
11068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：　11068
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8月30日～平成30年8月31日

幼稚園 29 17.4%
こども園 34 20.4%
保育園 27 16.2%
小学校 19 11.4%
中学校 20 12.0%
高校 16 9.6%
特別支援学校 1 0.6%
その他 21 12.6%

Ｎｏ 学校種 回答

1 こども園

こんなに前向きになれた研修はありませんでした。2日間興味のあるお話、そしていろ
んな道具で楽しませてもらいまだまだ内沢先生のお話を聞きたかったです。こんなに
素晴らしい先生と出会うことができて、明日からまずは自分を大切にしながら子供達と
向き合っていこうと思えました。会場は綺麗で、涼しくて快適に過ごすことができまし
た。

2 幼稚園

二日間の講習を受講してものの見方、考え方が変わりました。発想を豊かにすること
わざ・格言は私自身、色々な事を前向きに思えるようになりました。ひとりひとり子ども
たちや先生方のありのままの姿を受けとめていきたいと思います。二日間、ありがとう
ございました。

3 高校
　大変勉強になった２日間でした。現在，高校で勤務していますが，２児の父親としても
参考になることばかりでした。早速講習で学んだことを，生かしてさらに努力していきた
いと考えています。

4 中学校

 　目からうろこという感じで楽しかったし、すぐ役に立つ内容ばかりだった。教師自身
の物の味方・考えを変えていく中で、生徒に自身を持たせ、意欲を持たせることをテー
マとして、多くの事例をあげられました。今から自分も意欲をもって取り組んでいきたい
と思います。ありがとうございました。

5 こども園

2日間の講義を受けれ、大変自分のためになりました。親であり、保育士である私です
が、内沢先生のおかげで、今までにない考え方ができるようになり、本当に救われた
気持ちです。子供のために、ではなく、子供の立場で子供と接すること、ありのままの
自分を認めて、目の前にいる子供も、今の姿を認めてあげること、生きるには、意欲と
自信が大事なこと、人は恐れたり不安になったりするのは、みんな一緒、、、だからそ
れを否定せずに前に進むことが大事なこと、したくないことは、せず、させずの精神で
いていいこと、、何より子供たちを、どう育てるか、どう導くかなんて考えないで暮せば
いいこと、、たくさんのことを学ばせていただきました。内沢先生の、心をくすぐられるよ
うな、手作りおもちゃの披露や、温かさいっぱいの声掛け、マネしたいところがいっぱい
でした。明日から早速日々の生活に取り入れてみたいと思います。この2日間で得たこ
とは、宝です！！ずっと大切に心に留めたいと思います。素敵な2日間を、本当にあり
がとうございました。

6 こども園 内沢先生の予想をたて実験しながらの授業とても楽しかったです。

7 その他
2日間、講師の先生が準備して下さったプリントや道具を使ってのわかりやすい講義、
たくさんの本の紹介等ありがとうございました。
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Ｎｏ 学校種 回答

8 こども園

楽しい授業を実践してくださり、他の方のいろんな考え方や見方もあるのだと実感しま
した。また、講習を受けて、大きな無理をすることなく、自分のペースで自分らしく生き
ていけるような自信を持つことが大切だと感じると共に、お互いをこれまで以上に尊重
していくことの大切さを学ぶことができました。

9 幼稚園 実験のような内容もあり、色々な発見がありました。コロコロリングが不思議でした。

10 その他 とても良い学びとなりました。ありがとうございます。

11 こども園
今回の講義を受けれて大変、良かったです。また機会がありましたら受けてみたいで
す。

12 こども園

生きる力とは、主体性や意欲というより自分自身の見方、考え方でダメがダメでなくな
ることや、不登校がわるいことではないことなど今までの研修会で学ぶことができな
かったことに出会えた。まずは、自分を大切に相手の立場に立つことを実践したい。楽
しい講義でした。我が子に対してもまずは、理解者になることから始めたい。次回の更
新までお元気でいらしてください！　　空調の調節ができると有難いです。

13 その他
いろいろな遊び方の紹介もあって退屈することなく、楽しく参加できました。いじめの話
は、保育者としても、親としてもいろいろ考えることがありました。今回、講義を受けるこ
とができて良かったです。

14 保育園

不登校児、いじめに関しては職種（認定こども園）的に直接関わることはないが、周り
では耳にすることもあり、なかなか答えが出ない問題だと感じている。マイナス思考ば
かりに傾いていかないよう、良い方向に向かって光を見出せるよう、当事者と周りの環
境が協力、支え合いながら進んでいけたら、と思った。自分自身も周りの粗探しではな
く、良い面を見つけていけるよう日々過ごしていきたいと思います。

15 その他

２日間の講習、とても楽しく受講させていただきました。私が教師をしていたのはもう１
７年も前の事で、今回免許更新のために受講しましたが、楽しい授業の作り方のヒント
や、不登校との向き合い方などたくさん学ばせて頂き、また生徒の前に立ってみたいと
いう気持ちになりました。現在、臨時教員・非常勤講師が不足しているという話も聞き
ますので、もしかしたら教壇に立つことがあるかもしれません。その時、今日の講義を
思い出し、ありのままの自分を認めて、相手のありのままも認めて、自分に親切になっ
て生徒の前に立てたらいいなと思いました。ありがとうございました。

16 その他

生きる力を育む講座ということで、受講前は、サバイバル的なことをされる講座なのか
と、勝手に思っていました。しかし、受講してみて、子ども達の自信と意欲を育む講座
だとわかり、教職として重要な講座となりました。また、いじめに対して、不登校という
逃げ道を用意してあげることも大事だと感じました。自分の命は自分で守れる子ども
達を育てていくためにも、自信と意欲を育てていくことは、本当に大切だと感じました。
とても楽しく、寝る間もなかったです！ありがとうございました。
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Ｎｏ 学校種 回答

17 その他

両日共に、充実した講習でした！ものの見方・考え方をによって自信や意欲につなが
ることを学べました。これまで当たり前と思っていたことが実は全くの反対の考え方を
することで少し肩の荷が降りたような気もします。一つ一つのたっちゃんの言葉が魔法
のようでした！二日間ありがとうございました。

18 高校 楽しい授業ありがとうございました。興味深く学んだ2日でした。

19 その他
大変貴重な講習をありがとうございました。クイズや実験を交えての講習で引き込まれ
る内容で楽しく受講できました。また、たくさんの名言もあり自分自身が前向きになれ
ました。二日間ありがとうございました。

20 こども園

ものの見方、捉え方について発想がとても広がりました。現在こども園で勤務しており
ますが、日頃子ども達に対する声掛けやこれから子育てする上で大切な押し付けでな
く相手の”立場”になって物事を考えるということを学びました。講師の先生が資料や
教材をたくさん準備してくださっており、終始楽しく引き込まれる講習で、二日間があっ
という間でした。

21 中学校 今回の講座で学んだことを学校現場に還元していきたい。

22 中学校

今回の講義を受け，これからの教育の方向性や楽しい授業とは何かなど根本的なこ
とを改めて学ぶことができました。また，色々な実践例や方法論も学ぶことができ大変
勉強になりました。今回の免許更新講習にあたり，これまで以上に自らが学ぶ姿勢を
大切にしていきたいと感じました。

23 保育園

研修有難うご会いました。長い間保育士や幼稚園の教諭をしてきましたが、先生の言
われる通りまず保育を提供する方が楽しんでいなければ、子ども達も楽しめない。本
当にそうで、保育している自分が良く分かっています。ですが、時々一生懸命になりす
ぎて、押しつけになってしまっていることが有り反省していました。これからはより一層
自分も楽しくなるような保育をしていきたいと思います。また、小学校や中学校高校の
子ども達の不登校に対しての子本的な姿勢として、無理に学校に行く子とはせずに、
他の選択肢もあるということを自分の周りで感じていました。最近は、どうしても学校に
行かなければいけないということは無く、本人の気持ちを大切にして、寄り添って一緒
になって考え、最後は本人が選択できるようにフォローしていくのがいいと自信をもっ
ていうことができる様になりました。気持ちが強くなりました。有難うございました。

24 中学校
いろいろな児童・生徒が興味をもつ教具がたくさんあり，紹介されたため，これからの
指導に生かしていきたい。

25 その他

2日間の講義で、スクリーンや様々な資料を用いて、沢山の情報を目で見ながら話を
聞くことで、より分かりやすい講義だった。講師の先生の体験談等も混じえたお話は、
説得力があり、今の自分を見つめ直したり、今までと違ったものの見方や考え方を取
り入れることができ、今後の生活に生かせるものが多かった。長い時間だったが、楽し
く学ばせてもらった。

26 保育園
2日間の講義で、様々な教材を使いながら丁寧に説明してくれた。また、画像までスク
リーンにうつしてくれたので、とてもわかりやすかったです。五味太郎の絵本や参考に
なりそうな本の紹介まであり今後読んでみようとおもいました。
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Ｎｏ 学校種 回答

27 幼稚園

教育要領の改訂に伴い、教育の在り方の変化も必要な中で、今回の講義の中に、そ
のヒントやキーワードが多くあったように思う。話を聞きながら、自分の教育、保育を振
り返るよい機会とすることができた。また、参考にできる資料も準備していてくださり、
有難かった。

28 小学校
　発想を転換し，一面的でない多面的なものの見方・考え方をすることで，今の自分を
肯定でき，自信を持てるようになるという言葉が印象的であった。自分も小さなことでも
満足し，これを積み重ねることで次の目標を見いだせるようにしていきたいと思う。

29 小学校
　明日から２学期かあと言う気持ちではなく，肩の荷を下ろしてそのままの自分で仕事
ができそうです。２日間ありがとうございました。

30 幼稚園

受講してよかった！と素直に大きな声で言える講義内容でした。 色んな面から物事を
見つめ、発想を豊かにすること。自分を大切に好きになること。これからの人生が大き
く変わるのではないかと思えます。今まで自分が主人公とは言えない人生を送ってき
ました。これからはまずは力を抜いて自分が楽しむこと！そうすると自然にうまくいくよ
うな気がします。貴重な時間を過ごすことができました。ありがとうございました。

31 幼稚園

 たくさんの教材を準備していただき、どれも興味深い物でした。実際触って楽しさを感
じる事が出来ました。　「みんなちがって，みんなおなじ、人間っていい」なんて素敵な
言葉でしょう。自分を少しでも好きになれるようになりたいです。　2日間でしたが，あっ
という間でした。とても楽しく学ぶことが出来ました。ありがとうございました。

32 その他

２日間続けての研修ではじめは不安でしたが、視野が広げ、ものごとのものの見方等
教諭生活だけでなくこれからの自分自身の生き方にもとても参考になりました。そし
て、先生の教材の引き出しの多さにびっくりしました。沢山の教材だったので準備片付
け運搬も大変だったと思います。本当にありがとうございました

33 保育園

内沢さんの講義はとても興味深く、楽しく参加することができました。子ども達の事だけ
ど、自分自身のこれから生きていく力や、生きていく為に必要なことを教えてもらえまし
た。「他人の評価の影におびえるな」は評価されてもいないことを思い込んで気にしす
ぎている。という言葉は心に残っています。自分が主人公になる生き方をすることで、
まわりを笑顔にしていけるように自信を持って考え方を変えていこうと思いました。とこ
ろどころに実験も挟まれていて、子どもたちにも見せたいな！と思えるものでしたし、自
分も驚くものでした。自分の生き方、考え方を振り替える素敵な講義をありがとうござ
いました。また、是非お話を聴いてみたいです！

34 幼稚園 楽しい教材がたくさんあって面白かったです。
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Ｎｏ 学校種 回答

35 こども園

「生きる」を育む教育ということで話を聞かせていただき自分が今まで正しいと思って
やってきたことが果たしてどうだったのか・・・と考えさせられました。「子どものために」
ではなく「子どもの立場で」を忘れないようにし、今後の仕事に、子育てを楽しんでいき
たいです。

36 幼稚園

２日間ありがとうございました。先生の話や人柄にすいこまれ、あっという間の時間で
まだまだ聞いていたかったです。自分が自分の主人公！！視野を広げて、いろいろな
角度から物事を考えられるようになりたいです。また機会があったらきいてみたい講座
でした。ありがとうございました。

37 幼稚園
生きる力を育むとして、みんな、自分が自分の主人公ということで私自身がとても、身
になった講義でした。先生のホームページ、閲覧させていただきます。ありがとうござ
いました！

38 小学校 新たな考え方を学びました。

39 その他
2日間ありがとうございました。たくさんの準備をしてくださり、1つでも今日来て良かっ
たと思えるような収穫をして欲しいという先生の思いが伝わりました。

40 こども園
実際、通常接している子ども達とは得られる状況や内容が異なるものがあったので難
しいものがありましたが、生きる力を育むために学んだことを参考にながら子どもたち
に接していきたいと思います。

41 小学校

大変ためになる講義でした。子ども達が生き生きとあるためにはまず私達自身が学校
を生き生きと楽しめるように生きること，自己を肯定することに変な罪悪感を覚えず受
け入れることが，子ども達のありのままを肯定的に受け入れ，楽しい学級・授業づくり
に繋がること，心から納得できました。２学期が待ち遠しく感じます。

42 幼稚園

  2日間ありがとうございました。内沢さんの話は、魅力的なもので、言葉にとても惹き
つけられました。特に、いまを生きるという中で、イチローの話にもありましたが、『今の
自分』をよく知り、そして小さなことにも満足するというところには、それでいいんだ!と
すっと肩の力が抜けたように感じました。今を一生懸命に生きて、それを客観的に認
めていいぞ！という自分もいるとすごく良いのではないかと思いました。  発想を豊か
にすることわざ、格言集も心にとまるものばかりでした。物の見方は、視点を変えると
プラスになる！この文を日めくりカレンダーみたいなもので、毎日ステキな言葉にかこ
まれていたいとも思いました。私は、どちらに転んでもシメタ。好きでした。失敗しても、
また次があるじゃないか、この結果でも良い感じだよ。と、自分に言われているようでし
た。たくさんの資料を見返して、自分のこれからにプラスになれるよう、がんばっていき
たいです。本当にありがとうございました。
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Ｎｏ 学校種 回答

43 保育園

2日間ありがとうございました。とても楽しい講義でした。話の内容も途中で提供してく
ださる遊びもどれもわくわくするものでした。遊びで紹介されたものは、実際に作り方
や売っている場所などを教えてくださり、すぐに使える知識として役に立ちました。考え
方が変わるだけでこんなにも物事の見方が変わるのだと知り、ことわざや格言、詩な
ど迷った時や悩んでいる時に思い出すと楽になるだろうなと思いました。虹が何色か
は固定概念として、七色だと思っていましたが写真で見て数えると六色しかわからず、
また遠目で見るとさらに少なく見え、自分の知っていること、一度学んだことが全てで
はないのだと改めて感じました。内沢さんの楽しい講義を受けることができて良かった
です。ありがとうございました。

44 保育園

とても楽しくワクワクするような講義でした。インタビューなどはドキドキしましたが、い
ろいろな先生方の声も聞け、また現場で頑張っていこうと思いました。保育、教育につ
いて学び、また自分を振り返ることもでき、沢山のことを学ぶことができました。講師の
先生もが自分のお話などされながらとても楽しかったです。ありがとうございました。

45 小学校 ２学期からの指導に活かします。ありがとうございました。

46 小学校

楽しい授業の実践例をたくさん紹介してもらい、２学期に活用していきたいと思いま
す。子どもたちと楽しい時間が作れそうです。不登校やいじめ問題など、生徒指導の
難しさを痛感しているときでしたので、今回の講習で、少し心が軽くなったように思いま
す。講習中に紹介された本「新しい道徳」を購入して読みました。面白かったです。本
校では「道徳科」を研修テーマにしていますので、よい刺激になりました。ありがとうご
ざいました。

47 小学校

　とても元気の出る講習会でした。ものの見方考えかたはひとつではないこと，今の自
分を肯定できる生き方が大切なことなどたくさんの力をもらいました。　「〇〇のためで
はなく〇〇の立場で」の話や「心配しないで信頼すること」の話などこれからの生き方
にとても参考になりました。子育て中の保護者の方々にも聞いてもらいたい内容でし
た。ありがとうございました。

48 こども園

今回の講義により、自己肯定感というものが高まったように思えます。できる・できない
で判断するのではなく、ありのままの姿を受け入れていけるような教職でいたいと思う
ことでした。子ども達と楽しむことができるようなアイデアもたくさんいただく事が出来ま
した。ありがとうございました。

49 幼稚園

短大を卒業して以来のじっと席についての授業を２日間、全然苦ではなくとても楽しい
講習でした。たくさんの工夫を凝らし、内容も深い講習で、どんどん頭に入っていきまし
た。ありのままでいいこと、自分を大切にして今を気楽に生きていこうと思います。まさ
に生きる力。内沢さんから感じました。この２日間で学んだことを、職場や子どもたちに
伝えます！人生をかえたといっても過言ではない授業を２日間、ありがとうございまし
た。
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Ｎｏ 学校種 回答

50 幼稚園

内沢さんの2日間の講習を受け、とても楽しく過ごしたくさんのことを学べたのでまた受
けたいと思いました。『つまずいたって　いいじゃないか　にんげんだもの』とクラスの先
生たちで言いあいながらお互いをフォローしあい楽しく仕事をしています。そして、子ど
もの立場で考え、自分を大切にし日々を過ごしていきたいと思いました。たくさんの遊
び道具ありがとうございました。12月２日どうしようかな～と考えている私です。何より
内沢さんの講習を受けれたこと神さまに感謝します。内沢さんたくさんの学びをありが
とうございました。

51 中学校
本当に楽しい講義でした。教育現場では、忙しさに追われ忘れていたこと、目指すべき
姿を思い出したような気がします。ただ、実践できるかどうかは別ですが･･･教員生活
30年を過ぎて、リフレッシュすることができました。

52 その他

ありがとうございました！とりあえず自分を好きになってみます！やはり、冷房のかな
りキツイ場所がありました。しっかり持ってきていた年配の先生もそれでも足らず寒そ
うで、私の手持ちを貸しました。それぞれ持ってきていらっしゃるとは思いますが場所
によってはとても冷えるのかな、と。。。去年受けた先生も寒すぎて体調が悪くなられた
ようです。お2人自ら話していらっしゃいましたが、お年の問題もある、とのこと。笑毎年
あるなら、ブランケットかバスタオルが数枚各教室にあればいいのになぁと思いまし
た。

53 保育園

幼児教育における近年の制度改革動向の講義を受けて、少子化時代の幼児教育の
役割や専門性について考えることができた。幼年期の発達、幼児教育の位置づけ、実
践記録など実践を考察し質を高めるための主立てについて、幼稚園・認定子ども園・
保育園の先生方とグループ討議をするな中で、子どもと親の発達課題を考えたり、幼
児教育改革について育ってほしいこと、子どもの声を聞くなど、様々な意見交換をする
ことができた。今回の講義で学んだことを保育でも活用ようできるように、職員全体で
園内研修していきながら、質の向上をめざしていきたいと思います。

54 高校
　「生きる力」を育むために，これからの学校教育のあり方について知識を深めること
ができた。また，たのしい授業のあり方や生徒の自信や意欲を高める指導方法につい
て学ぶことができた。今後の学校現場で活かしていきたい。

55 高校

ものの見方・考え方を変えること、その一点に尽きる講義内容でした。ただそれをする
ためには、どうするのかを考えるのに「たのしい授業」があったように思えます。そし
て、いじめや不登校、これらの問題も一方向からの見方で決めつけるのではなく、多
面的なものの考え方が最も重要であることを再確認できました。A＝A≠Aこれをこれ
からも心に留めて生徒達と関わっていこうと思います。

56 その他

今回は、2日間の講習会でした。1日目は冷房が寒くて大変でした。それなりに色々と
準備をして持って行きましたが、それでも寒くて大変でした。2日目は、場所を変えたら
大丈夫でした。講習会の内容は、飽きが来ないように工夫されており、楽しい時間を過
ごせました。講習会を終えて、改めて仕事に対する意欲も変わると思います。
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57 小学校
講義の全般を通して、温かい人間観を感じた。子どもをどうとらえるか、自分自身をど
うとらえて生きていくかについて考えさせられ、明るくよりよく生きる勇気を与えてもらっ
たように感じる。

58 幼稚園

学校現場だけに限らず子育てにも役立つお話が聞けました。発達障害と言われる子
どもたちが、クラスに数人いる時代です。その子たちも、他の子どもたちも、やりたい事
をやりたい時に一生懸命やれるそんな保育ができれば誰もストレスを感じないのでは
と思います。いろいろな方向から見て、思い込みをなくし、まっさらな心で子供たちと向
き合えるようにしていきたいです。そして、何より自分らしく生きていこうと思います。二
日間ありがとうございました。

59 その他

今回の講習で内沢さんのいろいろな話を聞き、「自分の人生を主人公として生きる」と
いうことが心に残りました。誰だって「そのまま」「ありのまま」の自分でいることの大切
さをいろいろな見方から子どもたちへ伝えていきたいなと思いました。貴重な時間をあ
りがとうございました。

60 こども園

二日間１２時間の講習、始まる前までは緊張もありましたが終わってみるとあっという
間に過ぎていったように思います。毎日の繰り返しの日々に落ち込むこともあるのです
が、自分のありのままに少しの自信を信じて子どもの前にたっていこうと思います。も
のの考え方・見方であんなにも楽に、楽しくかわれるのかと思うと生きていくのも楽しい
なと思うことでした。子どものためにでなく、子どもの立場に立つこと(見えてくるものが
ありますね)これは現場でも活かしていくことで若い職員にも伝えていきます。もちろ
ん、ことわざ・格言もですが誰かにつたえ、話を聞いてほしいと思える講習でした。プリ
ント量もさる事ながら、合間に披露してくださるおもちゃや紹介本の数々、予想を立て
てからの実験など楽しかったです。保育の中では、すぐに役たつのもあり、隣で講習受
けた先生と「あすから、お昼寝の時間に型どりしよう」とさっそく盛り上がっていて、こど
もたちの笑顔が見れるのを楽しみにすることでした。何事も考えすぎるといっぱいに
なってしまう性格なので、いい加減はよい加減・・とバランスをとりながらやっていきた
いと思います。あんなにたくさんの資料など用意して講義してくださりありがとうござい
ました。内沢さんは、この講義を引き受けた理由を教えてくださいましたが、きっとこの
お仕事が大好きで、生きがいでもあり、たくさんの教職にいる方々、いやあらゆる人た
ちに生きていくのは“楽しいものですよ”“ありのままの自分を好きになって”との想いか
らなのでは・・。同じ時間を共有できたこと感謝します。これからもますますご活躍くださ
い。ありがとうございました。

61 こども園
音階パイプや、真鍮の音に衝撃でした。とてもきれいな音色で、驚かされました。子ど
も達にも是非聞かせてあげたいと思いました。工作の時間もすごく楽しかったです。あ
りがとうございました。
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62 こども園

２日間内沢さんの講義を受け、物の見方は様々で人それぞれに色々な見方、考えが
あることを写真や実験などを通して身をもって知ることができました。物事に対してこう
なんだ！！と決めつけるのではなくこんな考えもあるんだ！！っと自分自身が発想豊
かにあるべきだなと感じました。自分らしくいきるためにも人の目を気にせず自分を信
じ過ごしていきたいと思います。また、子ども達と楽しく過ごすためには、まず自分が楽
しめているのか！？内沢さんが講義を進められるなかで常に楽しくされてるのを拝見
して学ばさせていただきました。ありがとうございました。

63 こども園
とても楽しい講義でした。今までの保育や子育ての振り返りができたり今後に活かして
いきたいことがたくさんありました。ありがとうございました。

64 高校

二日間ありがとうございました。楽しい授業を実践を通して経験することで，頭で考え
るのもいいけど，とりあえずやってみた方が楽しめることに改めて気付かされました。
不登校に関する講義でも誰も悪くないし，ダメということをダメとしない方がちょうどいい
感じになるという考え方も知ることができて良かったと感じました。

65 こども園

この講習を受講し、学ばせて頂いた事がたくさんありました。不登校の問題については
事例をあげ、具体的に説明をして下さり、私達大人でも仕事休みたいなと思う時はあ
るので、子どももあるだろうなと思いました。子どもの言葉一つ一つに耳を傾け、対応
出来たらと思います。

66 中学校
ゆるい感じの授業である。すべての面で納得できるかと言えばそうではないが、自分
に使えそうなものだけ上手く使えばいいと思う。

67 その他

　人はみな同じだが、一人ひとり違う。そう思いながら、子どもと接してますが、改め
て、ありのままの自分でいいのだと再認識しました。他人の評価を気にしてました。恐
れることを恐れず、進め！　大切な事を楽しい講義で学びました。虫メガネの実験は、
新しい意外な発見でした。また、紹介された本を是非、読みたいと思います。

68 小学校
とても楽しい講習でした。これまでの自分の考えが変わったり、子どもへの対応を反省
したりしました。二学期からの学級経営に活かしていきたいです。ありがとうございまし
た。

69 中学校

　貴重なお時間をありがとうございました。ものの見方や考え方を１つと定めないこと、
将来ではなく、今現在に一生懸命になることなど、教職だけでなく、生き方を考えさせ
られる２日間となりました。これからもアンテナを高く、固定概念にとらわれない生徒と
の関わりを心がけていきたいと思います。
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70 保育園

　楽しい講習をありがとうございました。自分も学生の頃の授業を思い出して、つまら
ない授業と楽しい授業があったなと思い出すことでした。ただ楽しいではなく、子供たち
にとって魅力的な、印象に残る授業をしたいなと思いました。また、先生の講習を受け
てありのままの自分でいたいなと強く思いました。そして、ものごとを様々な角度からと
らえて、見方を変える。今までも、意識したことはありましたが、講習を受けて更に意識
が高まりました。努力してではなく、自然体でできたらいいのかなと思います。

71 中学校

　「生きる力」の核心は自信・意欲。しかし、子どもたちに対してそう言える自分である
のか。教師自身が自信に満ちて子どもたちの前に立てるようにならなければいけな
い、そのことを教えていただきました。これから、一面的でない「物の見方・考え方」が
できるよう、教育に関する「常識」も1回疑問を持ってみて、本当にそれでいいのかを考
えながら前に進もうと思います。ありがとうございました。

72 幼稚園
内沢先生が楽しい教材を準備して下さり、休憩時間も楽しく過ごせました。幼稚園に、
勤めていますが子供達にもしょう内沢先生が、楽しい教材を準備して下さり、休憩時間
も楽しく過ごせました。

73 中学校

２日間にわたる講習で、いろいろなものの見方や考え方に触れることができ、凝り固
まった固定観念に新たな風を吹き込ましていただきました。また、たのしい授業の実践
例を通して、子どもが主体的に学ぶための方策についても考えることができました。２
日間どうもありがとうございました。

74 こども園

2日間の講義を受講して、簡単に作れる玩具や文庫の紹介、いじめや国際的な問題な
どを取り入れていて分かり易かったです。物事の見方は1つではなく見方を変えること
によって色々な方向から見えてくるのだと学びました。虫メガネの実験も実際になって
みることで、その場で予想していたものと違ってなるほどと思い、子ども達にも試して貰
いたいと感じました。全体的にユニークな講義でとても楽しく過ごせました。ありがとう
ございました。

75 幼稚園
　２日間の講習どうもありがとうございました。　内沢先生から教えて頂いたことを、明
日からの教育現場に活かしていけるように努めて参りたいと思います。

76 高校 非常に中身の濃い授業でした

77 こども園 改めて、自分の仕事に対しての姿勢を考えさせられました。

78 高校
2日間ありがとうございました7月8日の講義も内沢さんでしたが内容も違う話でしたの
で退屈せず楽しい時間を過ごすことができました自分が楽しい授業をすることで生徒
と共に活気のある時間を過ごしていきたいと思います

79 その他
二日間の講義でとても充実していた。先生の話の題材がどれも興味を引くものであり、
とてもためになりました。ありがとうございました。
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80 保育園
内沢先生の講義はとても楽しかったです。子どもと過ごす事がまた楽しくなりました。
腰が悪く、風邪気味の私にとって、静養室を設けて下さったこともありがたかったです。
とても有意義な2日間でした。

81 こども園
 　とても楽しい講義でした。これから自分のことを好きに大事にできそうな気持になり
ました。迷ったり悩んだりした時は板倉聖宜のことわざ格言を見返したら、元気になれ
そうです。　ありがとうございました。

82 保育園

今回の講習では、2日間ということでは、始めは、大丈夫かな？どんな講習かな？小
学校主体と思いながら参加しました。講習開始から、コロコロリングを紹介され、なか
なか上手くできず、あきらめました。やり方を聞くとすぐに納得し分かりました。たくさん
のことわざわを紹介され、うなづくことばかりでした。　ものごとは、いろいろな見方・考
え方ができると、頭では、理解できるが、いざ現場でその時にさっと対応できるかと言
われると難しいです。　楽しい授業は、準備、試作、を通し自分も楽しみ子供たちも楽し
めるようにしていきたいと思います。色々な教材を紹介して下さりありがとうございまし
た。また、クイズなどあり、多彩な講習となりました。いつまでも元気に頑張ってほしい
と思う講師の先生でした。

83 保育園
講義内容の他にコロコロリングを始め、いろいろな遊びだったり、楽しい授業もあって
二日間楽しかったです。ありがとうございました。最後のビンゴで当たってコロコロリン
グをゲットしたかったです。

84 幼稚園
まずはありのままの自分を認め自分を好きになる事「自分の教職人生を主人公として
生きる」すばらしいメッセージをたくさん学びました。学んだ事を少しでも多くの子ども達
や職員につたえていきたいと思います。

85 こども園
  「自分を大切にしても良い」というメッセージを繰り返し話してくださりホッとしました。
ありがとうございます。わかりやすく親しみ深い語り口での講義で２日間楽しく受講でき
ました。実験や遊びも盛り込まれており充実した内容でした。

86 中学校
大変素晴らしい講義をありがとうございました。「生きる力」を育むために必要なことな
どとても良い研修となりました。

87 こども園

生きる力を育むこれからの学校教育を学んだが、当たり前の事がそうでなかったり、
様々な事を認めて信じていくことが大事だと思った。子どもたちの事を認めて行きなが
ら、子どもたちの立場になっての教育は、簡単な様で難しいかも思った。しかし、先生
は実験や歌の歌詞など色々な例えを出して、分かりやすく講義してくれたので、勉強に
なった。

88 中学校
視点を変えれば，考え方も変わるということを，たくさんの事案を使いながら教えてい
ただきました。楽しい授業という点でも，導入からの考え方など参考になるものでした。

11 / 22 ページ



11068自由記述

Ｎｏ 学校種 回答

89 こども園
これからも保育士として質を上げる為に自分にとってとてもいい講習を受けさせてもら
いました。ありがとうございました。とても楽しい講習でした。

90 こども園

内沢先生の寛大さ、考え方、とてもよい為になる話が多く、受講し本当に良かったで
す。人をひきつけるアイディアも沢山あり、自分も工夫して保育が出来るよう努力した
いと思いました。学び得たことをこれからの、幼児教育の現場で活かし実践していこう
と思います。ありがとうございました。

91 高校
学校の枠組みの中では，一つの物事を一方的に見がちであり，今回の講習を受講し
て物の見方にはたくさんの視点があることがわかった。現場に帰り，生徒と向かい合
いながら学んだことをいかしていきたい。

92 保育園

いろいろな遊びや虫めがねでの予想、そして実験楽しかったです。でもマイクが来るな
とドキドキしました。たつ授すごい。笑顔の先生を見ていると自然と笑顔が、変われる
気がしました。自分が主人公で生きたいと思います。人の目を気にせず笑顔で過ごし
ます。ありがとうございました。

93 保育園

　自分の物の考え方や見方が偏っていたのだなと実感しました。考え方によってはマ
イナスのこともプラスになるということは悩んでいた事が軽くなり生きる力の糧になるの
だと思いました。まずは大人がもっと視野を広げなれば子どもたちの教育も凝り固まっ
たものになってしまうのでまずは自分自身が視野を広げ、内沢さんがおっしゃった考え
をもとに自分の考えを変えていけたらと思います。　このような講義をして頂きありがと
うございました。

94 こども園

  とてもユニークな授業で楽しく講習に参加させていただくことができました。いじめに
ついてもたくさん大事なことを学び、気付かされた講習で胸にずっしり響く内容ばかり
でした。今日学んだことをしっかりと保育や子育てに生かしていきたいと思います。今
日はありがとうございました。

95 こども園
２日間ともに講義の内容も、とてもわかりやすく自分自身の生き方に対する見方・考え
方も変わった。また、聞くだけの講義だけではなく、実験や工作して楽しめる授業形式
にも関心を持てた。今後の、仕事や子育て等に活かしていきたい。

96 こども園
内沢さんの講義は分かりやすく楽しくてあっという間の2日間でした。ありがとうござい
ました。早速、園でブーメランとプラトンボを作り子ども達と遊びました。とても喜んでい
ました。

97 中学校
　ものの見方や考え方が広がり，自分自身について考えることができました。また，楽
しい授業も参考になりました。ありがとうございました。

98 小学校
教員として過ごす中で様々な視点を持つことは、子どものためにも自分のためにもな
るのだと感じることができました。
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99 中学校

2日間、終日同じ講師であったため、私自身が頑張り切れるか不安がありましたが、内
沢先生の独特の進め方（あいまいさもありながら時には明確な指摘もあり、またおだ
やかに進めながらも時には力強く語る姿勢）により、受講しきることができました。これ
まで、自分自身の日々の取り組みに終わりが見えず、疲労感だけが蓄積していたので
すが、今回の講習の中で「吾唯知足」の大切さを強く感じ、今まで以上に教師としての
自分を大切にしてあげよう、そして元気になった自分が生徒の前にいつも立つようにし
ようと思うことができました。また、講習の中で紹介のあった北野武さんの「新しい道
徳」を早速購入し読んでいますが、「道徳って難しいけど楽しいな」、「道徳って押し付
けたらだめだし、押し付けるなら自分たち大人が手本となって子どもが自ら真似てみた
いな」と思わせることが大切だなぁと感じています。何か「これ！」というものを学んだと
説明ができないのですが、参考にしたいと思うことは上述のとおり確かにありました。
子どもの成長のために押し付けるのではなく、選択させるための多くのことを伝えられ
る教師を目指します。

100 小学校
とても楽しい講習で、もっともっと教えてほしいと感じました。身近なところの疑問をこん
なに広げて考えられるのかと感動しました。本当にありがとうございました。

101 高校

　生徒の「生きる力」を育むためには何が必要か？といった内容で特に興味を持ったこ
とは、生徒が楽しく授業に参加できる方法を具体例をもって教えていただいたことであ
る。私たち教師は基本的に教科書に沿った授業を展開するが、紹介していただいた本
やインターネットのサイトを活用して生徒が楽しく授業に参加し、生徒自身が主役にな
る授業が展開されることで、生徒の自己肯定感が高まるとおもった。そのためには、教
師の教材研究を高めることが必要だと再確認もした。　またいじめの話もあった。知覧
中学校で起きた生徒の自殺に関することであったが、担任業務をする中で、最も気に
なることがクラス内、学校内における生徒の人間関係があげられる。いじめ実態調査
を毎学期おこなうが、この内容はいつも気になり、小さなことを見逃すことによって、問
題が大きくなることが多い。そのためにも小さなことから対処していくことが必要である
が、情報化社会が発展していく中でいじめの構造も変化している。一人の教師が背負
うのではなく、学校が組織力を高め、生徒のいじめ問題等に対処する必要性を強く感
じた。　先生がとてもフレンドリーで聞きやすく、二日間、楽しく授業を受けることができ
ました。ありがとうございました。

102 その他

  「生きる力を育むこれからの学校教育」の講習を受講して、二日間楽しい時間を過ご
せました。ありがとうございました。    早速、文具店で二重リングを購入し、コロコロリ
ングを作りました。何回試してみても、何回目を凝らして見ても、１つのリングがコロコ
ロと転がっていくように見えて、飽きずに何度もやってしまいます。高校生乗せて息子
も、面白そうに遊んでいます。    この講習を通して「みんな自分が自分の人生の主人
公」で、自分を認められるようにならないと他人も認められない」ことを強く感じました。
私は、やっぱりなんとなく自分に自信が持てず自分の嫌いなところばかり考えてしまい
ますが、自分で自分を見つめ直し、自分の長所も短所も、全部含めて自分なんだと思
えるようになりたいと思います。     いろいろな方の言葉を紹介してくださいましたが、
心に残るものが多く今後の生活の場面で思い出されると思いました。ことわざ格言集、
北野武やイチローの言葉、また読み返して活かしていきたいです。    12月2日も楽し
みにしております。

103 その他

物の見方や考え方への柔軟さを学ぶ内容でした。不登校はいけないことではないとい
う考えは同じだったので嬉しかったです。たのしい授業をするには実験型や体験型を
取り入れることで夢中になることが分かりました。いじめ問題はとても深刻なことに改
めて気づかされました。
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104 高校

今回の二日間の講義は楽しい実験やお話があり，大変充実した時間を過ごすことが
できました。これまで自分自身が固定観念や先入観で物事を見ていたことに気付かさ
れました。発想を豊かにすることわざ・格言に書かれているように豊かな発想で多面的
な方向から物事を見ることの大切さを学びました。色々な遊び道具や書籍なども準備
されており，休み時間には夢中になってチャレンジしていました。子どもに戻ったようで
した。ありがとうございました。

105 保育園

2日間の講習を受けて、ありがとうございました。色々な面からの生きる力を話を聞い
て、職場・家庭のどちらでも役立つと思いました。自信や意欲の持てる言葉をかけてい
くように、していきたいと思います。 また機会があれば先生の講議を聞きたいです。あ
りがとうございました。

106 幼稚園
2日間の講習の中で自分自身の保育観とはまた別の視点から考えさせられる事が多
く、とても勉強になりました。また、「楽しい授業」の中で、たくさんの本や、アイテムを紹
介してくださり、今後にすぐに生かせるのでとてもためになりました。

108 幼稚園

 ２日間の講習に参加させていただきました。一つ一つの言葉にはっとさせられたり、
考えさせられたりととても充実した２日間となりました。この学びを自分自身のこれから
の生活に生かし、人生の主役となっていけるように楽しみながら頑張っていきたいと思
います。ありがとうございました。

109 こども園
生きる力、とても参考になりました。自己肯定感をしっかり持たせてあげられるように、
関わっていきたいです。また自分の子育てのこれからにも、いろいろなものの見方を大
事に【命が最優先】で子育てのしていきたいです。ありがとうございました。

110 小学校

　この講習を通して，人が「生きていくために必要な力」の根本にあるものとは何か，自
分なりに考えがまとまりました。今の自分を肯定できること＝自信。自信がある人を育
てていくことが大切だと思いました。そのためにも，まずは自分を認めてあげる事。そし
て他者を認める事。自分の中で，これまでと意識が変わりました。また，「子どものため
に」ではなく「子どもの立場で」考えるということが，私の教訓となりました。たいへん貴
重な時間となりました。ありがとうございました。

111 こども園

生きる力といえばできることを増やしたり、精神的に満たされた上で自立を目指してい
くような教育と思っていましたが、この2日間で生きる力って人間を人間として認めるこ
となんだ！と根本が違っていたことに驚きの多い講義でした。研修や本を読んだりしな
ければ毎日の教育に追われるこの職業。この講義は保育教諭の自分だけではなく、
日頃の自分にもおきかえ、むしろ、自分自身を認めることからという事を学びました。で
も、認めるって線引きは？甘え？甘やかし？などまだまだ深すぎて分からないので達
さんの本を読んで、たくさん吸収したいと思います。ありがとうございました！
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112 幼稚園

生きる力の講義に参加させていただき，親だから，教師だから，子どもだからと言うこ
となどを気にせず，「ありのままの自分」「自分らしく」「どうしても頑張れないときには無
理をしなくても良い」など，各々が自分のあり方を選んでいく。自分自身が自信をもてる
ように発想を転換し，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，自信がもてて意欲的になれる。子どもにさせていけないことや子どもに
してほしくないことは妨げるだけでいい。「人間を変えよう」としているから「人間を変え
る」なんてむずかしいどころか恐ろしいことで，してはいけないこと。いじめにあったら休
むことも大切。不登校になったら大変なことでなく，考える時間をいただいた絶好の
チャンスである。無理やり学校へ行かなくて良い。自分に正直になったらいい。自分を
第一に考え，「行きたくないときや行く必要を感じないときは学校を休む。不登校は子
どもの成長を促す。最初は疑問に感じたが，講義を聞いているうちに先生の考え方に
共感しました。そして気持ちも楽になり，予備校に行っている息子の将来を焦らず，見
守っていきたいと思いました。先生の講義に参加させていただいて，とても良かったと
思いました。ありがとうございました。

113 幼稚園

今回の講義で、1番学んだ事は人間ってみんな同じで、みんな一人ひとり違う。これも
イコールは等しくもあり等しくもなしと言う事でした。2日目の光と虫めがねの授業とても
楽しく子どものようにわくわくしました。どうしても固定観念で、考えてしまいそんな事で
きない！と考えてしまい実際に実験して結果が、わかるとすごいと思わず嬉しくなりま
した。今まですぐ色々な事をできないと決めつける所があったので、色々の方向で見
ていこうと思いました。2日間の講義で、今まで悩んでいた事も解決出来ました。自分
の人生を主人公として生きるという言葉そして短所は、長所にもなる事もわかりまし
た。また是非内沢さんの講義を、聞きたいです。

114 幼稚園

今回の講義において、これまでのかたよった見方、考え方を少し変えて、自分も、他
人、子ども達もありのまま受け入れることが普段の保育の中でも大切になることに気
がつきました。なかなか出来ないけど、心に余裕を持って子どもたちと育っていきたい
と感じました。仮説実験授業など、普段私たちには触れない事でしたがとても楽しく目
からウロコの発想、実験でとても集中して講義を受けることが出来ました。ありがとうご
ざいました。

115 こども園

あっというまの２日間でした。講義のなかで、目の前にいるこを認められないのは、自
分自身を認められていないから！自分を信じられない人間を、どうして他人が信じられ
るか！・・・確かに！と、心うたれました。恐れることを恐れずに自分をもっと好きになろ
うとおもいます。レジュメやことわざのプリントも何度もみるたび心があらわれます。たく
さんの実体験もおもしろかったです。２日間、ありがとうございました。

116 高校
これまでにない講義形式で楽しかったです。ものの見方、考え方が180度かわる内容
ですごく刺激を受けました。前向きになれる元気を頂ける講義でした。ありがとうござい
ました。

117 中学校 ・時々映像を取り入れ、わかりやすい説明があり、よかった。
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118 こども園
2日間貴重な講義でした。コロコロリングやリングキャッチャーや皿回しなどすごく楽し
かったです。また虹の話も楽しかったです。また機会があったら受けたいです。ありが
とうございました。

119 小学校
発想や視点の変換の大切さを学びました。また，自己啓発のような形の講義で前向き
な気持ちになれました。

120 その他

二日間の講義だったが、講師の先生の話ぶりに癒され、有意義な二日間を過ごすこと
ができた。教師としてこどもたちと向き合い前に、まず自分と向き合うことの大切さを学
んだ。これを機に、自分のこと、自分の気持ちなどをゆっくり振り返る時間を持つことが
できた。内沢先生ありがとうございました。

121 幼稚園

保育だけでなく、自分の生き方について考えさせられるあっという間の2日間であった。
子どものためにではなく、子どもの立場になって保育を行っていきたいと思う。また、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、保育をすること。今を大切に、子どもたちと一緒に過ごしていくことの大
切さを改めて感じることができた。

122 小学校
すぐに現場で実践したい内容もあり，ありがたかった。いろいろな考え方があると気付
かされる講義だった。

123 保育園

生きる力がどれだけ大切さや重要性なのかがわかりました。いじめのについても、いじ
められると不登校になり、自殺する子もいるので、親がしっかりと子供の話を耳を傾け
て自殺を防げるようにしないといけないと思いました。面白い実験などもたくさんあって
ホントに参加して良かったと思いました。ありがとうございました。

124 幼稚園

今回の講義を受けて、私自身のものの見方・考え方が変わりました。私がだったらこう
だなと今まで感じていたことも違う観点から考えることで前向きに変わる。そういう考え
方の違いに驚きと発見でした。また、世界で活躍するアスリートの名言は深いものでし
た。自分を認めてあげることで強く、そして相手にも優しくできる。まずは自分を大切に
しなきゃなと思うことでした。自分を知る。そして、時には褒めていきながら自己肯定の
持っていけるよう今回学んだことをこれからに生かしていきたいです。

125 こども園
見方、考え方にもいろいろな多面性があるんだ。自分の物の見方、考え方もかわりま
した。これからの人生、主人公でいられそうです。休憩時間もいろいろな遊びの道具や
絵本に触れることができ、退屈せずに２日間講習を受けることができました。

126 小学校
２日間，とても楽しい研修となった。子どもの興味をひくようなおもちゃを実際に作った
り，子どものころに返ったように答えを考えたりして，これからの教職生活で生かせるこ
とをたくさん学ぶことができた。
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127 小学校
たのしい授業の例をたくさん教えていただけたので，私自身もたのしく学ぶことができ
ました。ありがとうございました。

128 小学校 大変熱心な授業に感謝しています。勉強になりました。ありがとうございました。

129 保育園

今回「生きる力」を育むこれからの学校教育の講習を受けて、この講習を選んで本当
に良かったと思いました。講義も一つ一つが教諭としても人としても大切で興味深い内
容でした。また、様々な遊び道具や教材など、未就学児から大人まで幅広く楽しめるも
のをたくさん紹介していただきありがとうございました。これから現場で子ども達と楽し
みたいと思います。講習を受けて、なにより印象が強かったことは、内沢さんの笑い声
でした。思わず自分も他の方もつられて笑ってしまう、周りを笑顔にしてしまうようなス
テキな笑い方で、心が温かくなりました。なんだか思い出すと前向きになれちゃいそう
です。今回の講習で教えていただいたたくさんの事を生きていく上で大切にしていきた
いと思います。２日間ありがとうございました。

130 保育園

講習を終え、それぞれの講義内容に合わせた資料を準備されていて、それらを見なが
ら進められ、いろんなことを考えながら沢山のことを学ぶことができました。又、楽しい
授業の実践例ゃ楽しい工作、その他沢山の興味が持てる教材などの紹介もあり、盛り
沢山で充実した内容の講習だったと思います。このような、貴重な講習を受けさせてい
ただきありがとうございました。

131 高校

　内沢さんの講義を受けて，今まで仕事で不安になっていたことが解消されてスッキリ
しました。一緒に講義を受けていた先生方も，帰り道の電車を待つ間に「ダメな自分を
認めよう」と楽しそうに話していらっしゃいました。2学期が始まり慌ただしい生活に戻り
ましたが，クラスの生徒が無事にそろっていてホッとしました。市内の中学校では生徒
の自殺といった御不幸も起こってしまいましたが，目の前にいる生徒が全員無事でい
るだけでとても素晴らしいことなのだと改めてかみしめることができました。　今この瞬
間もソリの合わない同僚と同じ部屋で仕事をしていますが，「他人の評価の影におび
えない」を忘れずに肩の力を抜いてやっていこうと思います。本当にありがとうござい
ました。

132 保育園

2日間に渡って講習しましたが、これからの学校教育はどうあったら良いのか、楽しい
授業の実践例の紹介など、とても分かりやすく楽しく学べました。ことわざ集もとても読
んでいて納得するものも多かったです。そして、意欲や自信を育てる教育のあり方をあ
らためて考えさせられ、自分自信の教職のありようについても深まりました。また、いじ
めの有効な対処についてもとてもためになりました。今回学んだことを子どもたちにも
伝えられるよう実践していきたいと思います。

133 中学校

内沢さんの講義を久しぶりに聞くことができて、学生時代の講義をとても楽しく受けた
ときの事を懐かしく思い出すことでした。仮説実験授業（楽しい授業）の考え方や板倉
さんの「ことわざ・格言」に沿って人生観を学んだり、ものづくりや道徳的な話題（オシ
ム監督の動画やイチロー選手の話題）やいじめの事や学校の現状などなど、２日間と
てもリラックスしながら楽しく深く学べました。また、次回講義を聴ける機会を楽しみに
しています。貴重な２日間をどうもありがとうございました。
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134 高校

　「生きる力」を育むためには、私たち教員も主人公にならなければならないことを気付
く講習になりました。「楽しい授業」体験では多くの遊具や仮説授業なども知ることがで
きました。また、不登校の子どもに「逃げる」ことを教える大人や教師が必要であること
を忘れずに、子どもたちの主体性な行動を待ちつつ、タイミングの良い指導をこれから
も継続して行う必要を感じました。ありがとうございました。

135 高校
実践例を含む多彩な資料を用意していただき、教職員としてもいち個人としても興味
深い内容であった。夏季休業明けの生徒指導についてもさっそく活用でき、ありがた
かった。（運営について、会場のマイクがしばしば途切れていたのが気になりました。）

136 保育園

2日ありがとうございました。実験などあって実際に体験したりして楽しい講義でした。
また心に響く言葉もたくさん知ることができて、いじめの話では命について深く考えるこ
とができました。人間は同じだが、違う。色んなかんがえおもいがあり前向きに考える
ことができました。ありがとうございました。

137 小学校

　楽しい講義を受けることができて，よかったです。出来ることを2学期の授業で生かし
たいなあと思いました。　とくに「音階楽器」を個人的に購入したいのですが，どこです
ればよかったのか聞き逃したのが，残念でした。機会があればぜひ購入して，子ども
たちと楽しみたいです。

138 小学校
実際に子どもたちと取り組める教材を紹介していただきとても楽しかったです。また，
いじめ・不登校問題等，過去の事例の経緯も興味深く，学校としての対応の仕方を考
えさせられました。ありがとうございました。

139 中学校 　とても勉強になりました。今後の職務に生かしていきたいと思います。

140 保育園

　２日間、分かりやすく、楽しい講習で有意義に受講することができました。ありのまま
の自分でいいという言葉に気持ちが楽になったような気がします。様々なものの見方
や考え方があり、子どものためにではなく、子どもの立場になって考えることなど気づ
かされることが多かったです。これから新たな気持ちで自分らしく前進していこうと思い
ます。ありがとうございました。

141 保育園
貴重な、講義を行っていただきありがとうございました。先生が、講義を進めていかれ
る中で、一言一言が、とても大切です私の心に響くものがありました。本当にありがと
うございました。

142 保育園

いじめについての講話をまだまだ聞きたかったです。知覧中のいじめの話は、本当に
聞いていて胸が痛かったです。帰ってから内沢さんのホームページから知覧中のいじ
めの陳述書を読みました。詳細がわかり、二度とこのような事があってほしくないと切
に思いました。この講話を受けなければこんなにいじめについて深く考えることはな
かったと思います。
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143 保育園
本講習を受講して、改めて教育の在り方について学ぶことができ、理論・考え方を再認
識し、幅広い視野、指導法等を習得することができた。

144 保育園

様々な実践を通して、自ら考えて楽しく学んでいくことや自分自身が楽しく生きている
かということについて強い刺激を受けました。また、一つのものをあらゆる角度から見
ることは、保育の中においても重要なことであると思いました。私たちがわくわくする楽
しい講習をありがとうございました。

145 中学校 駐車場を利用させてもらいたい。

146 幼稚園
　内沢さんの講義、受けていてとても楽しかったです。ものの見方、考え方を深く考え
てしまう自分がいるので、内沢さんの話を聞いて、フラットでいいんだと思うことができ
ました。また機会があれば、内沢さんとお話したいです。

147 中学校

２日間，ありがとうございました。生徒との関わり方や考え方を知ることができました。
ありのままに生きること，ものの見方はたくさんあること，「こうであるべきだ。」という常
識を考え直してみること，今を生きること，みんなちがってみんな同じであること。どれ
も今までの自分の中にない考え方でした。どの言葉も，いい意味で肩の力が抜ける気
がします。教職について，人生について考える良い機会になりました。ありがとうござ
いました。

148 特別支援学校

　色々と考えさせられることが多く，勉強になりました。もう一度，初心に戻って教員の
仕事に誇りを持って，障がいをもった子ども達が主人公となって毎日，子ども達のペー
スで活動できるように，支援をしていきたいなと思いました。　楽しい講義でした。資料
作りから教材作りの紹介などまでありがとうございました。「みんな違って　みんな同じ
人間っていい」日頃から意識して過ごしていきたいと思います。

149 中学校
これまでの指導の在り方や考え方を一変させられる講習で会った。様々な事例につい
て，受容の仕方で指導方法が変わってくるのだと感じることが多かった。授業改善の
工夫の仕方も学ぶことができ，今後に活かしていこうと思った。

150 こども園
とても身近に感じる講義内容でしたので、参考になり、大変有難かったです。本当に有
難うございました。

151 幼稚園
子どもたちとの保育で取り組みたいなと思うネタをいただきました。あらゆる見方をす
る、違う視点から子どもたちのことを見る、を今後も頭に入れつつ保育していきたいと
思っています。貴重な時間をありがとうございました。
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152 幼稚園

 「興味、感心を持てない勉強はしない」という子はすばらしい、という先生の考えに共
感しました。自分から学ぶ気持ちが持てれば、意欲や自信につながります。自分に自
信を持ち、自分を大切にできれば、他人を信じることができます。そして、生きることが
楽しいと思えるようになると思います。

153 保育園
2日間とても勉強になりました。資料のみだけでなく体験できる講義内容で楽しく学ぶこ
とができました。保育のみならず自分のことを考える機会にもなりました。とても良かっ
たです

154 その他

10年後の講習会でも受講したいので，元気で長生きされてください。いただいた<発想
を豊かにする>ことわざ・格言41は，ありがたく職員室の目の前に掲示させていただき
ました。不登校の生徒が2名おりますが，考え方を変えることで少しばかり穏やかに対
応できています。相手の「ために」ではなく，相手の「立場にたって」物事を進めていく
工夫を，これからも行っていきます。

155 中学校
クーラーがすごく効いていて、鳥肌がたつぐらい寒かったです。設定温度をもう少し上
げて欲しいなと思いました。講義はすごく楽しく受けられました！ありがとうございまし
た。

156 幼稚園
教育者としてだけでなく、一人の人間として生きていくのに自信を持てる、自分を好き
になれる、講習会でした。

157 こども園

・2日間の講習はコロコロリング、プラトンボから始まり、とても充実した授業であった。
まさしく「たのしい授業は意欲と自信を育てる」の実践であり、わかりやすかった。そし
て「発想を豊かにする」ことわざ・格言「ものごとは、色々な見方、考え方ができる」「み
んな違って、みんな同じ、人間っていい」この言葉が心に残った。いじめの問題からは
対処として危険から遠ざかること、逃げることが子どもを守ることになるので、子どもに
寄り添って考えていかなければならないと思った。最後に「生きる力」とは自信と意欲
である。子ども達に伝えていくには私たちが笑顔で保育を楽しむことだと実感しまし
た。私の考え方もわかりました。たくさんの教えをありがとうございました。

158 こども園

・楽しい授業ありがとうございました。物の見方・考え方、子どもと教育者との関係性な
どわかりやすく学ぶことが出来ました。自己肯定できるよう、ありのままの自分でいら
れるように自己承認し、他者をも承認していけるような人間でありたいものです。自分
が自分である為になぜなら生きる力の本質が自信と意欲に他ならないから。いじめ、
自殺に関して、この事はとても深く考えさせられました。人の人権を無視し、傷つけて
はいけない。人権を尊重し、命の尊さを子ども達にも伝えて続けていきたいと痛切に感
じた今回の講習でした。
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159 その他

分かりやすく面白い講習でした。分かりやすい授業をするためには、準備に時間と労
力を注ぐ必要があるんだなあと思いました。地図を細かく切り抜いたり、創造性のある
玩具を作ったり、工夫がある講習で驚きました。講師の先生はかなり細かい教材を作
成していて、凄いなぁと思いました。いじめの話や不登校の事、実際にいじめのために
亡くなった方がどんな風に感じていたのだろうかと深く考えられる内容でした。また、講
師の先生や色々な方のためになる言葉は、これから生きていくなかで必要になると感
じました。私は中学音楽なので音階パイプやバンジーチャイムが気になりました。リト
ミック的ですが、子どもの創造力を引き出す良いアイテムだと思いました。楽しくて面白
い授業が出来るように頑張ります。

160 その他

「生きる力」を育てることが教育の最大の目標であることは自覚していましたが、その
核心について深く考えることがなかったように思います。年々、いや日々進化する社会
において、今から大きくなる子どもたちが暮らす社会がどのような変化を遂げているの
かはまだわかりませんが、AIの発達によって大きく社会の仕組み等も変わってくること
は予想されています。　そのような社会を「生き抜く力」を私たちは身につけさせていか
なければなりません。責任が重いようでもありますが、今回の講義でもありましたが、
「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。」（五味先生）とあったように、子どもとともに歩み続ける教育者でありたいと思いま
す。　楽しい授業の在り方やいじめへの対処の在り方なども学ぶことができ、大変有意
義な時間を過ごさせていただきました。　学んだことを忘れず、今後の教育活動に生か
して参ります。　ご講義ありがとうぎございました。

161 幼稚園

　この講習を2日間受けて、自分の事を見つめ直すよいきっかけが出来ました。考え方
や物の見方が変わりました。子どもと関わりながら子どもの立場になって物事を進め
られる様なっていけたらと思います。みんな違って　みんな同じ　人間っていいの言葉
が心に響いてます。

162 保育園

 自分達がどう子どもたちを捉えていくか、どういう気持ちで向き合っていくのかを考え
させられました。また、話を聞きながら自分自身が楽しく、時には「真似したい」と思え
るものは真似から入ってみるという視点も分かりやすく良かったです。 実験、資料、言
葉などもたくさんあり、あとからまたしっかり振り替えるときに分かると思いました。これ
からの保育、自分の子育てにしっかり、じっくりと向き合い考えていきたいと思います。

163 保育園

今回の講義では、資料に目を通しながら進んでいくだけでなく、大人でも楽しめる製作
だったり、問題が出たりと内容も充実していたので、多くの学びや発見ができた2日間
となりました。 「生きる力」を育むこれからの学校教育の選択科目を受講した事で、今
後現場でも活かせられるだけでなく、私自身にとっても、とてもプラスになりました。他
の方々にも是非勧めたい科目です。

164 幼稚園

今回の講習を受講し、「物事の見方は一つだけではない。見方を変えると違う面がみ
えてくる。」という言葉が印象に残り、自分の物事に対する考え方が変わりました。高
い目標ではなく「今」の自分に一生懸命に、ありのままの自分や一人一人を大事にし
ていきたいと思います。
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165 高校
２日間を通して、とても興味深いテーマで有意義な講義でした。講義の内容は共感で
きるものが多く、学校現場だけではなく家庭でも活かせることなので実践してみようと
思います。ありがとうございました。

166 こども園

二日の講習を受け、保育や子育て教育の現場においてことわざや格言にたとえられ、
とても楽しく初心に戻った気持ちで受けることが出来ました。講習の合間に虫眼鏡の
実験やスライドなどたくさんの物を準備し私たちにわかりやすくそしてただ話しを聞くだ
けでなく一人一人にマイクを向け眠気や疲れもなくなった二日間でした。

167 高校

２日間楽しく受講させていただきました。「そのまま」「ありのまま」の自分を認めてあげ
ること、自分を大事にする事、物事を多面的に見ることの大切さなど、多くのことを学
ぶことが出来ました。子どものためにではなく子どもの立場で考えることを意識して過
ごしていきたいと思います。ありがとうございました。

168 幼稚園
これからの学校教育について教師も子どもも自信や意欲を持ち自分を認めて高めら
れたら良いと感じた。とても興味深い内容最後まで楽しい講義に感謝です。ありがとう
ございました。
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