
11066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：　11066
科目名：     【選択】「生きる力」を育むこれからの学校教育
開設日：　　 平成30年7月14日～平成30年7月15日

幼稚園 26 15.9%
こども園 51 31.1%
保育園 17 10.4%
小学校 12 7.3%
中学校 8 4.9%
高校 21 12.8%
特別支援学校 5 3.0%
その他 24 14.6%

Ｎｏ 学校種 回答

1 中学校
 　今後の教員としてのどう指導生徒するのではなく，一緒に暮らしていくという考えで
やっていこうと思うようになりました。紹介された本など「ツンドク」していきたいと思いま
す。

2 小学校

　講義の構成をいろいろ工夫されていたので、（内沢さんは、工夫したのではなく、自
然体で進められたのでしょうけど）あっという間の２日間でした。日常の学校現場で、や
もすると忘れがちなことを思い起こさせて下さいました。特に、「子どものために」では
なく「子どもの立場で」ということや、教員自身が教師生活、授業そのものを楽しんでい
るかということ、「したくないことはしない、させない」ということなどです。よくよく考える
と、当たり前のことですが、やはり「子どもを変えよう」と思い込んでしまっている自分を
再認識しました。また、「人を変えることは恐ろしいこと」という意味も、納得しました。
ありがとうございました。

3 こども園

内沢さんの楽しい授業を受けて、明日からの保育も工夫次第で楽しくできる事を学べ
た。また、実験やいろんなおもちゃを実際に使って、自分自身も十分に楽しめ学べて、
これからも子ども達と一緒に、笑顔で過ごせるよう努めていきたいと思います。　最後
に、これからもこの様な講習を、是非続けて頂けれと思います。これを糧に保育を楽し
みたいです。二日間どうもありがとうございました。

4 こども園

過去でもなく、未来でもない。今、現在を生きること。ありのままの自分を受け入れて、
自分自身に素直になること。この二日間、自分を見直すことができました。これから、
もっと自分を大事に、子供たちを大事に、そして、明るく、楽しく過ごしたいと思います。
この二日間、楽しい授業をありがとうございました。

5 中学校

　「生徒の立場で」物事を見つめ，考え，行動すること…，改めてその大切さを学んだと
思います。講義では，私たちに楽しく講義内容を伝えようと教材の工夫，不思議の大
切さを強調していたと思います。また，知覧中のいじめの事例を通して，命の大切さを
学ぶことができました。　今回の講義を踏まえて，今後の生徒ととかかわり方に活かし
ていきたいと思います。　ありがとうございました。

6 こども園
2日間 楽しい講習をありがとうございました。いろいろな小道具や写真でとても興味深
い、面白い時間でした。

7 こども園 すごく勉強になりました。自分の子どもの為にもいいお話が聞けました。

8 こども園
受講前は気が重かったが、受講してよかったと思った。人それぞれ考え方が違うこと
が講義のなかで実証され、とてもおもしろかった。
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Ｎｏ 学校種 回答

9 その他

2日間という期間だったが今の教育現場が抱える問題、私自信が知りたかった事が解
決出来た。内沢先生の考え方という前置きではあったが共感出来た。自分に起こるこ
とは、どちらを選んでも一生懸命取り組む。自分を大事にする。過去を振り返らず、未
来も心配せず、今現在を大事にする。明日からの生活の取り組みがぶれずに前へ進
めそうです。休憩時間も読書をしたり遊具を作ったりで有意義な時間でした。竹とんぼ
はレベルがあがりました。光の実験も子供に戻ったみたいにワクワクしてしまいまし
た。資料等、たくさんの準備大変だった事でしょう。この講習会に参加できて本当に良
かったです。

10 こども園

プラトンボ作り、紙ブ-メラン、コロコロリング等、楽しい遊びも沢山教えていただき、久
しぶりに楽しかったでした。一番良かったのは、やはり私でも簡単で上手に作れたこと
です。講義内容も、とても分かりやすかったです。二日間で沢山の、良いアドバイスを
いただいたので自分なりにまとめてみようと思います。二日間、本当にありがとうござ
いました。

11 幼稚園
「ありのまま」を受け入れて行こうと思いました。まだまだは、しんどいです。知足、これ
を重ねることで次が産まれる。物凄く小さな事も満足していこうと思いました。内沢さん
の講義楽しかったです。有難うございました。

12 幼稚園

思い込みや決めつけといった先入観によって子どもたちを一つの方向から見るのでは
なく様々な方向から見守ることが大切なのではと考えさせられました。ダメな自分を認
めること，ありのままの姿を認めながら今後の生活を送れたらと考えを切り替える努力
をしていきたいです。

13 こども園

2日間、大変貴重な時間をありがとうございました。講義の途中。途中で取り入れられ
ていた  実験。全く知らない方々ばかりですが  この2日間で  親近感が湧いて と言い
ますか、  皆さんが  たっちゃんさんの虜になり、  沢山のお話を  実験を。  遊びをもっ
と もっと学びたいと  心から 感じる2日間 でした。そして、 わが子にも  内沢さんのよう
な  講師との出会いがあったらなぁとか。  自分自身の 今までを振り返り  もっと早くに
出会いたかったと思える 時でした。。過去を振り返らない。  未来のことより  今！！
今日という日を 大切に。悔いなく  過ごしていきたいと想います。内沢さんに学んだ 実
験や、  クルクルリング     工作保育園でも 実践してみます、そして、 ものの捉え方
人と人との繋がり 接し方。こどもとの触れ合い  保護者との。 コミュニケーション  我が
子との向き合い方など。。改めて見直して行きたいと 感じてます。2日間 本当にありが
とうございました。お身体にお気をつけて。これからも  沢山の方々の心に 残る 素敵
な  たっちゃん さんで いてください

14 こども園

今まで」講習を受けた中で一番興味深く集中して受講することができました．自分の今
までの教育の固定観念を見直し子どもの意欲と自信を育てる教育の在り方を学ぶ事
ができました．楽しい事業の導入,実践では、好奇心や興味を子ども達に持たせてあげ
られる物ばかりで真似して真なっmでいきたいと思います。講話では、ありのままの自
分や子どもを認め子どものためではなく子ども達と気持ちよく過ごし教育を楽しむこと
が大切だという事を学べ良かったです。

15 幼稚園
　とても楽しい講習だった。　教員としてだけでなく保護者の立場で学ぶことも多く、とて
も励まされた。　大学生の頃学んだ時よりも、今いろいろ経験を積んだ今だからこそ、
とても響くものがあった。　ありがとうございました。

16 幼稚園
二日間の講習とっても楽しく、勉強になるものでした。いろんな事を色々な見方で見て
いく事大事だなぁと感じました。  これからの生活、講習で勉強したことを思い出しなが
ら毎日を過ごして行こうと思います。 たくさんの小道具とっても楽しいでした。
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Ｎｏ 学校種 回答

17 高校
大変楽しい授業でした。二日間は長いかなと思っておりましたが、あっという間でした。
私も楽しい授業を心掛けたいと感じております。

18 その他
今回の講義は実践的な内容で、現場でもすぐに役に立ちそうな内容だったのでとても
役に立ちました。今回習った遊びを、園でも他の先生たちとも共有して早速使いたいと
思います。ありがとうございました。

19 その他

身近な身の回りにあるものが子供たちにとってすべて「遊び」につながることを学びま
した。最近は知育教材や高価な教材が良いみたいな風潮がありますが、決してそうで
なはいことを改めて学べた気がします。自分自身も「遊び」から色々なことが学べるこ
とを実感しました。

20 その他

生きる力についての観念が、意識改革した２日間でした。○○すべきではなく、あるが
まま、ありのままでいいという、自己肯定感を高められる学びが多くありました。足る知
り、小さな満足を積み重ね幸福感をまず自分から味わい、そしてまわりも幸せにしたい
と思います。笑う門には、福来る。楽しい授業もたくさん見せていただきました。ありが
とうございます。

21 その他

２日間にわたって，楽しい講習を受けることができました。たくさんの教具と言えばよい
のか分かりませんが，学校に戻ったときにすぐに子どもたちに反映できるようなものを
たくさん教えて頂き，私自身も童心にかえって楽しむことができました。ありがとうござ
いました。また，２日目もちょうど会場に向かう時間帯が大雨で，どうしようかと思いま
したが，臨機応変に駐車場を開放していただきとてもたすかりました。こういった処置
はとても親切で，ありがたかったです。ありがとうございました。

22 こども園

二日間の講義、ありがとうございました。以前、免許状更新講習とは別の場で、内沢さ
んの講習を聞く機会があったのですが、その時に聞いた話を掘り下げてじっくりと聞く
ことができ、良かったです。また、話の途中で小道具がでてきたり、簡単に作れる玩具
(工作)を教えてくれたりしたところもよかったです。

23 保育園

 仕事で失敗やミスをする度に落ち込み、できない自分に自信を失ったり腹が立ったり
しています。でも、この2日間の講習で、自分のありのままを認める、長所は欠点に
よって支えられているというお話に肩の力がフッと抜けたような気がしました。ミスして
もいいんだ。責めることはない。そう思って仕事をしたら、どんどん自信が湧いてくる気
がします。保育者として参加しましたが、一人の人間として心に響く講習でした。本当
にありがとうございました。

24 幼稚園

2日間の講義、実験を交えた楽しい授業とても楽しい時間を過ごす事が出来ました。ま
たいじめの問題や自分を認める事の大切さを感じ、改めて考えさせられる事がありま
した。また、他の先生方の良いアィディアや保育など真似出来る事はたくさん学んでい
きたいと思います。ありがとうございました。

25 こども園

内沢さんの講義楽しかったですさっそくタケトンボ  ブーメラン  ネコ作り遊んでみました
ブーメランはちゃんと返ってくるので感激でした この歳まで 月日を重ねると 良い事ば
かりではない苦難を乗り越えねばならない事の方が多い様に思います 10代 20代の
時にその苦難を乗り越える力をまなべる機会に出会えるか否かそれには大人が「しな
い」という事  私の中の反省です  きづかせてもらいました 自信はその人の物の見方
考え方からだと思いますが さらに孤独に強い人間こそが 今を楽しく 自立して生きて
ゆけるのではないかと思います  一人でも人生は面白い！内沢さんへの感謝と共に
これからの末長いご健康を心より願っております

3 / 21 ページ



11066自由記述

Ｎｏ 学校種 回答

26 こども園
2日とも、興味のある内容や道具の紹介など、とても工夫がなされていた。とにかく講
師がとても面白かったです。

27 こども園

大変有意義な時間をいただきました。コロコロリング・皿まわし・マッチ箱の実験など身
近なものを使って人間の感覚の頼りなさ素晴らしさを痛感し意欲や自信を持って「生き
る力」育む教育の有り方を学ぶことが出来ました。一つ一つ私達に一生懸命教えて下
さる姿に頭が下がります。「ありのまま」「そのまま」を受け入れ、私たちの意見も大事
にしてくださる方でうれしいでした。勉強したことをこれからに活かしたいと思います。
楽しくためになる講習をありがとうございました。

28 こども園

楽しい話に加えていろいろな実験も交えての講義だったので、飽きることなく充実した
２日間を過ごすことができました。これからも、このような講習を続けていってほしいで
す。保育だけでなく、これからの育児や生活にも役立てていこうと思います。本当にあ
りがとうございました。

29 こども園

今回の講習では、今まで自分が持っていた考え方とは違う新しい考え方を学びまし
た。ですが、簡単には変えられずあとから「そうだった・・・」と思うことが多いです。少し
ずつでも実践していきたいです。虫眼鏡の実験を帰ってから子どもとクイズしてみまし
た。不思議なことや、自分の考えと違うと「なんでなんで」とみんなで楽しみました。楽し
い経験ができて嬉しかったです。ありがとうございました。

30 こども園

内沢さん2日間ありがとうございました。生きる力とは、人間関係を、うまくやることもの
ごとは、いろいろな見方、考え方ができ、自信を持って、自分の人生を生きると言う事
が、わかりました。楽しい実験、製作物など、たっちゃんの講義、為になることばかりで
した。本当にありがとうございました。そして、お疲れ様でした。

31 幼稚園

 初めて聞く内容ばかりで、2日ともとても興味深く受けることができました。講習内容だ
けでなく、時に脱線するお話もとてもおもしろかったです。子どもたちと接するときだけ
でなく、日々の生活にもつながるいいお話がたくさんでした。この科目を選択してよ
かったです。

32 高校

達先生の様々な教材用具に驚き、そこから生み出される教育理念に感動をし、講義内
容がとても充実するものであった。地域が南さつまなので、命を絶った知覧中学校の
生徒の話を聞いた際に、報道外の真実と達先生の関わり方に改めて学ぶことがあり
感動した。教職は感動も多いが、生徒達の悩みにも直接関わるので、未然にサインを
逃さず命を守ることが最優先されると認識した。２日間の講義、本当にありがとうござ
いました。

33 こども園

ツンドクのすすめは私にとって衝撃的でした！私はなかなか本を買い出せずにいま
す。それはやはり、買っても今しっかり読み終えるかな？とか今は忙しいからなぁ～と
本を前にスルー。でもそうじゃなくていいんですね！とりあえず買って、読みたくなった
時に読む！少しずつ読んでみる！主婦になると少々自分の為にお金を遣う事をため
らってしまいますが、もう少し自分の為に投資し、幼稚園教諭としても母親としても、も
う一回り成長した自分になりたいと思えました。話は全く変わりますが、内沢さんの声
が山下達郎さんの声に似ていて、授業受けていて癒されました！ありがとうございまし
た。

34 高校 ２日間のうちの１日目でしたが、大変勉強になりました。ありがとうございました。
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Ｎｏ 学校種 回答

35 こども園

　内沢さんの楽しい授業を実践して下さり、20代から60代の先生達が大笑いする姿、
驚かれる、感動する姿を見て、凄いと思いました。　その為には、事前の準備、体を動
かしたりと大変な事もあります。　でも、楽しい授業は時間をかけてやるだけに頭にも
心にも残っていく。こんな授業を受けた子ども達は、きっと伸びていくと感じました。　学
んだ事を即、明日からの保育に生かしていこうと思います。　ありがとうございました。

36 こども園

二日間に渡る講義を受講させていただき、ありがとうございました。評判道り色々な道
具を使用しての楽しい授業に時に笑い、質問に回答しようと必死に考えている自分に”
この講義を選択して本当に良かった！”と思えました。いじめの事例では涙することも
ありましたが内沢さんの言われるように「自分で命を守る選択」がこれからの子どもた
ちと接する上で非常に意味を持ったことになり得るのだと思いました。内沢さんの以前
の生徒さんのように、興味深くそして楽しみながら授業を受けたことは記憶の中に残っ
ていくと思います。楽しい講義ありがとうございました。

37 保育園

　2日間による講習、ありがとうございました。今回の講習は教育者として、またに人と
して考えさせられることが多い研修でした。発想の転換、物の考え方、一面ではない考
え方ができると、自分や他人を肯定的にみることができるようになることを学びました。
いじめの問題では、問題に立ち向かうことだけが良いとさせてきた今までが、行き場を
失わせてしまっていたこと、逃げることを、恥だと思わない発想の転換を、我々教育者
が早急にしなければならない意識の改革だと痛感しました。「善意が子供を苦しめる」
と、いう言葉にもドキッとさせられました。「̃為に」ではなく、相手の立場になって考え
る。似ているようで、まったく違うということ、これからこのことを心の中において、保育
にあたりたいとおもいます。

38 保育園

生きる力を育むこれからの学校教育を受講して、一番心に残ったことは不登校いじめ
の問題だった。学校は楽しい時はいいが、行きたくない時には行かなくてもいい休めば
いいとありました。始めはえっ？行かなくてもいいのと思ったがよくお話を聞くと納得し
た。私も小学校の時にいじめにあって毎日苦しい思いをして学校に行きなさいと両親
から言われていたので、今ならこんなに苦しまなくても良かったのかなと思った。また
内沢さんがならではの楽しい授業を受けることができこれからの保育に生かしていこう
と思った。

39 幼稚園

好きな格言や言葉があります。その中でも、「押してもだめなら、引いてみるそれでもだ
めなら、回すんだ」「いい加減は、よい加減」最高の格言です。今の私は、すべてにお
いて力が入り過ぎて、壊れかけてたように思います。この言葉一つ一つが、一番のエ
ネルギーなりました。また、娘さんのお話も内沢さんらしい子育てで、とても共感を持て
ました。楽しい講義を有り難うございました。

40 幼稚園

講習を受ける前は、不安もありましたが、楽しく興味深いものでした。講義の内容、広
い視野、人間の命を守ることに繋がるのだと解釈しました。いじめの問題では一番大
切な命を守るためにも子どもたちの生きていく力を養っていくことが重要だと感じまし
た。『保育教諭自信が自分のそのままを認められるか？自分を認めることができない
と他人を認められるわけがない、自分自身だってどうにもならないのに子どもを思い通
りに動かせるはずがない』という話に感銘を受けました。２日間勉強した事を、これから
の保育教諭生活に生かして行きたいと思います。ありがとうございました。
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Ｎｏ 学校種 回答

41 保育園

今回の講義は自分が勇気づけられる言葉をたくさん頂き、元気になる講習内容でし
た。子どもとはいえ、自分の意思をもった生身の人間とのやりとり。子どものためにと
思いながら頑張ろうとおもったのは自分の思いや考えを相手に押し付けているだけ。
はっと気づかされ、ためにではなく、立場で考えようというのは雰囲気的に似ているよ
うで、全く違うなあと思いました。「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、一緒に暮らせばいい」という言葉は上から目線ではなくて一緒の視点で物事を
考えられ、これからの保育の自分の信念にしていこうと思いました。色んな小道具も出
てきて、自分もいろんなことに興味を持ち、自分の心を豊かにしたいと思いました。本
当にありがとうございました。

42 高校 ２日間，ありがとうございました。資料や映像が多く，視覚的にわかりやすかったです。

43 その他
たくさんの教材を使い、面白いだけでなく、理論を分かりやすく教えていただきました。
教員として子どものために役立てられそうなこともありましたが、自分にとってためにな
る格言がたくさんありました。ありがとうございました。

44 その他

講義を受け、今までの自分を振り返ると固定概念にとらわれた見方・考え方だったよう
に思います。一面的でなくいろいろな見方・考え方に気づかされ、また、その楽しさを知
ることができました。2日間を通して、楽しい授業を体験的に学ぶことができました。現
在は教職の道を離れていますが、子どもたちの立場になってありのままを受け入れ一
緒に楽しめる教師になりたい、このような楽しい保育をしてみたいと思いました。そし
て、また教職の世界へ戻りたくなりました。今回、内田さんの講義を受けさせていただ
き本当に良かったです。ありがとうございました。

45 こども園

たくさんの資料やいろいろな本、おもちゃの紹介など良かったです。話しを聞くだけでな
く、おもちゃを作ったり実験をして、意見を出し合ったり考えたり、興味深く楽しめまし
た。これからも、発想を豊かにする、ことわざや格言を思い出し、いつも笑顔でにこにこ
仕事を楽しみたいです。二日間ありがとうございました。

46 高校
様々な工夫をしていただいて，感謝申し上げます。自分自身の今後の糧となる大変有
意義なものでした。ありがとうございました。

47 その他

先生が、小道具を準備して下さったり、実験を通して分かりやすく講義をして下さったこ
とで、学びの多い免許更新講習となった。楽しい授業をするために、どのようにすれば
いいか、物の見方や考え方でも全く違うことを学ぶことができた。久しぶりの学ぶ機会
だったが2日間、とても分かりやすく楽しい授業を受けることができ、良かった。今後へ
生かしていけたらと思う。
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48 その他

　今回、この講義を受講するご縁をいただいて本当に良かったと感謝している。「もう一
度、教職に就きたいと思い、免許更新に臨んだが　いざ講習を受けに行くと、周りには
現役で立派に先生をされているであろう方々ばかりで　私のように十数年も他の仕事
をして復帰するなんて無謀なのではと　ちょうど思い始めていた折だった。　この講義
で「ダメな自分」もかけがえのない自分なんだと認めてあげるともう「ダメ」じゃないんだ
ということを知り、自分自身がいとおしく、気持ちが軽く楽になった。そして、こんな私だ
からこそ、どの子かの　誰かの役に立つのではないかと思えた。ダメだと感じているの
も過去の失敗が原因だったりするのだが　「取り戻せない過去も　まだ来ていない未来
も思い悩んでも仕方がない、いまを生きることが大切だ。」という言葉が心に響いた。
また、いじめによる不登校も　「逃げることは悪いことではない、むしろ自分の身を守る
ために逃げるのは当たり前である。」この考え方にとても共感した。　　我が子も中学
時代いじめにあっていたようだが　私は全く気付いてあげられなかった。子供が高校生
になってから、「ぼくは死のうと思ったことがある。」と告白され、驚き後悔し悲しい気持
ちになった。思い起こせば　当時、いじめにあっていたのは知らなかったが　学校を休
みたいと言われたことがあった。そのころ、「行きたくないなら、休みなさい。」と言って
あげられたら、どんなに子供にとって救いになっただろうと思う。いじめは　決して他人
事ではないし特別なことでもない。そして親も先生も気づかないことが多いんだと再認
識した、そう理解したうえで　「逃げても良い、むしろ逃げなさい」と、教えることも教師
の役目なんだと心から思った。　　こんな私だが、私のありのままで　内沢さんが示して
くださった「楽しい授業」を子供たちと楽しみながら、子供の立場に立ってできたら、最
高に幸せな教職生活を送れるだろう。この講義から学んだことを　私のこれからの教
職生活の指針としたいと思う。ありがとうございました。

49 その他
子どもの姿をどう捉えるのか（問題があるとか異常であると考えるのか）について，発
想や視点を変えることの大切さを再確認できた。

50 高校

内容に関しては、とても充実していてベテランの先生のとても分かりやすい講義で、ま
た新たな気持ち、違った考え方でな職場でも取り組めそうである。会場に関して、他県
からの参加だったし大学構内のことも何もわからなかったので、もう少しわかりやすく
たくさん看板を掲げるなどして、会場案内をしてほしい。初日に会場の建物を見つける
のにとても苦労したので。

51 高校
内沢さんの講義の内容は，楽しめるものや心に深く刺さる言葉が本当に多くあり，たい
へん充実したものでした。今後，生徒と関わっていくことが，改めて楽しみになりまし
た。素晴らしい講義を受講させていただき，本当にありがとうございました。

52 こども園

まず、自分の教職人生を主人公として生きる子供をどう育てるか、導くかなんて考えな
いで一緒に暮らせばいいんだ（五味太郎）の言葉になるほどと思った。肩の荷がおり
た。また、生きる力を育むこれからの学校教育は学生中心に考えなければならず、子
供中心に考えていくべきはもっともだと思う。授業書『光と虫めがね』よりはおもしろ
かった。マッチ箱の話も興味をそそった。楽しい授業の紹介もおもしろかった。平野レミ
さんの話だったり、オシムの話だったり、セブンイレブンの禁句もよかった。ゴッホの絵
で学ぶことで模倣する事は大切だということに驚いた。楽しい授業をするためには本を
買ったり、入門講座に参加すべきだ。板倉聖宣先生より「好きより消極的であるが嫌い
じゃない」が大切だ。いっぺんに好きにならない。たいがい嫌いじゃない時期を経て学
ぶが「好き」になっていくなど自分の考えと想像以外で学べた。
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53 こども園

2日間ありがとうございました。初めての講習ということもありどんな雰囲気なんだろう、
どんな講義内容なんだろうと不安でした。でも、担当講師の先生もとても素敵な先生
で、とても分かりやすく、面白くこれからの保育にも生かせれることばかりでした。実践
もあり大人の私達でも楽しく、もっと知りたい、まだ知りたいという気持ちになりました。
学んだことをこれからの保育にも生かし、自分自身も成長できるようにこれからも子ど
もたちと向き合っていけるようになりたいと思います。

54 その他
教える楽しさというよりも、学ぶ楽しさを教員が感じてることで、生徒により学ぶ楽しさを
感じることができるのだなと思っいました。

55 こども園
　講話だけでなく、実験や、工作をしたり、皿回しをしたりと、とても楽しい講義でした。
二日間ありがとうございました。

56 こども園
　工作をしたり、実験をしたりと、とても楽しい講義でした。　二日間お疲れ様でした。あ
りがとうございました。

57 こども園
　プラトンボやブーメランを作ったり、色々な物を使った実験など、とてもたのしい講義
でした。　二日間ありがとうございました。

58 こども園

たくさんの言葉が、心に残り、自分の 考えが いい意味で 力がぬけたような気がして、
自分は自分でいいんだと 思うことができました。また、たくさんの実験も わくわくしなが
ら考えたり、結果に驚いたり 楽しみながら 有意義な時間を過ごすことが出来ました。2
日間の講義をうけ、子供達と楽しく 1日1日を大切に過ごしていきたいと 思いました。2
日間、ありがとうございました。

59 特別支援学校

　｢そのまま｣｢ありのまま｣の自分でよいことが分かり，自分の指導について振り返る
際，反省・改善だけでなく自信をもつこともできた。全体的にしかけがたくさんあり，頭
を常に働かせるのが大変であったが，飽きない楽しい授業だった。

60 中学校
免許更新最後の講習に内沢さんの講義を受けられて大変参考になりました。これから
の現場での取組にぜひ活かしていきたい。生徒と一緒に過ごしていきます。ありがとう
ございました。

61 こども園
楽しい授業について詳しく具体物を使って紹介されたのは興味深ったです。自分自身
が楽しむという実験そのものだと感じられました。大変中味の濃い、充実した講習あり
がとうございました。

62 こども園

皿回し、コロコロリング、鏡や虫メガネを使った光の実験など、先生に魔法をかけられ
たように先生のワールドに引き込まれ、それらを通じて沢山のことを学ばさせていただ
きました。発想を豊かにすることわざ格言もとても興味深く心に響きました。最後に騙
すのは自分。真似も主体性のうち。したくないことはさせず。講義を受けて私自身も楽
しいと思える、笑顔でいられる人生を送りたいと思いました。2日間に渡り素敵な講義を
ありがとうございました。

63 こども園

みんながそれぞれ人生の主人公であるので、「そのまま」「ありのまま」の自分を受け
入れて自分に自信をもって生きていこう！！発想を転換し、一面的でないものの見
方、考え方が出来るようにしたい。子どもたち一人ひとりの個性を大切にして、意欲を
自信を持てるようサポートしていきたいと思う。ありがとうございました。
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64 高校
２日間座学だけでないのが非常に良かった。適度に実験・考察を取り入れての講習会
だったので，興味を持って受講できた。

65 その他
大変興味深く受講する事が出来ました。教員として、今後の子どもとの接し方について
や心構え、自分自身の仕事だけでなく人生の過ごし方についても、前向きに考えてい
けるような内容でした。ありがとうございました。

66 こども園
免許更新の講義を受講したのに、人生相談までできたような気持ちです。これからの
仕事に人生観に色々な発想で自分が主人公で、気持ち良く生活出来るように頑張っ
て行きたいです。ありがとうございました。総合評価は大変良いです。

67 高校

今回、「生きる力」を育むこれからの学校教育というテーマで二日間にわたって講義を
受講しました。私にとっては今回の免許状更新の最後の講義に該当しましたが、二日
間とも飽きることなく本当に楽しく受講させていただくことができました。「生きる力」と一
言で言ってもとても難しいですが、今回の講義を通してさまざまな知識や私自身幅広
いものの見方や考え方を身につけることができました。先生は、「虹は七色か」といっ
たテーマや、虫メガネを使った活動等を通して、たいへん興味深く私たちを惹きつける
ような展開で授業をされ、ただ実験結果や内容について話を聞くだけと違い、自分自
身が実際に活動しやってみる体験を通して自分のものにするのは、やはり全然理解
度や身に付き方が違うなと改めて感じました。また午後からの講義では、先生が実際
に関わったいじめ問題を通して大変貴重な話を聞くことができました。実際の状況を聞
くと想像を絶するものがあり、涙がこみあげそうでした。でも、今回実際に話を聞くこと
ができて本当によかったです。私自身も学校で日々生徒と共に、時にはそのようない
じめに関する問題とも向き合っています。その時にやはりしっかりと向き合って対応し
ていきたいと強く感じました。今回の講義を通して、教育活動や自分自身の人生等、何
事においても、これといったひとつの答えがあるわけではないし、考え方や生き方等、
本当に人それぞれでいろいろなものの見方や考え方があるということを深く感じ、私自
身の今後の人生においても価値観が変わり、これまで悩んでいたことが吹き飛び、と
てもプラスになる二日間となりました。本当に受講してよかったです。どうもありがとう
ございました。

68 こども園
今回の講義を受けたことで自分の考え方やものの見方が変わりました。自分にとって
もこれから現場での対応を見直すいいきっかけになったと感じています。ありがとうご
ざいました。

69 小学校
教師として視野が広がった講義でした。子どもたちと接する中で，生かしていきたいこ
とを多く学べたので，これからの生徒指導面や授業つくりの中で生かしていきたいで
す。

70 高校

２日間にわたる講習は，自分にとって貴重な経験となりました。初日の話の中での「生
きる力」の核心は自信と意欲である，というのを聞いて心強い確信をもらえました。いろ
いろな小道具を準備されて楽しくお話されているのは，今後の授業に大いに生かして
いきたいと思います。「光と虫めがね」の予想問題は大変楽しいでした。自分も何か教
材を探して感動するような授業ができるよう努力していきたいです。講習を受ける前は
不安もありましたが，この２日間は大変ありがたい時間でした。ありがとうございまし
た。

71 幼稚園

内沢さんの講義は、とても楽しかったです。色々な実験の予想を立てながら、予想外
の答えだったり、知らないことばかりでした。また、子どものためにではなく、子どもの
立場で考えよう。というところに、今の自分を顧み反省することばかりでした。自分の息
子へも、こうあるべきだ！と親の都合で考えてしまっているな。と思いました。お互いが
気持ちよく過ごせるためには、まず自分自身が幸せになることで、見方が広がり、良い
関係を築くことに繋がると分かりました。
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72 こども園

｢生きる力｣の核心やいじめへの対処等、様々な事を学びました。｢虹は七色か｣の授
業は正に今までの常識を覆すもので、何事にも固定観念を取り払わなければならない
と思う事でした。 又、皿回しやリング、プラトンボ等で実際に遊んでみて出来るまで何
回も試み、出来た時の喜びはひとしおでした。個人的には虫めがねの授業が面白く、
予想外の結果が見られた時は驚きと感動で溢れていました。保育士なので、是非園児
にも同じ様な感動を与えられたらいいなあと思いました。｢自分の教職人生を主人公と
して生きる｣を大事にし、自分が楽しいと子供達も笑顔になれるのではないかと思いま
す。単にただ座って学ぶだけでなく、多くの準備をされて、実際に体験してみて多くの
驚きと感動を与えて下さった内沢先生に感謝します。受講させて頂きありがとうござい
ました。

73 高校

日本の生徒は自分自身について誇れるものが他国に比べて少ないというアンケート
結果は，教育に関連しているのかもしれないと思った。自信・意欲を持たせる，ものの
見方や考え方をつけさせる授業の展開は難しいが，少しでも近づけていきたいと感じ
た。

74 幼稚園
校種問わず教材研究や名言集等が本当に役立つと思います。受講して良かったで
す。ありがとうございました。

75 高校

いじめや不登校への対処については勿論、自分の教員人生を楽しむ姿勢を学びまし
た。今日は終業式だったので、講義で教わった数々の名言から、早速生徒にも一面的
な考え方で自分を苦しめず、もっと自信を持とうという話をしました。ありがとうございま
した。

76 その他

　様々な授業づくりのヒントを交えつつ、二日間の講習をしていただき，飽きずに参加
することができました。　教師はサービス業であること，子どものためにでははく，子ど
もの立場で考えなければならないこと，短所も見方を変えれば長所になること等など，
多くのことを学ぶことができて良かったと思います。　ただ，1日目のインターネットの環
境が良くなく，講習が中断してしまうことが度々あったので，先生も私も少し残念なとこ
ろがありました。　それ以外は，とても楽しく，教師としてもこれからの人生においても
学ぶことがたくさんありました。　ありがとうございました。

77 中学校
　教員としてのあり方や，親としてのあり方について考えるよい機会になりました。今後
に生かしていきたいです。

78 小学校

前週に引き続いての内沢先生の講習でした。大変楽しく、そして先生の講義のいろい
ろな場面に、これまでの教職生活を振り返って反省させられる内容や今後の教職生活
に生かすことができる内容が数多く含まれており、大変よい時間をいただくことができ
ました。ありがとうございました。

79 中学校

大学生のときに受講していた「たの授」。今回、内沢さんの名前を見て選択させて頂き
ましたが、学校現場を知ってから受けると，大学生のときとはひと味違った感覚で学ぶ
ことができ，改めて「たの授」の魅力を感じました。不登校生徒の保護者や教師自身に
伝えたいと思うような内容ばかりで，これからの生きる上での考え方がすごく前向きか
つ楽になれたような気がします。本当に，素晴らしい講義をありがとうございました。

80 幼稚園
2日間にわけて生きる力を育むための保育、教育指導について自身の考え方から見
つめ直す良い講義でした。多くの遊び道具や書籍など参考になり、早速ブーメラン作り
を子どもたちと楽しむことができました。2日間ありがとうございました。
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81 その他

ポジティブになれる言葉が次から次に出てきて、今後の人生に前向きになれそうだと
思った。また、子どもたちへの関わり方、子どもをどうにかしようという自分のエゴに気
づき、一緒に暮らす、ありのままを受け入れることを大切にしたいと考えられるように
なった。とても楽しく勉強になる講座だった。

82 こども園
内容的には、学校教諭向けだったが、子を持つ親として、自分の子育てにとても役立
つ内容だった。ありのままの自分や、いじめの対処など、今現在私の身近で起こって
いる事への解決の糸口になりました。

83 こども園
皿回しや、プラトンボなどあそびを取り入れながらとても楽しい授業でした。講義内容
も、今までの自分を反省する点があり、これからの保育に生かしていきたいと思うとこ
ろでした。ありがとうございました。

84 こども園

　二日間とても分かりやすく話の内容も自分の園でも園内研修などで取り上げている
部分だったのでより集中して聞くことができた。二日間連続はきついと思っていたが２
日目は問題形式にしながらだったため楽しみながら受けることができました。ありがと
うこざいました。

85 高校 豊富な教材を用いてくださり，見識を広めることができる講座であった。

86 高校

内沢さんの講義は興味深いものでした。「生きる力」は自信・意欲をもつこと。自信を持
つにはありのままの自分を認めること。「発想を転換し、一面的でないものの見方・考
え方ができるようになると今の自分を肯定でき、自信を持てる」、この言葉が心に残っ
ています。私のこれまでの教育に対する既成概念を本当にいい意味で覆していただい
たことに感謝しています。少しずつではありますが、自分の今までの考え方や固定観
念を改めて、自分なりの解釈で時に、内沢さんから頂いたプリントを見直しながら自然
体で頑張っていきたいと思えるようになりました。ありがとうございました。

87 幼稚園
二日間かけての講習でした。「生きる力を育む」というテーマで実験なども取り入れて
あり楽しく受講することができました。いろいろな面での気づきも多くてこれからの保育
に役立てたいと思います。

88 小学校
内沢さんがユーモアたっぷりで楽しく講義を受けることができた。これからも多面的な
見方、考え方ができるような教員になりたいと思った。ここで得たことを子供たちに返
せるように頑張りたいと思う。

89 こども園 聞きやすい講習でとても為になるお話でよかったです。

90 中学校
生きる力を育む学校教育について実践的な講話を聴くことができた。たのしい授業の
実際例から，意欲や自信をもつことの大切さを実感できました。発想の転換で見方を
変えて指導をしてきたいと思います。ご指導ありがとうございました。

11 / 21 ページ



11066自由記述

Ｎｏ 学校種 回答

91 幼稚園

　「生きる力」を育むこれからの学校教育はどうあったら良いのか。楽しい授業の実践
例を沢山紹介していただき、子供達に教えるのではなく、子供達が夢中になり楽しむこ
とが大事。そして自分も楽しむこと。　皿回し、コロコロリング、ブーメラン、リング通し、
プラトンボ・・・など沢山の遊びも教えていただき、遊びのきっかけを教師から子供達に
投げかけることが大切ということと、子供の立場になって考えること、そしてなにより命
を大切にし、自分自身を大切に思うことが一番ということ。今を大事にして笑顔で毎日
を過ごせるように心がけて行きたい。

92 その他
　人としていろいろなことを学ぶ機会になりました。　元気にポジティブに生きていくヒン
トを得ることができた気がします。子どもと関わる場面で､いろいろな面からのアプロー
チもできそうな気がします。

93 幼稚園

    今回の講義を受けさせていただいたことで、これまでの経験やそこから得てきた考
え等を変えるきっかけをいただきました。    生きる力とは、ダメな自分をみとめてあげ
ること、ありのままでを認められること、逃げることや不登校を選択することも、これま
での私にはない考え方でした。子どもたちのいまを支える立場として、胸に刻み伝えて
いきたいと思います。 ありがとうございました。

94 こども園
　内沢さんの引き出しには「たの授」がいっぱいでしたね。　こども園の幼児が笑顔に
なれるよう楽しい保育ができればいいなと感じました。二日間ありがとうございました。

95 こども園

２日楽しい講義をありがとうございました。自分の子育てでの、反省点などもあったり
もっと早く知り合えてお話を聞けていたら子育ても変わっていたのかな？と思う事もあ
りました。今日は早速保育の中で紙ブーメランを子ども達と作り楽しみました。いじめ
や不登校の子ども達との関わりかたや、反対にいじめた子ども達への対応の仕方な
ど講義の内容に盛り込んで頂けたら、今後の参考になったかな？と感じました。ありが
とうございました。

96 高校
知っている内容もより深く広く知れたし、知らない内容もあり、本当に良い講習になりま
した。これからは１つの見方ではなく、いろいろな方向から見方を変えて、これからの
教員生活に活かしていきたいと思う。

97 その他
楽しい授業内容で分かりやすかったです。パソコンの調子が悪かったみたいで大変そ
うでしたが、臨機応変に話してくださりました。内容についてはもう少し濃いものでもい
いかなぁと感じました。

98 幼稚園
内沢先生の優しいトークで、学校教育はどうあれば良いのか。たのしい授業の実践を
通して楽しく講義していただき二日間実りのある講習でした。これからもいつも笑顔を
絶やさない教諭でありたいと思います。素敵な講習をありがとうございました。

99 幼稚園

この講義を選択して本当に良かったです。内沢先生の講義は実践や実話を取り入れ
て話しして下さってわかりやすく、納得できました。先生の講話を聞いて自分を信じて
また頑張ろうという前向きな気持ちにもなる事ができました。素晴らしい講義をして下さ
り有難うございました。
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100 こども園

  生きる力を育むというテーマに、惹かれこの講習を受けました。最初から先生は、い
ろんな準備をなされ、あらゆる素材で実践や、実験など、交えての楽しい授業をしてく
ださいました。実験では予想を立てるわくわくさもあり、時間の経つのが早かったり、人
の考えも聞くことができ、物事を多方面から見るということにもつながりました。実験の
結果がわかると、又、それが知識となり次に生かせることにもつながりました。このよう
な時間を過ごす中で、自然と、きっかけから、興味、関心が高まり意欲的になり、調べ
たら、やって見たら、聞いたりなど自ら学び始めたら、行動する。そして知ることができ
たり、理解することができる。そして、それは、自分自身の自信となっていく。その流れ
を改めて感じる時間となった。この事を大切に、決して、押し付けではなく一緒に、楽し
みながら過ごし気楽に、毎日、発見やいろんなことに自ら、考え、意欲的に日々を送れ
るような工夫をしていこうと思いました。    話変わり、今の環境悪化や、天災、少子高
齢化、世界の情勢の変化、核家族化や、離婚世帯のの増加、情報社会の中、決して、
いいとは言えない状況の中を、日々職場、家庭、地域において、そして又、何より自分
自身も、模索しながら歩いている日々だった。内沢先生の講義の中に、いくつもの元
気や、勇気、そして安堵する気持ちを抱かせてくださるものがあった。大切なのは今、
二度とない今に、今日学んだ事を生かしながら、職場や、家庭、地域、周りの人と大切
な命ある時を気持ち良く過ごせるようにしていこうと思いました。生きる力を育むという
テーマの、根底を学ぶにあたりポイントを得られた充実した内容でした。感謝いたしま
す。

101 小学校

充実した楽しい講習でした。講習を受け、一面的でないものの見方・考え方をすること
や「いまを生きる」ことを学びました。今を大事にし、少しずつでも今の自分を認めてい
きたいと思いました。また、今までは、子どものためにと言いながら、自分の価値観で、
考えを押しつけていたのだなと気づかされました。これからは子どもの立場で考えてい
きたいです。多岐にわたる話を聞き、自分を見つめ直す機会となりました。教員とし
て、親として考えさせられることの多い二日間でした。ありがとうございました。

102 幼稚園

自分の物の見方、とらえ方が偏っていることに気付かされました。少し見方や考え方を
変えたら、ダメだと思っていたことも長所になり、ありのままを受け入れられると思いま
した。教えていただいたたくさんのことわざや、格言もとても印象的でした。今後、保育
をしていく中で、自分の勝手な思い込みで子どもたちを振り回さないように気を付けた
いと思います。皿回しの原理を思い出したいです。本当に楽しい授業をありがとうござ
いました。

103 その他
一日中ずっと講義を聞いているだけではなく、実際に実験などを通して学びを深めるこ
とができる講義だったので、とても楽しく学ぶことができました。自分の教職人生を主
人公として生きていきたいと思います。
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104 その他

今回は受講させていただき、ご縁があったことを感謝しています。生きる力ということ
で、タイトルに惹かれて希望しました。子どもたちメインの話だと思っていましたが、教
育、保育、子育てをしていく私たち自身に問いかけるような講義でとても有意義な時間
になりました。これまで頑張れ頑張れ！まだまだ、まだできる！これくらいで満足する
なと自分自身に言い聞かせて過ごして来ました。力が抜けた時、人間関係も何に対し
てもうまくいくという言葉をいただき、自分自身のこれまでについて振り返りました。否
定しなくていい自分を否定するから辛くなる。その言葉で、他人の評価ばかり気にし
て、自分のことを大事にできてたかなと思いました。自分自身が敵だったことも納得で
した。いろんなことに心配して、先のことを不安に思って、周りにある幸せ。大切にでき
ていなかったです。満足することを考えていくと、本当に幸せだと思います。もちろん辛
いこともありますし、逃げたくなることもたくさんありますが、小さなことでも満足して喜
んで幸せを感じれた方が、よっぽどいい人生だなぁと感じました。いくつになってもいろ
いろな出会いや学ぶ場に参加し、他の人の考えに触れ、真似ることも大切にしていき
たいです。また嫌いじゃないと思う気持ちで、可能性が広がり、学びも多いと感じまし
た。自分自身が楽しめることで、子どもたちにも伝えられると思いました。また子どもの
立場で、相手の立場で考え、決めつけ押し付けではない、保育がしたいです。またい
つか保育の現場に戻った時には生かしていきたいです。また不登校の考え方につい
ては、いじめ自殺からの生還だという言葉やいじめられたら欠席をという考え方に触れ
てとても驚きました。これまで聞いたことがない考え方で、それを悩む子どもたちが聞
いたら、きっと安心できるのではないかと思いました。またいろいろな楽しい遊びにつ
いて教えていただきました。いろいろなものが、遊び道具になり、コミュニケーションの
きっかけになるのだと思いました。知らないことを知る楽しさを感じることができました。
これからはもっと自分自身の人生を楽しみ、したい！しよう！と思ったことを大切に幸
せになりたいです。とても温かくて優しい内沢さんの講義を受けることができて本当に
良かったです。感謝しています。

105 その他

今回の講義では、視点を広げる事の大切さや言葉一つで相手のその後の人生が決
まってしまう事など、学ぶことができました。特にイジメの問題で、自殺をさせない為に
不登校が必要という考え方を学び、これまではどうしたら学校へ通えるようになるかば
かり意識が向いていましたが、不登校には大切な役割があり、周りが理解してあげな
いと最後の砦を崩して行き場を無くしてしまうなど、重要さを知りました。周りに迷惑に
なっていなければ何をしていようが、何もしてなくても、それを認めて受け入れる姿勢こ
そ大切だと感じました。また、今回は沢山の実験も紹介していただき、虫眼鏡一つでい
くつもの問題が出来、答えを人から教わらず自分で実験し確かめる方法を学べ、すぐ
にでも実践してみたいと思いました。身近なところに新たな発見があり、視野が広がっ
た気がします。また、子どもの為にしてやってるでなく、子どもの立場に立って考える事
が大切という内容では、子どもはこういうものだという思い込みが責めてしまう事に繋
がってしまう怖さを知り、出来る出来ないより好き嫌いが大切という言葉に支援に対す
る希望を持つことが出来ました。オシム氏の恐れる事を恐れるな、イチロー氏の小さな
事に満足し、それを積み重ねて次に繋げるなど、不安や自信の無さにどう立ち向かう
のか、勇気をもらえる言葉に感じました。そして、ゴッホのように真似してそこから個性
を発揮する。真似から始める事も大切であると学び、妥協しても理想は捨てず前に進
んでいきたいと思います。

106 こども園

内沢さんの授業を受けることができて本当に良かったです。考え方が180度変わったと
言っていいほど、いろんなことに前向きになれそうです。保育の現場には勿論、私生
活、子育てにも先生に教わったことを生かしていきたいと思います。会場の机や部屋
が不衛生に感じた。もう少し掃除など行き届いて欲しいと感じた。

107 幼稚園

ありのままの自分を認めることは、他人を認めることに繋がる。自分の頭で考え、行動
できる力を養うことは、生きる力に繋がる、それが命を守る力になることを学びました。
自分自身の考え方が大きく変わる講習でした。学んだことを、少しずつ実践しながらこ
れから過ごしていきたいと思います。
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108 小学校

　本講義を受講して，これまでの自分を振り返ることができた。「～しばければならな
い」「もっとこうしないと」などの思いが強く，教師になった頃の「子どもが好き・学校が
好き」という気持ちを思い出すことができた。また，いろいろな視点から自分自身を見
直すいい機会だった。子ども達と一緒に楽しみながら明日からがんばっていこうと思う
ことができた。

109 高校 教育について改めて学んだと同時に、新たな発見もありとても充実した講習でした。

110 保育園

本日は、大変楽しく、勉強になる講義をありがとうございました。コロコロリング、リング
キャッチャーは、早速、作ってみました。子どもたちの反応も純粋に不思議に思ってく
れて、私も誇らしげな気持ちになりました。たっちゃんの楽しい授業を真似て、自分の
物にしていきたいとおもいました。長時間の講義、お疲れさまでした。ありがとうござい
ました。

111 小学校

 現場の教師にとって必要な自信ややる気ををどう取り戻せばよいのかという具体的な
理念と方法を勉強でき，大変参考になった。即，現場で生かしていきたいと思う。ただ，
免許更新では，多種多様な学校の経験を持つ教員が揃うので，討議の時間が短時間
でもあれば，お互いの相乗効果が期待されると思った。本当に有難い研修だった。

112 幼稚園
実践でしてみる場面もあり、とても面白い講習で、すぐに現場でも取り入れたいものが
たくさんありました。また、ハッとさせられる事もあり、心に響く言葉がたくさんありまし
た。今後に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。

113 幼稚園
発想を転換し、いろいろな角度からのものの見方、考え方ができるように、今後の保育
に生かしたいと思います。ことわざや格言の意味をさらに深く勉強し、様々な人の本を
読み参考にして行きたい。

114 幼稚園

今回内沢先生の講義を受け、今までの自分を見つめ直す時間にもなり、子どもたちに
沢山の自信と希望をもたせてあげられるような教員でありたいと改めて思えるような二
日間となりました。先生の教えてくださった言葉だったり見方だったり、本当に温かいも
のばかりだったように思います。講義の際に作った竹とんぼも、帰ってから子どもと遊
びましたが、かなり飛んで喜んでいました。楽しい時間をありがとうございます。

115 保育園

二日間の講習でしたが、いろいろな教材で一緒に考え参加できる形で、あっという間
の二日間でした。どれも今すぐ実践したい内容で、自分自身を振りかえるとてもいい機
会をいただきました。心に残る沢山の言葉を教えて頂き、自分自身のこれからの生き
方や、子ども達が生きる力を持てるためにも教えて頂いた言葉を思い出し、ありのまま
を受け入れられる自分になりたいと思いました。二日間、本当にありがとうございまし
た。

116 こども園 楽しく授業を受けさせて頂きました。ありがとうございました。

117 保育園
・他人の評価のかげに隠れず、自分の気持ちを大切にする。子供達を楽しませたい＝
自分が楽しむ事が一番という言葉がとても耳に残りました。子供優先で子供が楽しめ
る事を予想しながら保育に生かしていきたいと思いました。
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118 小学校

いじめ問題については、具体的な例を踏まえ、心に響くものがあった。いろいろな書籍
が紹介され、自分で購入するきっかっけとなり、ありがたかった。講義の進め方が、質
問形式で行われることが多すぎて、ちょっと2日目は飽きる感じだった。講義として教わ
るときは、一方的に語っていただいた方がありがたいときもあるので、質問形式とのめ
りはりがあるとよい。

119 保育園
今回このような研修を受けさせていただきありがとうございました。実験を交えた講義
で、とても楽しく参加することができました。新たな発見や驚きも多く、園に帰ってからも
他の職員に伝えたいと思いました。本当にありがとうございました。

120 保育園
興味のひく教材などたくさん準備して頂き、楽しく講義を受けることが出来ました。2日
間ありがとうございました。

121 保育園
とても楽しい授業でした。いじめの問題も色々考えさせられました。ありがとうございま
した。

122 中学校 「わかる授業」のあり方、不登校生徒への対応のあり方等参考になりました。

123 保育園
とても聞きやすい講義だった。楽しい授業の進め方など、とても参考になりました。ま
た、いじめについての話もありましたが。本当に心が苦しかったです。今回の講習で聞
いたことを。今後の自分に活かしていけたらと思います。

124 高校
　これまでの養護教諭としての経験を振り返るとともに，今抱えている課題の解決にむ
けて取り組むべきヒントとなる考え方などが多く盛り込まれていて，これからの教育活
動へ生かしていきたい内容でした。　ありがとうございました。

125 こども園

講師の先生も、私たちが退屈しないよういろいろな小道具を用意して下さっていて、と
ても興味を持って意欲的に学習することが出来た。途中、インターネットに接続するこ
とが出来なくなり、中断する場面があったので、そこは残念だったなと思う。でも終わっ
てみて、この講義を受講して良かったと思う。

126 小学校
時間配分がシラバス通りでありがたかったです。資料の印刷が薄く読めない部分が
あったのと，パワーポイントの色合いが色覚特性のある方にはわかりにくそうな点は，
気になりました。

127 特別支援学校

今回受講し，実践的な内容もあり，今後の指導において大変勉強になりました。夏季
休業中に今回の資料等を見直し，2学期以降の教育活動に生かして生きたいと思いま
す。

128 保育園

今回の講義を受ける中で、プラトンボやブーメランを作ったり、コロコロリングや虫眼鏡
を通して見える光がどう見えるかなどの実験などがあり、とても楽しく講義を受けること
が出来ました！プラトンボは良く飛び、保育園でも子供たちと一緒に作りたいと思いま
した。「ダメな自分を認められるようになる事が、人のダメを見てあげられる」という言葉
を聞き、今までは自分の欠点がコンプレックスであったが、自分の欠点を知ることの大
切さを学ぶ事ができ、自分自身も勇気づけられました。ありがとうございました。

129 こども園
講師が講義に関連する書籍を用意して下さっていた。休憩時間に試読できとても良い
機会となった。
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130 その他

2日にわたり、専門的な知識をもとに、さまざまな事例をもとに講義をしていただきまし
た。また、いろいろな活動や実験を楽しく示してくださり、色々な見方や考え方を示して
くださいました。 保護者と色々な御苦労を共有した先生ならではの幅のある目線は、
日頃、子どもたちや親に接するときの参考となります。温かいまなざしをもった先輩の
先生が現場を去りつつあり、なかなか話を伺う機会がなく、不安もありました。講義を
受けたことで、私達は未来に向けて、発信しないといけないと強く感じました。

131 幼稚園
小道具や簡単に作れるおもちゃの紹介などもあり、普通に講義を聞くだけよりも興味を
持ちやすく、楽しく講義を受けれました。

132 こども園

生きる力を育むこれからの学校教育の講義は、レジュメに基づき分かりやすく学ぶこと
ができました。心に残った話は、いじめにどう対処するかという内容です。いじめられそ
うになったら逃げること。同様の事で、北海道で津波のある地域では、「津波てんでん
こ」という言葉で、誰かの指示を待つのではなく自分の身は自分で守れといわれてい
るそうです。この２つは同じで、命を守る最優先事項とのお話でした。また楽しい授業
はどうしたら可能かというお話の中に、「真似も主体性のうち」で良い授業を真似て自
分の授業にしていくとよいとのことでした。今回学んだことを忘れずに、子供たちと一緒
に居れて幸せという思いをもって今後も頑張ろうと思います。

133 保育園
　たくさんのことわざや、格言を教えていただき、とてもポジティブな考え方になりまし
た。講義そのものも、実験や思考、検証を繰り返すものが多くて、とてもおもしろかった
です。　マイクの音量が後ろの席の時には、少し聞こえにくかったかなと思います。

134 小学校
「生きる力」を育むこれからの学校教育ということだったが、これまで自分の中にあった
常識が,時には自分自身や子どもたちの成長のじゃまになることもあるのではないかと
感じた。　本当に必要な真実は何かを見極める目を育てていくことが大切だと感じた。

135 小学校
  とても素晴らしい内容の講義で，また受講してみたいと思いました。ただ，パソコン（イ
ンターネット）がうまく作動しないことがあったため少し残念に思いました。　２日間，大
変充実した貴重な時間となりました。ありがとうございました。

136 その他

しなければならない業務に追われて，子どもたちに育ってほしい力や視点は何かを考
える機会が少なくなっていたなと今回の講義を通して感じました。ただ，受容するだけ
の考え方だけでなく，一人一人が人生の主人公として生きていくということを子どもた
ちにも伝えていけたらと思いました。〈発想を豊かにする〉ことわざ・格言のコメント集も
大学在籍時の授業が懐かしく思え，そして忘れていた考え方を思い出すいい機会にな
りました。これを機会に今目の当たりにしている問題点など向き合っていけたらと思い
ます。ありがとうございました。

137 保育園

今回の講習では学ぶことがとてもたくさんありました。なにより、内沢達先生のお話、
実験は楽しくて2日間があっという間でした。また講習を選択する時は内沢先生の講習
を選びたいくらいでした。ありがとうございました。地図を見て場所の確認をしなかった
私が悪いのですが、看板があるから大丈夫だろうと勝手に思っていたらなかなか見当
たらず迷ってしまいました。会場の入り口の前には1つ看板はあったものの、せめて門
の所にも看板がもう1つあったらいいなと思ってしまいました。
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138 特別支援学校

さまざまな事例を交えて、自分が子供の立場になれるような講習で本当に楽しかった
です。教員として、自分がどうありたいのか、自分はどんな教員でいたいのか、立ち止
まって見つめ直そうという気持ちになりました。ありがとうございました。

139 特別支援学校
教員として改めて考えさせられる講義でした。資料や教材も準備してくださり現場です
ぐに取り入れることがでました。

140 高校

　２日間ありがとうございました。このような機会がなかったら大学へ行って内沢さんの
講義を再び聴くこともなかったかと思います。不変のものに触れて，改めて自分の軸
のようなものを確認できました。また，気になりながらついそのままにしておいたこと
（いじめによる自殺の問題等）に真正面から向き合うことができました。目の前にいる
生徒が楽しく学校に行けるよう，私も日々楽しく過ごしたいです。とりあえず，夏風邪を
治したいと思います。内沢さんも，毎年のこととはいえ年齢も立場もまちまちな大勢の
人間にまる２日間講義をされるのは本当に大変だと思います。ありがとうございまし
た。どうぞゆっくり休まれてくださいね。ご多分にもれず，私の頭に残っているのは脱線
部分ばかりです。この夏は子どもと一緒に，カメラを作ってみようと思います。ハードで
はありましたが，行くのが苦痛ではありませんでした。２０数年前の学生時代に少し
戻った気がして，でも確実に自分は年を取っており，同じ場所にいるのに何て自分は
遠くに来てしまったんだろうと思います。２０年後にここにこうしてやって来るなんて，あ
の頃の私は想像もできませんでした。未来のことを少しも想像できなくて，今のことしか
考えられなかった２０年前の私，幸せでおめでたい学生でした。おめでたい私がこのよ
うな仕事をしていていいのだろうかと思うことも多々ありますが，これも何かのご縁，目
の前の子どもたちと楽しく歩いて行きます。

141 高校

「”生きる力”を育むこれからの学校教育」レジュメに沿って，非常に分かりやすかっ
た。今回受講して再度教育の指導の在り方について考えさせられた。特に教育に関す
る「常識」は本当か？「当たり前，当然！」と思われていることがじつはちがう。思い込
み（固定観念）等大変勉強になりました。まさに学校現場が直面する諸状況や教員の
課題意識を反映して行われていました。この講習を学校現場に活かし生徒に還元して
いきたいと思いました。有り難うございました。

142 特別支援学校

　猛暑の中での講義であったが，休憩時間や水分補給などを考慮していただき２日間
の講義を無事に受講することができた。資料等も多数用意していただき，とてもわかり
やすく参考になったと思う。これからの教職生活に是非生かしていきたい。

143 高校

2日間の講習は、正直きついと思っていましたが、始まるとあっという間に時間が過ぎ
ていきました。内沢先生の講義は、話の中にコロコロリングやプラトンボなど生徒の心
をつかむような実験を入れて下さり、生徒の気持ちになって楽しみました。2日間の講
義を通して、「ありのままの自分を認めること」の大切さを教えていただいたと思いま
す。特に、板倉聖宣さんの「ことわざ・格言」では、心に突き刺さる言葉が多くありまし
た。「なんとなくも理屈のうち」私は、生徒に対するとき、きちんとした理由を求めること
が多かったと思います。なぜそうしたのか、どうしてそうなったのかなど、きいたときに
生徒が「なんとなく～」というと、「何となくでは理由にならないのだからきちんと考えな
さい」と言っていました。ありのままの生徒を認めていない証拠だなと思いました。これ
からは、「何となくも理屈のうち」自分を認め、生徒を認め、教職を楽しんでいきたいと
思います。この講義を大学のときに受けていたかったと心から思う、素敵な講義でし
た。有難うございました。
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144 高校

現在の学校現場における問題点や課題を我々教員が興味を持てる内容の講義にお
いてわかりやすく説明して頂けた。特に子どもたちのためと思い行動してきた私の教
員生活は間違いではないが，子どもたちはこうあるべきだという押しつけにつながって
いるということに関してはハッとさせられた。また，ただ知識を教えるだけの一方的な授
業は生徒側にとっても教員側にとっても苦痛を伴うだけであり，何の解決にもならない
こと。難しいことを考えずに，自分が人生で経験してきたことを思い出し，子どもたちと
一緒に楽しみながら授業をおこなうことの大切さを気づかされた内容だった。これから
の教員生活に役立つ興味深い内容だった。

145 小学校

　本講座を受講して，教職生活においても一社会人としても大変深い・有意義な学びを
させていただいたと感謝しています。また，大学の教室の冷房等の環境もよく静養室
（利用はしませんでしが。）等も設置されていて、集中し安心して学習できることができ
ました。休息などの細かいご配慮も，有難かったです。　初めての免許更新講習でした
が，内沢先生のユーモアあふれるお話や心温まるお話（皿回しやプラトンボ等の小道
具等）で時間を忘れる程でした。自分の大好きな「相田みつを」の言葉や平野レミさん
やオシム監督などの映像も紹介され，とても共感し感動しました。「いじめ」や不登校の
お話も大変胸を打ちました。　二日間の人間としての豊かな学びの機会をいただきあ
りがとうございました。

146 保育園

今回の講習を受講して改めて自分の在り方を考えることができました。子どもたちを引
き付ける楽しい教材やそれぞれの子どもの個性を伸ばす関わり方などこれから真似を
したい、生かしていきたいと思うことばかりでした。みんな自分が自分の主人公を大切
に今後も毎日を楽しんで教育現場で勤めていきたいです。講習も分かりやすく、運営
面の環境もよかったと思います。ありがとうございました。

147 こども園
 学びたいことを教えていただき、すぐに実践に使える資料や製作資料もいただけてあ
りがたかったです。　今回学んだことをこれからの保育に取り入れていこうと思います。

148 幼稚園
教育において新たな考えを得、とても有意義な時間になった。楽しい時間をありがとう
ございました。

149 こども園

・受講者の興味、感心が持てる教材を準備されていたので、講義内容にもあった楽し
い授業を実際に受けることが出来た。実際に現場で実践できるものだったので、とても
良かった。色々な人の考え、意見を聞き、自分がまた一歩成長出来たように思いま
す。また機会があったら先生の講義を受講したいです。ありがとうございました。

150 保育園

コロコロリングや、プラトンボなどを作ったりして、飽きのこない講義内容で楽しかった
です。また、他人と比べることなく、自分に自信を持って、過去や未來ではなく、今を一
生懸命に生きることが、笑顔につながり、子供たちにもいい影響を与えるという事を学
ぶことができて良かったです。２日間ありがとうございました。

151 こども園

　たくさんの小道具を準備して下さりありがとうございました。日常生活の中で教育に
役立つものはないかとアンテナを張り、実際に生かしていつのは素晴らしいし、私もそ
うありたいと思います。　いい実践を学び、自分も真似していこうと思います。保育教諭
が楽しむことが子どもたちを楽しくさせることであることを心に日々の保育に取り組み
たいと思います。

152 こども園
虫眼鏡の実験やプラトンボ、皿回しなどユニークな教材を取り入れていてとても興味深
く講義を受けることができました。
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153 こども園

・生きる力を色々な角度より考える事ができた。少し視野を変えてとらえると物事の方
向性も変わっていく講師に進めて頂いた板倉聖宣師にも興味が湧きました。講義の中
での楽しい授業での実験でも知らない事ばかりだったしすぐに誰かに伝えたくなりまし
た。講師の内沢さんに出会えて本当に幸せだと感じました。私も笑顔で楽しくたくさん
子ども達に触れ合っていきたいと思う。

154 こども園
・2日間の講義、内容も分かりやすく、実験などあってとても楽しかったです。ことわざも
印象に残りこれからの自分の人生に役立つことがたくさんありました。今日、今を大切
にこれからも頑張っていきたいと思います。

155 こども園

・人間は一人一人違う。だが人間はみんな同じや、イコールは等しくもあり、等しくもな
い。何となく漠然としたものでしたが、内容を聴くうちに生きる為に大切な様々な考え方
を多く気づかされて良かったです。今を生きるという事。永遠に今が続いている。恐れ
ることを恐れるな、進め。他、たくさんの言葉が心に残りました。

156 幼稚園 色々な小道具があり、楽しく受講させていただきました。ありがとうございました。

157 その他
話を聞くだけの講義ではなく、自分たちも予想したり考えたりかする、楽しい授業でし
た。

158 幼稚園

本日の講義の内容は、一般的な価値観を覆すような内容となっておりとても興味深い
ものでした。　　一面的な見方をするのではなく、多面的な物の見方をするということ、
欠点あっての長所あり　等、本日学んだ内容を根底に置きながら自分自身を大切に
し、幸せを感じ、楽しい教員生活が送れるようこれからも勤めていこうと思います。二
日間に渡り、興味深い講習をありがとうございました。

159 こども園
　とても楽しくおもしろい講習内容で、あっという間の時間でした。受けて良かったと思
いました。

160 幼稚園

今回の生きる力を受講して、1週間経とうとしていますが職場での気持ちがだいぶ変
わったように思います。保育の面でも教員としてでも内沢さんの言葉を思い出す事で
上手く回って居る気がししました。幼稚園勤務ですが、受講して思い出した事もありま
す。待つのが仕事とゆう事です。活動に追われたり、みんなと同じを求めてしまいがち
ですが、1人1人のペースでその子に合った保育をする事が大事とゆう事を改めて感じ
ました。他に害をおよぼさなければ誰もがそのままありのままの自分で構わない。とゆ
うのと同じ気がしました。この受講で学んだ事感じた事を、仕事だけでなく親としても生
かして生きたいと実感しています。2日間、楽しい講習をありがとうございました。

161 保育園
この講習をうけることができて、いろいろと見方、考え方がかえるきっかけになりよかっ
たです。質疑応答の時間があったらもっとよかったです。2日間ありがとうございまし
た。

162 その他
自分の保育のあり方を見直す事が出来ました。素晴らしい講義をありがとうございまし
た。

163 中学校

新鮮な気持ちで受講させて頂きました。講義の内容は今後の自分の生き方を変えるよ
うな素晴らしいものでした。ただ，講義の中でネットの接続が思うようにいかず，時間が
取られる，もしくは，ネットを使わずに説明しなければならない状況が散見致しました。
数週間からネットの調子がよくないとおっしゃられていたので，前もって十分なテストを
しておくべきだったかと思います。今回はどうもありがとうございました。
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164 その他
生活する中で子どもたちが興味を持てる教材がたくさんあるということ、「そのまま」「あ
りのまま」の自分でいいということなど、いろいろ気づかせてもらった。また子どもたち
の生きる力を培うこと自信と意欲が育つように接していこうと強く思った。
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