。他は、特に問題なかった
と思います。

45 保育園

インタビュー方式で参加型の楽しい講義でした。ありがとうございました。会場は空調
がとても寒かったです。。。あと、駐車場の件は事前にメール連絡をして頂けると有り
難いです。当日、会場に着いてから大学の駐車場が使えると知りました。大雨で大変
だったので・・・。宜しくお願い致します。

46 その他

本日の講習で一番印象深かったことは、「なのに」と言ったら「だから」と言い換えてみ
るという発想の転換でした。「こうあるはず」という前提により、それに合わないことが出
てきた時に「なのに」と使ってしまう…。発想を転換して前提が正しいか？という見方が
できると、「だから」と言い換えていくことも可能になるとわかりました。発想を豊かにす
ることわざ・格言は、一方面から見るだけでなく、いろいろな見方・考え方をするための
ヒントになると感じ、大切にしていきたいと思います。実験があったり、質問に対する答
えを考えたり、他の人の意見が聞けたり、楽しい授業でした。楽しそうな講師を見てい
ると、受講側も楽しくなりました。ただ、上着を着用しても教室が寒すぎました。空調設
備が改善されたら…。

47 その他
とても楽しい講義でした。学ぶ楽しさを感じることが出来ました。この気持ちを忘れず
に、自分も楽しく教育が出来ればと思います。ありがとうございました。

48 こども園

物事を一面から判断するのではなく、いろいろ角度から見る大切さを学んだ。「○○な
のに○○、○○だから○○」は思いつくのに時間がかかったが、おもしろかった。考え
方次第であることがわかった。おかしいと決めつけないで、柔軟に子どもたちと接して
いきたいと思う。今回も楽しい講習をありがとうございました。

49 小学校 クーラーが効きすぎてとても寒く講義に集中出来ない場面があった。

50 保育園
　講義の中で楽しい授業も取り入れてあり楽しかった。子供たちに質問するときに、誘
導する形になるので、聞く側に徹したいと思った。また、機会があれば講義を受けたい
と思った。ありがとうございました。

51 こども園
学びたい意欲が高まるような授業を分かりやすく教えてもらいました。ありがとうござい
ました。

52 こども園 よい勉強になりました。ありがとうございました。

53 こども園
時々、要点など何を言いたいか分からないところがありましたが、楽しい雰囲気で受講
出来ました。

54 こども園 たくさんの楽しい話 ありがとうございました。
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Ｎｏ 学校種 回答

55 こども園
自分が楽しくないと周りも楽しくい。人はそれぞれ、色々な物の見方で考えは変わる。
など勉強になりました。

56 中学校 ありがとうございました。

57 こども園

①「たのしい授業が意欲を育てる」②「自分で必要と思えるようなことは何時でも学び
直すことができるような意欲と自信を高めるような教育をする」レジュメに記載されてい
た板倉先生の言葉です。レジュメを再度読んでみて印象に残った言葉です。私は、認
定こども園で保育教諭をしています。2歳児担当です。良い事も悪い事もいろいろな事
を吸収する時期で、大変と思う事も多々ありますが、子ども達は日々成長し、変化が
あり、大変と思う以上に楽しみの方が多く、やりがいのある職業だと思っています。日
頃、保育をする中で意欲、自信を持たせるような場面がよくあります。声かけをしたり、
一緒にやってみたり、共感したりと私たちも子ども達に学ばされる事もあります。子ども
達と一緒に楽しむ保育指導を心がけ、子ども達の意欲、自信を高められるようにして
いけたらと思います。「¨なのに¨と言ったら¨だから¨」の講義もとても楽しかったです。
「なのに」と「だから」が変わるだけで言葉の意味や感じ方がちがってくる。前向きに考
えて、日々過ごしたら更に楽しくなるかな。と思いました。今回もとても楽しい講義でし
た。ありがとうございました。

58 こども園 おもしろい話がきけました。

59 中学校
　講座の内容自体については，教職生活を振り返り改めてやる気が出たのでとても勉
強になりました。　会場が，クーラーが効きすぎて寒かったです。温度調節等なんとか
できる会場で開講してほしいと思いました。

60 その他 新鮮な気持ちで受講できた。　基本に戻り日々の仕事に役立てたい。

61 特別支援学校

これまでの教師生活を通して考えさせられる機会になりました。内沢先生の講義で得
たものを今後の教師生活で生かすことができれば思いました。ありがとうございまし
た。

62 こども園

内沢先生の三度目の講義楽しかったです。日本の成績は良くても意欲はないという現
状を聞いて悲しかったです。出会う先生でこどもたちに自信、意欲、関心はつくかもし
れない。そのためには、自分たちが楽しまなくてはならない。そんな素敵な先生になり
たいです。そうなれるようにします。今日学んだことをこれからの保育にも生かしていき
たいです。楽しみながら気づかされることが多かった講義でした。

63 幼稚園

　教職についての省察の講習を受講させてもらい、その一つ一つが考えさせられるも
のでした。　免許状の更新は、もうとうに過ぎていましたが、今回更新しないと来年度
認定子ども園での仕事にはつけない時期になりました。　　現在60歳。迷いながらもこ
の年で見えてくるものも少しはあるのではないかと思い、子どもたちのそばにいさせて
もらえることに感謝しながら過ごしています。　板倉先生のお名前も考え方も初めて知
りました。　　思い悩んだときは、今回の講座、そして板倉先生の発想を豊かにする、こ
とわざ、格言をまた読み返したりして、少しでも元気な私で子どもたちと過ごしたいと思
います。　「なのに」と言ったら「だから」の考え方にも元気をもらいました。　受講させて
いただき、本当にありがとうございました。

64 幼稚園
講習はわかりやすく、また楽しく受講することができたのですが、会場の空調温度が低
く、かなり寒かったため、もう少し温度を上げていただくか、空調を弱めて欲しいです。

65 幼稚園

とても興味深い講義内容でした。長時間の講義でありましたが、時間を感じさせない楽
しくなる講義でした。発想を豊かにすることわざ、格言はとても良い格言でした。家に
帰って、壁に貼って毎日のように見ています。なのにと言ったら、だからの楽しい講義
内容は、なるほどと改めて思う事ができる内容でした。今後の、保育に是非とも役立て
たいと思いました。長時間の本当にありがとうございました。
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66 高校
講義室の冷房の設定温度が低すぎました。省エネと書いてあるにも関わらず、ほとん
どの方が寒くなるほどの温度に設定されており、矛盾を感じました。先生の声が後ろま
で届かないことがあり、聞きづらいことがありました。

67 高校

とても勉強になりました。教員として年数を経るごとに，もちろん専門性などは高まると
は思いますが，だんだん自分の方法や価値観に凝り固まってくるような不安も抱えて
いたので，新しい視点を得られた気がして爽快な気持ちで講習を終えました。（ただ，
傘を盗られてしまったのが残念でした…。これもまた勉強になりました。自分で管理す
るべきでした。）

68 幼稚園
〇〇なのに〇〇。〇〇だから〇〇。という言葉がすごく印象に残っており、言い方一つ
でこんなに変わるものかと勉強になりました。これからの保育、教育に役立てられるよ
うにしていきたいと思います。ぁりがとうござました。

69 小学校
講師の話術に引き込まれる楽しい講義を受けることができた。また，小学校教員とし
て，授業の中で子ども達へ向けて指導に生かしていける話題もあり，とてもためになっ
た。

70 高校
学力は高いが，関心･意欲は低いことがわかりまた，「なのに」と言ったら「だから」と言
い換えることで，新しい側面が見えてくることを再確認できた。大変ためになる講習
だった。

71 こども園
楽しい講習でした。内沢さんもレジメや資料だけでなく、色んな物を準備していて、退屈
しないよう工夫されていると感じました。お疲れ様でした、ありがとうございました。

72 幼稚園

楽しい授業がどのようなものか、子どもの立場になって体験しているようで楽しかった
です。時計の文字盤だけ表記がⅣではないのはなぜなのか、すごく気になって調べま
した。授業時間だけにとどまらず、授業の中で出てきた疑問点をもっと知りたい、学び
たいと思うことが学習意欲を高めることにつながるのかなと感じました。そして、大人な
のに知らないこと、わからないこと、そうだと思い込んで見えていなかったことが多いこ
とに気づきました。ありがとうございました。（講義の進行スピードがゆっくりに感じまし
た。私がせっかちすぎるのか…もっと多くのことを学びたかったです。）

73 小学校

前日の内容がとてもよかったので、期待を込め、また鹿児島大学に立ち入れることに
喜びを感じながらの受講でした。終日楽しく、興味深い内容だったので、一日があっと
いう間に終わりました。今後の教職生活にいかしていきます。ありがとうございました。
今週末は、また別の講習でお世話になります。また楽しみにして向かいます。よろしく
お願いします。

74 こども園
仕事でも私生活でも生かせることができるとても良い授業でした。ありがとうございまし
た。 会場はクーラーがきいてとても寒かったです。

75 高校
講義内容とても勉強になりました。音響のせいか多少聞き取りづらいこともありまし
た。教室内の空調が集中管理されていることもあり、肌寒かったです。

76 特別支援学校
　私が小学生や中学生だったころ，授業中に教科書に書いていないことを教えてくれ
た先生たちがいました。それは今でも覚えています。　今日はありがとうございました。

77 小学校
とても勉強になる、新たな気持ちで教職を楽しんでいこうと思える有意義な講義でし
た。ただ、冷房が寒すぎて、つけたり消したりしていたので、もう少し温度を高く設定し
ていただきたいです。
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78 中学校
今後の教育活動の参考になる学習が出来ました。演習や活動があり、講習に集中し
て取り組むことが出来ました。しかし、会場のエアコンが集中管理ということで、調節が
できず、つけると寒く、つけないと暑いので集中出来ない場面がありました。

79 その他
冷房の設定温度が２４℃で、調整が出来なかったようですが、寒すぎました。（天候に
もよるとは思いますが）

80 こども園 とても楽しい授業でした。また、とても勉強になりました。空調が、すこし寒かったです。

81 こども園
楽しく講義に参加できた。会場が寒かったのでもう少し高めに温度設定してもらえたら
助かりました。

82 保育園 楽しく学べる講習をしていただき あっと言う間の一日でした。ありがとうございました。

83 高校
受講した教室の空調が効きすぎていたので，もう少し柔軟に温度調整できるようであ
るとありがたかった。講義そのものは，分かりやすかった。

84 その他
シラバスの留意点に記載されていた通り空調が寒くて上着が必要だった。本日は天候
も悪く、気温もさほど高くなかったからかもしれないが上着を着ていてもそれでも寒く感
じた。

85 高校

本日が初めての講習であったため、緊張していましたが、内沢先生の導入で緊張がほ
ぐれました。黒板に「子供たちをどう育てるか、どう導くかなんて考えないで、いっしょに
暮らせばいいんだ」という文章が目に飛び込んできました。今までどう教え育て、導くか
を考えて工夫してきたつもりでしたが、先生の講義を受ける中で、すぐには変わらない
かもしれませんが、少しずつ意識改革を行い、教職人生を楽しみ、生徒とともに学んで
いけたらと思えるようになりました。また、「学力向上」＝「成績重視」ではない。楽し授
業こそが学習の意欲を育てるという意識を持って、授業を工夫できたらと思います。

86 こども園
楽し授というほどあり、とても面白くためになりました！少し空調が寒かったですが、ま
た受けたいと思いました。ありがとうございました。

87 こども園

・以前も違う科目を受けたが、やはり内沢さんの講義は面白かった。教育者とはこうあ
るべきだという概念を崩すことができ、園児へのかかわり方を改めようと思うきっかけ
となった。学校、教職員嫌いの子どもたちもこういった考えの先生に出会えれば意識
が変わるのではないかと個人的に思った。◎エアコンの効きが良すぎて上着を羽織っ
ていても寒かった

88 高校
楽しい講義ありがとうございました。講義だけでなく、実験や実体験による話等があり
充実してました。教師の見方や考え方によって子供達に大きな影響を与えることがわ
かりましたので、現場にもどって、今回学んだ事を実践していきたいと思います。

89 小学校
講習内容はよかったが，講師の声が多少聞き取りにかった。エアコンの設定温度が低
かったので、高くしてほしい。上着を着ても寒く感じることがあった。

90 こども園
発想を豊かにすることわざを参考にしながら、肩軽く生きていければ、これからの幼児
教育、人生観も、豊かに楽しく生きていけるような、気がします。楽しい講習ありがとう
ございました。
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91 幼稚園

とても面白い講義でした。マッチ箱の実験やDVDも興味深く、不思議で面白かったで
す。私は、一方向からしか物事を見れない癖があります。そのことが自分自身の首を
絞めてる事も自覚してます。基本、考えすぎです。内沢さんのお話を聞いて、多角面か
ら見る事は、自己肯定にもなるんだなと思い、気持ちも楽になりました。あとは、やっぱ
り部屋が寒いです。席にもよると思うんですが、上着を着ても直接風が当たるので寒
いです。冷房を時間で着けたり消したりして調整してほしいです。

92 高校
早速学んだことを授業に取り入れさせていただきました。楽しく授業を行えるようこれ
からも取り組んでいきたい。

93 こども園
内沢さんの講義は楽しみながら考えて答えられる講義でした。このような工夫を私も今
後の保育に生かしていきたいです。

94 こども園

「なのに」と言ったら「だから」とはどういう事なのか受講するまでなんのことなのだろう
かとずっと気になっていました。受講してみてなるほどと思い、今までの自分の物事の
考え方や園の子どもたちの姿の捉え方などいろいろな面から見てみる必要があると思
いました。実験や、興味の持てるお話であっと言う間の1日でした。

95 こども園

子ども達と１日、一週間どう楽しく過ごすか考える。と言われたときに子ども達のいきい
きした表情を意識しながら保育をしていた時を思い出して、初心の気持ちを思い返して
いた。これからの保育に出来る限りいかしていき、子ども達と楽しみながら過ごしてい
きたい。

96 幼稚園

「なのに」と言って最初から決めつけて相手に不快な思いをさせたり自分でもネガティ
ブになっていたことがあったと思います。これから先、壁にぶつかったときに「だから」
よ物事を置き換えて考え直し前向きな人生が過ごせるようにしたいと思いました。本当
に元気を頂けた講義でした。

97 保育園

「なのに」と言ったら「だから」と、今まで考えたことがなかったのですが、その背後には
こうあるはずだという「前提」があることに改めてきづき、今回の講習で、他にもたくさん
の事に気づき、学ぶことができました。今後の保育にも役立てていきたいと思います。
ありがとうございました。

98 こども園

考え方が豊かになる講習でとても、貴重な時間でした。自分で考え、自分で導き出す、
興味・関心・自信を大切にすること。楽しい授業が意欲を育てるということで、実際に講
習の中でも、実験をしてみたり、講習者の興味を引くような、仕掛けや話し方、教材等
あり、勉強になりました。今回、得たものを保育教諭の仕事に活かせるよう努力したい
と思います。

99 その他
実践的なことも含めての講義だったので、楽しく受講することができました。また子ども
たちにとって楽しい授業を展開していけるように日々学んでいきたいと思います。あり
がとうございました。

100 その他

　子どもたちの学習意欲を高めることの重要性を感じた講習だった。教える側の視点
ばかりを押し付けるのではなく、決まった答えではない、様々な意見を引き出す力が求
められることも大事だと感じた。まずは、自分が楽しむこと。　視点を変えることに関し
て、深いと感じたのは『「なのに」と言ったら「だから」』。固定観念や概念をひっくり返す
ような内容に新しい発見があった。物事の捉え方について改めて見つめ直そうと感じ
た。
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101 小学校

「～なのに」を「～だから」という言葉を使って，言い方を変えるだけで様々な考え方が
できることを知った。見方や考え方を少し変えることで，物事を前向きにとらえることが
できることを学ぶことができた。この考え方はこれからの教員生活で生かしていきたい
と思う。

102 小学校

　教師になって30年以上になりますが，今回の講義で忘れかけていたものを思い出さ
せてもらった気がします。教師自身が教職を楽しむ　子どもと一緒に気持ちよく過ごす
見方や発想の転換をする　子どもが興味・関心をもつ教材を準備する　など明日から
の学校生活に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。

103 保育園
本日は、大変、勉強になる講義をありがとうございました。子どもたちの意欲を伸ばし、
自信につなげていきたいと思います。今までの保育を見直し、わくわくする楽しい活動
を取り組む事ができるように今後の活動に生かしていきたいと思います。

104 小学校
教師として，まずは自分が楽しんでいる姿を見せることで，子どもに「この世の中は楽
しいところだよ」という教えてきたいです。ともに伸び続ける教師でありたいです。

105 小学校

　本講習では，もっと学力検査について深く分析されるのか，と思っていたのだが，そう
ではなかったところが自分の思いとちがっていた。だが，面白い視点からの切り口で，
講習自体は楽しかった。「なのに」と「だから」というのは，考えさせられた。何気なく普
段使っている言葉だが，そういうような見方もあるのかと…。これから，いろいろな事案
にぶつかる度に，自分の思い込みではないか，と振り返ることができそうだ。また，子
ども達に一方的に自分の考えを押しつけてしまってはいないか，と踏みとどまれそうで
ある。　空気の重さの映画？はなかなか面白かった。何気にまわりにある空気だが，
重さをはかる，ということに対して子ども達はこれまでに学習したことを使って考えてい
けるのだはないか，と考える。　当日は，前日からの大雨で，公共交通機関ということ
であったが，遅延していて難しい面があった。そのあたりを少し考慮してほしかった。前
日は，車の乗り入れ可能という連絡があったようだが，この日もそういう配慮があって
もよかったのでは？午後から回復すると見込んでの事だろうが，その日の朝大雨の
中，講習に向かった。また，工学部前かで電車を降りたのだが，そこから教育学部へ
向かう途中の歩道に大きな水たまりがあり，それは帰りも残っていた。通りにくいの
で，補修をお願いしたい。

106 小学校 楽しく学ばさせていただきました。ありがとうございました。

107 小学校
見方を変えて、前向きに楽しく過ごそうと思いました。エアコンの温度設定が低いと思
います。

108 保育園

・講義内容がとても分かりやすく、楽しく講義に参加できました。・講義内容も科学的な
物があり、人それぞれの考え、思いを聞く機会もあり、とても興味深い時間でした。・
色々な角度から物事を考える大切さを学べて良かったです。今回学んだ事を現場でも
生かしていきたいと思います。

109 その他

6月の選択「生きる力を育む～」から2回目の内沢先生の講義を受講させていただきま
した。1回目同様に見方を変えることの大切さを改めて考えさせられる講義で有意義な
内容でした。「～なのに」を「～だから」という風に見方を変えるだけで,今までの自分の
固定観念を変えて物事を見ることができると思うことができました。また,実験などの内
容を通して,子供たちに色々なことを予想させて取り組ませることで,主体性が生まれ,対
話や深い学びに繋がることを改めて学ばせてもらい,これからの教育に活かしていきた
いと思いました。今回は1日での受講でしたが,相変わらず,場を和ます会話力があり楽
しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。 環境面について,エアコ
ンの温度調整をどうにかできるようになるともっと快適な環境になるかもしれないな思
いました。
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110 その他
講師の先生の話も良かったが，実践例を実際にやってみたり他の人の意見を聞くこと
ができてとても良かった。

111 高校
 今までの振り返りとしては十分に参考になりました。また、考え方や自分自身の受け
取り方、教職としてのあり方について大変考えさせられるものがありました。

112 小学校

講習内容はとてもよかったです。また受けたいくらいです。大学の駐車場が臨時に開
いていたらしいのですが、問い合せされた方にしかその情報がいっていなかったのは
とても残念です。前日が大雨のために駐車場を解放していたので、この日も大雨のた
め解放されるかもと思い、駐車場の前で少し待っていたのですが。その後の問い合わ
せで、解放されたみたいですね。前日はちゃんとメールでお知らせが来たので、メール
が来ないということは解放されないんだと思っていましたが、問い合わせた人しかその
情報がいっていないというのは、なんだかしっくりこないです。

113 その他 大変有意義な時間を過ごさせていただきました。ありがとうござます。

114 保育園

　教職についての省察の講習を受けさせて頂き、様々な視点から物事を考えることの
大切さや、実際にこんな授業が面白いというのを映像を通して深く知ることができまし
た。現代の子どもたちにとって「授業に対する意欲」「自分に自信を持つ」ことなどが重
視され求められている部分でもあると学びました。現場で働く上で私自身も子どもたち
のために意識して子どもたちに対する対応や自分が学びを提供する際の質、一緒に
どれだけ楽しめるかなどを大切にし日々努力したいと思いました。また内沢さんの講
習を受けてみたいと思いました。楽しかったです。ありがとうございました。

115 小学校 特になし

116 中学校

　大学生のときに受講した「たの授」がとても楽しかったので，この講座を受講した。何
度も，「何でだろう？次どうなるかな？」とわくわくしながら講義をきくことができた。子ど
も達に教えるという考え方ではなく，一緒に作っていくという大切さを再認識できる機会
になり，とても良かった。

117 その他
「子どもたちをどう育てるか　どう導くかなんて考えないで　いっしょに暮せばいいんだ」
という言葉が特に印象に残っています。教師という職業について改めて考える機会を
いただきました。ありがとうございました。

118 小学校

　子どもの意欲・関心を高めるためには，楽しい授業を行うことが大切だと改めて感じ
ました。できないことばかりに目を向けず，できるようになったことに目を向け，子ども
のやる気や自己肯定感を高められるような授業づくり・学級づくりに励んでいきたいと
思います。ありがとうございました。

11 / 11 ページ


