
11051自由記述

○平成29年度教員免許状更新講習事後アンケート　自由記述
科目番号：　11051
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29年6月3日～平成29年6月4日

Ｎｏ 学校種 回答

1 小学校

ものごとに，いろいろな見方・考え方をすることで，楽しく毎日を楽しく過ごすことができ
そうです。他者がどう思うか心配しすぎることで，自由がなくなる。わたしはわたし。よ
いところもそうでないところもあるけど，それでいいんだと実感できた。「わがまま」であ
るということは，自分の気もちを大切にしていること。自分を大切にできる人は，他者も
大切にできる。本校ですすめている人権同和教育のベースと重なるところが多く，今回
の講義はとても充実したものになりました。

2 幼稚園

　内沢さんの今回の講義を聞いて、学校教育というよりは、これからの自　分の生き
方、ものの考え方にいかせると思いました。　物事の一面だけを見て、判断するのでは
なく、失敗してもまた別の方　　向からも見て、　自分が楽しく、自分が自分の主人公と
いうこと、これか　らは心がけようと思いました。　　ポジィティブ人間になろうと思いま
す。先ずガ何事も自分が楽しんでいこうと思いました。ありがとうございました。+

3 小学校 とても楽しく刺激のある内容でした。子どもたちと一緒に早速実験しています。

4 その他
講習ありがとうございました。たけとんぼやフリスビー、とても参考になりすごく楽しかっ
たです。ぜひ、園でも製作しようと思います。

5 その他

内沢先生の講義は興味深いものばかりで、ワクワク楽しいものでした。「子どものため
に」ではなく「子どもの立場になって」、偏った見方ではなく、いろんな方向から見方を
変えて子供たちと接していこうと思いました。ありのままの子供の姿を認め、自分に自
信が持てるような言葉かけをしていきたいとも思いました。内沢先生の講義で学んだこ
とを、今後の仕事に活かしていきたいです。

6 その他
こうでないといけないとういう考えのもとで話されるのではなく、物の見方を考えさせら
れる講義でした。受付を推進室であると思い待っていました。

7 高校

内沢先生の2日間におよぶ講義お疲れでした。ありがとうございました。早速、頂いた
資料にもう一度目を通して内容の想起をしているところです。今から、ホームページを
見させて頂き、生徒への教育活動にどしどし還元させていただこうと思います。先生に
出会えて良かったです。あるがままに、力まず、自分を大事に、自分が楽しみながらと
いうのが頭から離れません。私のこれまでの教育に対する既成概念を本当に良い意
味で覆して下さった稀有な先生に教わることが出来ました。今後もお身体に気をつけ
て、ご活躍なされますことを祈っています。
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Ｎｏ 学校種 回答

8 高校
２日間通して色々な資料・教材があり，飽きることなく受講することが出来ました。先生
の話術・引き出しの多さに驚きと感銘を受け，自分ももっともっと勉強しようと気持ちを
新たにしました。楽しい講義本当にありがとうございました。

9 その他

いじめ自殺の子の遺書や内沢先生の活動を通して、実際の教育に活かせる、教員と
しての心がけやあり方について実例を踏まえて学ぶことができた。また、楽しい授業の
ための副教材や、模倣から入るやり方、心を強くする格言集など明日から役立つ内容
を学べた。

10 その他

最初の講義ということもあり緊張していたが、先生の講義を聞いていく中で リラックス
して聞く事ができた。自分を主人公として考える。ありのままの自分で。子どもを変えよ
うとしない。という言葉がとても印象的で、納得できたし、これから教職に就くときには
心がけていきたいと思います。また、楽しく授業をするための様々な道具がとても魅力
的で、ぜひ活用したいと思いました。２日間の講義、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。

11 その他

　今回、講習に参加し、今まで自分の中にない考え方・理論を学ぶことが出来たという
ことがとても大きかった様に思う。今まで疑問に思っていたことの答えを見つけること
が出来たりと、これから自分自身が子どもと携わる人間として生きていく上で、非常に
プラスになる研修内容であった。

12 その他
生きる力の核心は、自信、意欲を持つこと。自信を持つには、ありのままの自分を認め
ること。今までは自分を変えることで自信をつけようと思っていたが、今の自分でもい
いと思えると、気持ちが明るく前向きになれた。

13 その他

二日間の講義本当にためになったと思う。そして、何よりもたっちゃんの授業楽しく、分
かりやすかった。「生きる力」の核心は自信と意欲だ、が、データによって、子どもたち
だけでなく、若者や大人も自信がないことが分かる。どうしたら自信を持てるようになる
か、たっちゃんの言葉は私の心に響いた、「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、自信をもてる」。子どもは学校に行く
のは当然だ、不登校は暗い問題だと思っていたが、その当たり前がおかしいだと講義
で気付いた。学校楽しいければ、子どもたちは行きたがるが、楽しくなければ、行かな
くてもいいだ。なぜなら、自分の気持ちを第一に考え、正直になればいいです。自分の
人生を主人公として生きるんだ。ありのままの自分でいいんだ。先生は子どもたち一
人ひとりを尊重し、楽しい授業を提供すれば、学校楽しんだ、学びたいという意欲出る
と思う。今回ためになったことを常に頭に入れて、楽しく教職務めたいと思う。

14 その他
２日間　とても興味を持てる講義で楽しかった。教師が楽しければ生徒も楽しいんだと
いうことがよくわかった。現場でも　楽しくというのをモットーに頑張って行こうと思いま
した。
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Ｎｏ 学校種 回答

15 高校 とても有意義な２日間でした。ありがとうございました。

16 幼稚園
2日間、ありがとうございました。いままで、難しく考えていた事が、少し楽に考えるよう
になりました。いじめ、不登校は、詳しく教えてくださりこれからの参考になりました。ま
た、機会があれば先生のお話を聞いてみたいと思います。

17 小学校
内沢さんの講習，とても面白かったし，目からうろこのお話しもたくさんあって，これか
らの自分の教職人生を見つめ直すいいきっかけになりました。ものつくりもたくさんあっ
て，楽しかったです。

18 幼稚園

二日間、楽しい実験やお話があり、充実した時間を過ごすことができました。「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いっしょに過ごせばいい」という言葉に、
子どもたちを変える必要はないんだなと安心感を覚えました。頑張っている自分、頑
張っていない自分、どちらも認めながら、これからも教職を楽しめるようにしていきたい
と思います。本当にありがとうございました。

19 小学校
 　これまでの自分の子どもに対する見方・考え方を振り返り，反省し，新たな意欲や見
方・考え方を持つことができた講習だった。

20 その他

内沢さんの講義を通して、生きる力を育む教育を行なっていくためには、子ども達に関
わる私たちが、ありのままの自分を受け入れ、ダメなところを認め、心を開いて接する
ことが大事なのだと感じました。人から評価されることばかりを気にするのではなく、自
分が気持ちよくいられているか、楽しんでいるかを考えながら働くことで、自然と子ども
達も「やる気」が出てくるような存在になれたらよいなと思います。 発想を豊かにするこ
とわざや格言、幼児でも楽しめるおもちゃ作りなど、たくさんの学びの収穫があり、充
実した二日間でした。ありがとうございました。

21 その他

受付場所の変更を知らず、、焦りました。推進室に貼り紙がしてあったら、助かります。
自分も、確認が足りなかったのかもしれません。２日間、色々な話をきいて、ものごと
は、色々な見方や考え方ができること、自分を主人公に考えるなど、色々な発見があ
りました！

22 小学校

 二日間に渡って，とても楽しい講義でした。子どもたちが楽しく学校に来れるような仕
掛けなどをいろいろ教えていただきました。子どもたちがいろいろな考えを持っていい
ということ。「みんな違ってみんないい。」ほんとに実感しました。　今日、早速､いろいろ
子どもたちに取り入れて見ました。いろいろたくさんの資料や教材・教具の準備まであ
りがとうございました。是非､また､先生の講義を受けてみたいです。
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Ｎｏ 学校種 回答

23 小学校
・今回の講習で、自分自身が多面的な考え方を認める必要性を痛感しました。・楽しい
授業が子どもたちの学習意欲を引き出し、自主的な学びが「生きる力になる」ことを体
験しました。・職場でも今回の内容を還流して、活かしていきたいと思います。

24 小学校

２日間、わくわくする講義ばかりでした。これまでの教職生活を振り返り、どこか一面的
にまた自分の固まった考えのもとにいろいろなものを見ていたように思います。今回の
講義を受けて、「発想の転換」「さまざまなものの見方・考え方」をすることでいろいろな
事が見えてくるということを学びました。「子どもたちのために」ではなく「子どもたちの
立場に立って」子どもが主人公になる授業作り・学校生活作りに取り組んでいきたいと
思います。自分が教職を楽しみながら。ありがとうございました。

25 幼稚園
講義をとても興味深くきくことができました。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。悩んだら、壁にぶつかったら発想の転換で乗り切ってい
けるようになりたいです。2日間楽しい講義ありがとございました。

26 小学校
二日間の受講で「教育」「子ども」について、固定観念や先入観にとらわれず、多面的
に見ることの大切を再確認できました。　　　　　　　　　　　発想を豊かにすることわざ・
格言は、物事をいろいろな見方、考え方ができる言葉でした。ありがとうございました。

27 その他

内沢さんの講義を受けてから仕事に対する気持ち、考え方が少し変わり、今のままの
自分でいいのだ、ありのままの子どもたちをそのまま受け入れていけばいいのだ、と
考え保育していくようにしたらすごく心も軽くなりました。ダメな自分も素敵だぞ！うまく
いかないことも多々ありますが、子どもたち以上に毎日を楽しく笑顔で過ごしていきた
いです。また、内沢さんの話聞いてみたいです。今回の講義を受講して本当に自分の
ためになりました。ありがとうございました。

28 中学校

　学校現場で日頃行っている教育活動の「常識」を、違う視点・角度から捉え直すよい
機会となった。　教師としての自分を大切にするという１歩が、子供を大切にすることに
つながるという、シンプルだが、実に腑に落ちる講義を、仮説実験授業や内沢先生の
ご経験からお話ししていただき、勉強になった。ありがとうございました。

29 小学校

　教員としてなんとなくうまくやり過ごしたり、慢心が生まれたりしていたが、本講義を受
けて教員になった頃の気持ちを思い出した。また、重く考えすぎていたことも、もう少し
考え方を変えてみようと思うことができた。　講義の中に「先生が教室で一番楽しそ
う！が生徒からの一番の褒め言葉」という言葉があったが、この言葉のようにわたしが
一番楽しんで、明るい学級経営を目ざしたいと思う。
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Ｎｏ 学校種 回答

30 高校

「生きる力」を育むこれからの学校教育について２日間の講習を受講し，新たなものの
考え方や今までとは違う価値観に触れることができました。教員とはこうあるべき，進
路指導，教科指導はこうあるべきであると決めつけていたのは自分自身であることに
気づきました。違う視点から見ればいろいろな考えや答えが出てきて，それがどれも正
解ではなく，どれもが正解なのではないかと，新しい考え方が出来るようになりました。
特に印象的であった言葉が「自分の人生の主人公となる」との言葉で，自分の教師人
生である。生徒のものでもなく，学校のものでもない。自分の教師人生であるから，自
分が先ずは楽しまなくてはならない。自分が楽しむ為には何をすれば良いのか。今ま
でとは違う方法が見つかりそうです。不登校についての考え方も，学校へ行く事が正
で，行かない事が負ではない。命を守るべき，死からの生還とありましたが，本当にそ
のとおりだと思いました。生徒の身近にいる教員である自分が生徒を追い詰めること
になるところでした。生徒と向かうときはいろいろな角度から視野で生徒を見ていきた
いと思います。そして，生徒と共に楽しみながら，生きる，生き抜く力をつけていきたい
と思いました。

31 その他

講習に、参加させていただき保育士としての初心の気持ちを思い出させてもらう2日間
となりました。先生の講義はとっても楽しくて学生の頃に受けさせてもらいたかったとお
もいました。講習を受けて子どもたちにあった時の気持ちを忘れずにまた、頑張ってい
きたいと思います。ありがとうございました。

32 その他

自分を主役に考えての人生を最近考えたこともなく、子供のためにと子供優先で考え
ていたけど、自分をありのままに受けとめ主役に考えないと子供にも伝える事など出
来ないと新たな考えを持つ事が出来た。自分を大切にする人生を送って行きたいと思
えるようになった。ありがとうございました。

33 その他

今回、講義に参加させて頂き、今まで思っていた価値観とは違い、まず、自分自身が
主人公になって自分の感覚を大事にするという事に驚ききました。「自分を大切にする
ことから道は開ける」と教えて頂いた言葉を忘れず、子ども達と向き合い、活かせてい
けたらと思います。楽しい講義、ありがとうございました。

34 その他
いろいろな物を使った実験などもあって、楽しんで講習を受ける事ができました。すぐ
に答えを聞くよりも予想をたてた方が、楽しい！！まさにそのとおりの講演でした。

35 その他

2日間とても素敵なお話が聞けて、私自身とてもパワーを先生からいただきました。あ
りのままの自分を認めてあげることができて、初めて他者のありのままを受け止めら
れる。なかなか大人になると難しいですが、この言葉はとても心に響きました。今回の
講義で教えていただいた沢山の格言や言葉はこれからの私を沢山支えてくれると思う
ので、大切にしていきたいと思います。素晴らしい講義に参加でき、有意義な時間が
過ごせました。ありがとうございました。

36 小学校
普段学校現場で働いている私にとって、内沢さんの講習は、とても新鮮でした。もっと
じっくりとお話しを聞きたいなと思うことでした。自分にしっかりと自信を持って子ども達
の前に立ち、一緒に過ごしていきたいと思います。ありがとうございました。
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Ｎｏ 学校種 回答

37 小学校

これまでの教職人生を振り返る上で，あまり「～しなければないらい」という先入観をも
たず，自分らしく子どもたちと向き合ってほしい、それがひいては子どもたちのためな
のだというメッセージだったと感じた。2日間楽しく取り組め，また学校で頑張っていこう
という思いをもつことができた。

38 その他

　興味深い内容で、知識を深める良い機会となった。短大を卒業後同じような保育の
中で、考えが固執してしまっていたが新しい気持ちで職場に戻ることが出来た。　講師
の先生は私たちにたくさんの事を伝えてくださるためとは思うが、休憩時間に入る時間
が伸びてしまうことが多々あったのでできれば計画の時間通りに進めていただけると
ありがたい。

39 その他
生きる力いう事で難しい話なのかなと思ったが資料も話もわかりやすく理解しやすかっ
たです。また、工作など早速、園で取り入れて実践することができてよかったです。

40
特別支援学
校

　講師の方の雰囲気も良く，話のテンポ，内容の展開も興味を引きつけるものだった。
私にとって免許更新講習の初回の講習であり，少し気構えていたが，気持ちを楽にし
て受講することができた。　「楽しい授業」についての仮説，実験もおもしろかったし，参
考になるところも多かった。　「すべての人が自分らしくあること，それがお互いに尊重
されること」ことを柱に話されていて，この考え方にとても共感した。

41 その他

楽しい授業という事で講習内容にも期待が膨らみながらの受講でした。色々な実験や
遊びを盛り込みながら進められる講習はとても楽しく先生の講習に繋がる物ばかりで
ただ授業を受けるだけでなく楽しみながら授業に取り組む方法としてとても参考になり
ました。また、不登校やいじめについては本当に考えさせられる内容で講習後の感想
にも書きましたが私の子どものクラスにも不登校の子が数人いて「なんで先生はしっ
かり学校に来れる様に動かないのかな」と思っていましたが今回の受講で自分を守る
のは自分。命を失わない為には無理して学校には行かなくても良いんだという発想は
今までの自分の無いもので改めて今の学校社会の現状を考えさせられる事でした。今
後の私の目標は「いい加減はよい加減」です。気持ちに余裕を持って楽しく子ども達と
触れ合いたいと思います。

42 その他

57歳で定年も近いので更新するか迷っていましたが、楽しい講和で、心が軽くなりとて
も勉強にもなりました。受講して良かったと今は思っています。構内に駐車場があれば
助かると思いました。部屋は涼しくトイレもきれいで気持ちよく受講できました。有難う
ございました

43 小学校
配布資料が豊富にあることは大変に有難かったが、話の内容が色々な資料に飛ぶた
め、話に集中できなかった。特に最後のレポートの時間は確実に確保してほしいもの
である。

44 その他 興味のもてる実験や、参加型の楽しい講義でした。
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Ｎｏ 学校種 回答

45 中学校

   2日間の講習を通して，これまでの教職生活を振り返り，まだまだ，できることがたく
さんあると思った。　特に楽しい授業を展開するための手法を，具体的に自分たちも体
験しながら教えていただき，とても参考になった。またいじめの対処についての講義も
事例を通して話していただき，自分にできることは何かを再認識することができた。
見方・考え方を変えることによって，生徒の意欲を喚起し，自信をもてるようにできる，
また自分も意欲的になれることを学べた有意義な時間でした。

46 その他
色々な物事の見方がありとても勉強になりました。実験も学生の時以来でとても楽し
かったです。ありがとうございました。

47 幼稚園

「自分の教職人生を主人公として生きる」という言葉には、眼から鱗、という感じでし
た。    なぜなら、子供のために、子供に寄り添って等の考え方をすることがいい指導
者であり、自分自身がいい指導者でありたい、と思っていたからだと思います。そし
て、それができない自分、自分の思い通りにならない子供、そんな状況になると落ち込
んでみたり、悩んでみたり。   もちろん、落ち込んだり、反省したりすることも大切です
が、自分自身の生き方を考えた場合、自分自身こそが主人公であり、自分が楽しい気
持ちで接すれば子供も楽しい気持ちになり、結局は、お互いの間に信頼関係が芽生
え、問題が発生してもなんとかなる。そんなふうに、肩の力を抜いて園児と接すること
も大切なんだということを、改めて感じとることが出来ました。   いろいろな楽しい道具
の紹介、ゲーム、製作等、盛りだくさんの講義内容で、とても楽しく、愉快な2日間でし
た。   内沢さんの考え方も今後の人生の参考にしたい事柄ばかりでした。　本当にあ
りがとうございました。

48 小学校

　講義だけでなくビデオ・インターネット・実験・教材紹介・質問・資料など色々な方法で
講義をしていただき、2日間があっという間に過ぎ、集中して講義を受けられた。　生き
る力とは自信と意欲を育てる教育で、発想を転換し一面的でないものの見方ができる
ようになると、今の自分を肯定でき自信を持てること。子どもを変えようとか導こうとせ
ず、一緒に過ごせばいいこと。教師が自分のいいところ悪いところすべてを認めないと
他人は認められないこと。いじめられたら学校から逃げて安全安心を確保することの
大切さ。他人の実践を真似しながら改良することそのための出費は惜しまないこと。自
分を大切にし教職生活の主人公として楽しみながら今を生きていくことなど、教師側の
有り様を考えさせられた。

49 小学校
 2日間受講して、受講前より物事を色々な角度から見てみようと思った。まず自分が
楽しく笑顔であることが大切だと感じた。

50 中学校

　本講義を受講して,これまでの教員としての考え方や生徒への見方が画一的で狭い
視野でいた自分に気がつくことができた。今後の教職員生活の中で,生徒を尊重し,画
一的な指導に偏ることなく心にゆとりをもって行きたい。また,教師自身が仕事を,授業
を楽しむことに力を注ぎたい。充実した２日間をありがとうございました。
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51 中学校

・生きる力について私自身が日ごろ幸福な主人公として活躍することの大切さを感じ
た。また，日常の不思議を実験で学び，意欲を膨らましていく関わりが，より効果的で
たのしい授業が展開できると感じた。・いじめ人権侵害については，緊急避難として学
校を休むことも大切な方法であることを痛感した。知覧中生徒の遺書を見て，忘れて
はならないメッセージとしてこれからも持ち続けたい。・「子供たちを育てようでなく，一
緒に暮らそう」というフレーズが心に残った。この講義で心地よい暖かさを感じた。

52 その他
とても充実した、楽しい講義でした。竹トンボやブーメランなど昼休みに作って遊んだり
できて良かったです。

53 高校
 2日間楽しく、リラックスして受講できました。本当にすばらしい講義でした。わかりや
すく教えるために事前準備・当日の準備に感心しました。偶然受講したのですが、当た
りでした。ありがとうございました。7月16日（日）もよろしくお願いします。

54 その他
教職について、改めてその姿勢を考えることができる良い２日間でした。ありがとうご
ざいました。

55 その他

２日間楽しい講義をありがとうございました。資料を見ながら、色々なお話や、実験等
をしながら、講義を、進められていたので、とても楽しい講義でした。講義は、先生の人
柄が表れる講義内容で、今の教育現場に、このような考え方の先生が増えれば、色々
な、問題も子どもを第一に考えながら、解決していけるような、気がしました。特に、私
が心に残った講義内容は、２日目の第一講座のいじめにどう対処するかの講義のな
かで、[他に害を及ぼす問題行動は、即防げるが指導は、急がない]悪いことをしてい
る子どもを尊重することができるか？それが大切で、あるといった内容でした。私の中
で、指導は、様子を見ながらですが、あまり時間をかけずに、解決した方が良いのか
なって、考えだったので、色々な、事情も、含めて指導をしていかなければ、ならないと
勉強になりました。本当に勉強になった講義でした。ありがとうございました。

56 その他

子どもたちの生きる力になるためには、まず自分自身が健康で元気がないと楽しく過
ごす事が出来ないなと思いました。ことわざ、格言の中にもあったように相手を思いや
る気持ちも大事、その中には自分も大事にしないと人を大事に思いやる気持ちはうま
れてこないこと、おかげさまの気持ちでいないといけないなと感じました。いじめについ
ても、小さい子どもたちとの関わりの中にも、軽はずみで言った言葉に傷つく子もい
る。その子に対して大人としてどのように対応していけばよいのか、ただ叱るのではな
く言った子どもの気持ちになって考え話をしていこうと思いました。いろんなアイデアお
もちゃも参考にして、子どもたちとこれからも「今日のこども園楽しかった」と思えるよう
な素敵な一日にしていけるようにしたいです。二日間楽しい講義ありがとうございまし
た。
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57 その他

　今回『生きる力』を育む、というテーマに興味があり受講を決めたが、２日間という長
い時間の講習に不安もあった。だが、１日目の導入の皿回しの話から、内沢先生の世
界観に引き込まれて、２日間あっという間に感じただけでなく、まだ学びたいという気持
ちが残った程、楽しい講習だった。　皿回しの話では、皿＝子ども、棒＝教師という例
えがとても分かりやすく、今の自分の子どもとのかかわり方をもう一度見直す良い機
会となった。肩の力を抜いて、子どもの状態に合わせてかかわっていくことの大切さを
感じた。　また、子どもや教師自身の良いところだけでなく、悪いところもそのまま受け
入れてあげることが大切だという話がとても印象に残った。つい、子どもの悪いところ
をどうやって直していくかと考えがちだったが、その子のあるがままを受け入れること
で、その子が自分らしく伸び伸びと過ごすことができるのだと感じた。　最後に、内沢先
生御自身が伸び伸びと楽しく講義をされる姿から、受講している私たちもとても楽しい
気持ちにさせられた。子どもたちが楽しく過ごすためには、まず教師自身が心から楽し
むことが大切なのだということを身をもって感じることができた。　今回の講習を通して
学んだことは、今の自分にとって心に響くことだった。今後の保育に生かし、私自身伸
び伸びと楽しく子どもたちとかかわっていきたいと思う。また、これからも楽しい保育を
めざして、日々学んでいきたい。

58 その他

教員である前に1人の人間として、自分を認める.自分が主人公になる事の大切さが学
べました。色々な教材を使っての実験や遊びの1つにしても、最終的には教員としての
在りかたや子ども達との関係へ繋がり驚きと共に、教職とは特別なものではないんだ
と気づく事ができました。

59 幼稚園

二日間に渡り子どもたちの現状と課題、そして生きる力の核心は何か講義内容からい
ろいろ勉強させていただきました。実験や雑談と楽しい授業を展開され引き込まれて
いきました。虫眼鏡と鏡での実験は楽しかったです。そして一言格言には励まされまし
た。楽しく仕事ができるように笑顔で過ごしていきたいと思います。ありがとうございま
した。

60 その他

 　内容の充実した楽しく解りやすい講義でした。これまでの講義では聴けなかった理
論、考え方を学ぶことができましたし、自分自身の今後の生き方や子どもの教育に対
する考え方を改めて見直すことができました。　解らないことも丁寧に対応してくださっ
てとても助かりました。

61 その他
先生の講話の内容が、とても 興味深い話だったので 自然と聞き入った。色々な教材
を使われて、実験、紹介などあり 楽しい講義だった。生徒と先生の関係や、自分は ど
うあるべきなのか？と もう一度 初心にかえり 考えるいい機会になった。

9 / 15 ページ



11051自由記述

Ｎｏ 学校種 回答

62 その他

とても有意義な2日間になりました。物事をひと方向からだけでなくいろんな視点から
捉えることの大切さ、考え方次第で全く違う人生になる、まさに「生きる力」を学べまし
た。もっと自分を大切に、自信をもって生きていくことが、結果周りの人達のためにもな
るのだなぁと感じました。「どちらに転んでもしめた」ということわざは、とても心に響きま
した。一見、悪い状況に思えるようなことでも、実はそんなことはない、逆にチャンスに
なっている、というのはとても前向きでこれからの人生の格言になっていきそうです。
色々な道具や動画を使っての講習は、感動や驚きの連続でした。私も子供達にとっ
て、心のどこかに残る人でありたいなと思いました。内沢さんとの出逢いは必然だった
と思います。

63 その他
　自分を大切にすることや、他人の人と比べることをしなくてもよいということが、印象
に残りました。ひとつひとつが楽しく学習意欲のわく内容でした。　皿回しが一回もでき
ず残念でした。

64 その他

　内沢さんの講義はとても面白くて楽しくて、あっという間の二日間でした。これからの
自分の人生を歩んでく上で励みとなる素敵な考え方や言葉にも出逢うことが出来て、
受講して本当に良かったと思います。少し窮屈になっていた自分の考え方も自然と
ゆったりと楽になりました。自分はこれでいいんだな、今のありのままでいいんだな、自
分の人生は自分が主人公なんだなと、「自分」を認めることが出来て、なんだか嬉しく
なりました。内沢さんの講義では色んな実験もあり、童心にかえり、ワクワクしながら受
講できました。実験の予想を立てるときに、出てくるみんなの意見を楽しそうに聴く内
沢さんの姿に、子どもたちの思いもこんな風に聴いていきたいなと思いました。これか
らの人生を楽しもうと思うことが出来ました。色んな準備もしていただき、本当に素敵な
講義でした。頂いた資料も大切に見返していきたいと思います。ありがとうございまし
た。

65 その他
『生きる力』だったので、構えて行きましたが実験などを踏まえた楽しい内容でした。ま
た講義の中で自分の経験と照らし合わせながら考えることが出来たり、見直すきっか
けになったりと新たに気づくこともありました。ありがとうございました。

66 その他

正直、免許の更新をしなければならないなんて面倒で気が重かったのですが早めに
講習を受けておきたくて今回受講しました。しかし、予想に反して実験を取り入れての
飽きない講義内容にすっかり満足しました。保育教諭としてだけでなく母としての子ど
もへの向き合い方に大いに反省させられました。最も印象に残ったのは、駄目な自分
を認める…という言葉でした。あまり気負わず自然体で行けたらと思います。本当に楽
しい講習でした。ありがとうございました。

67 その他

　講義では，今まで常識と思っていたことがそうではない事に気づかされて心が動揺し
ました。いろいろな見方や考え方があること・楽しんで授業をすること・いじめのことな
どたくさんの事を学び考えさせられました。この２日間，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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68 その他
素晴らしい講義をありがとうございました。教職生活だけでなく自分自身の人生や子育
てなど全てにおいて勉強になる講義でした。また途中、実験なども取り入れておられ本
当に楽しみながら講義を聞くことができました。

69 その他

講義で配布されたプリントを家に持ち帰り、ゆっくり読み返しました。何度も、読み返し
て見たくなる位、心に響きました。今の自分をもっと大切にして生きようとと感じました。
過去を振り返ると、後悔している自分ですが、今自分は、どうしたいかを大事に行動し
てみようと思います。仕事でも、小さな年齢の子供達のありのままを沢山褒めて、子供
達の立場で一緒に、楽しく過ごして、笑顔の子供達の子育てのサポートができる今を
幸せに思いました。自信、意欲をもって、一生懸命に過ごしていきたいです。有り難う
ございました。

70 その他

内沢先生の講習はとにかく楽しい。違う素晴らしさ、同じ素晴らしさ人間っていいなと思
いました。いじめの問題は、とてもデリケートでしたが逃げ道をつくって安全安心を確保
することを教えるのが必要との考えも、得ることができました。これから、ダメな自分も
認められるようになると元気も出るので子供がワクワクするような保育を目指し、新た
な気持ちで取り組みたいと思います。

71 その他

『生きる力』の題名でどのような講義があるのか楽しみでした。色々な視点から生きる
為のポイントを学べたようにおもえます。仕事では1歳児を相手にしていますが子供達
の為にも保育士の生きる力を養う事で子供への接し方も変化がみられるのではない
かと感じました。また、職員間でのコミュニケーション方法などのヒントもいただけまし
た。この講義を参考に自分の考えを見直し、楽しい職場で子供たちが安心して過ごす
事の出来る場所の環境作りをして行きます。

72 その他

とても楽しく、子供の立場が分かった２日間でした。ただ聞いてるだけではなく、実験も
多くて予想を立てる楽しさがありました。(光と虫メガネの実験は、全てはずれてしまい
ましたが……☆)さいごのマッキーニビンゴは、色んな場面で使えそうで、是非取り入
れたいな☆と思いました。たくさん紹介していただいたオモチャを子供達にも教えて、
楽しみたいと思います。２日間、ありがとうございました☆♪自分の考え方が変えられ
る、とてもいい講習でした。

73 小学校

 　このような見解があるのか、私個人では到底考えることのできない、そんな講義でし
た。子供たちに対してのこれからのよりよい教育を目指すことが確かに目的なのです
が、私自身が生きていく上で必要とするような、悩んだ時に救われるような内容でし
た。　機会があればまた内沢さんの講義を受けてみたいです。　ありがとうございまし
た。
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74 その他

内容が一日を通して分かれていて、わかりやすかった。一日中講義を聞いているだけ
でなく、実験があったり動画をみたりととても楽しい講習でした。意欲や自信を育てる
教育はとても大事だと思いました。こどもたちが意欲を持ってしたことが自信へとなって
つなげていけるようにどんな小さな事でもこどもたちの姿を見て対応していきたいで
す。いじめについてもどんどん増えてきている。いじめを苦にこどもたちが自殺してしま
うのは本当に悲しいことだ。いつ私の身近でおこるかわからない。いじめについての有
効な対処の仕方の話を聞けてよかった。「いつも笑顔でにこにこ」していることがこども
たちも嬉しいんだということを学んだので、いつもにこにこでいられるように心がけてい
きたいです。また機会があれば内沢さんの話を聞きたいです。

75 その他

内沢さんの講習を受けていろんな事を学ぶことができました。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。と
いうのを聞いて今までの自分は一つの見方しかしていなかった事に気づき別の見方を
すれば新しい発見や思ってもみなかったことに気づき自信につなげていけることを知り
ました。人間関係でも他人に好かれたいと思うがあまりに自分を見失い周りに合わせ
てしまう事もありそういう自分が嫌になることもありました。現在の自分を否定的に評
価せず別の見方をしてみたらまた違ってくるのだと思うことができました。自分が自分
を苦しめてはいけない、「他人の評価のかげ」（自分が勝手に描いた他人の評価）にお
びえない。という言葉を聞いて確かに自分が自分を苦しめていたことに気づき「だめな
自分」を受け入れようと思ったらすごく楽になりました。いじめに関するお話も聞くこと
ができて本当に良かったです。もしこの講習を受けていなければ間違った対処の仕方
をしていたと思います。登校拒否を子どもがしたときはどうにか話をしていかせようと考
えていましたがそれは子どものためと思いつつ実は周りの目を気にしているからだと
気づきました。子どもとじっくり話をしてどうしていくべきかをそのときの状況などに合わ
せて行くことが大事なのだということ。いじめの事実があれば無理に学校に行かせよう
とせずまずは命を守ることを最優先に考えようと思いました。これから子育てをする中
でいろんな事があったとき自分がどうするべきかもし自分の子が「いじめる子」もしくは
「いじめられる子」だったときどう対応すべきか考えたときとにかく子どもの話をじっくり
聞いてあげようとおもいました。子どもにさせてはいけないこと、してほしくないことを防
うでいけるよう関わっていきます。内沢さんの講習を受けることができ本当に良かった
です。実験も楽しかったので今度こどもたちと一緒にやってみようと思います。また機
会があれば講習を受けたいです。本当にありがとうございました。

76 その他

　二日続けての講座でしたが、リラックスして楽しみながら学ぶ事ができました。今まで
子どもの為だと思ってしてきた事が、相手にとってはおしつけになってたかもしれない
事や、勝手な思い込みで子どもの気持ちが見えなくなっていたかもしれない等・・・。反
省する点がたくさんありました。そして、まず、自分を大切にする事を思い出させていた
だいた事で、色々な事から解き放たれたような気がして気持ちが楽になりました。楽し
い授業や実験など、身を持って体験する事ができて、久しぶりに学生に戻ったような気
持ちで楽しめました。これからの日々を過ごす中で、問題が生じた時に、今回学んだ
事を思い出せばなんとかなると思えるようになったので、自分にとって本当にプラスに
なった講座です。ありがとうございました。

77 その他

　初めての免許更新で、なるべく早めに終了したいということで、二日間連続のものを
受講しました。行く前は、とても憂鬱な気分でしたが、あっという間の充実した時間とな
りました。　「○○だから～しなくてはならない」というような考えにいつの間にか縛られ
ていたこと、「生徒のために」という考えは結局は大人の（自分の）自己満足であるこ
と、子どもの立場に立つこと、見方を変え多面的にみることが大切であることなど、改
めて考えさせられる内容でした。実験は子どもに返って楽しみました。ありがとうござい
ました！
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78
特別支援学
校

「子供のために」と「子供の立場で」の違いを考え、今までの自分の仕事について、深く
振り返ることができました。既定概念にとらわれず、子供をしっかり見て、指導を考えた
いと思います。

79 小学校

とても心に残る講義でした。子どもへの接し方以前に，自分が一人の人間としてどうあ
るべきかということを，優しく心に伝えてくださった，そして励ましてくださった２日間でし
た。いつも口では子どもに「自分を大切に」「人と比べなくても大丈夫」と言いながらも，
いつも他人の評価の「陰」におびえてきた自分がいることに改めて気付かされました。
「陰」にしばられず，今の自分を認めていきたい，自分自身を生きていきたいと思いま
した。先生の講義を受講できたことが私の自信・意欲です。２日間ありがとうございまし
た。

80 その他 講習内容がわかりやすく、また興味が湧くような内容だったので良かった。

81 高校 広い視野にたった授業内容で，非常に勉強になりました。

82 高校

内沢先生の講義はこれまでの教員生活を見直す良い機会となった。自分自身のあり
のままを受け入れ自信を持つこと，教師にとって生徒と一緒に過ごすことの大切さ，ま
た教師自身が楽しく仕事することが生徒にとって一番であること等，改めて気付かされ
た。今回の研修で得られた成果を今後の指導に生かし，また私自身が溌剌とした教師
生活が送れるよう努力していきたいと考えている。

83 高校 いろんな意味で，勉強や刺激やリフレッシュになりました。ありがとうございました。

84 小学校

貴重な週末の二日間を私たちに講義していただきまして，ありがとうございました。今
までの教師観と照らし合わせて，自分を振り返る良い機会となりました。今まで教師を
してきて，自分が｢主人公として生きる｣とは考えていませんでした。これからは，内沢
先生の見方，考え方を参考にして，いろいろな見方をしていきながら，自分なりに生き
ていこうと思いました。

85 小学校
　ものの見方・考え方について、一方的な見方に偏りがちになっていた自分に気付くこ
とができた。また、多角的に物事をとらえることで、自分の幸せを感じることにもつなが
り、ひいては、まわりの幸せにもつながると感じることができた。

86 小学校

色々と考えさせられました。普段考えていることに確信を持つこともできました。自分の
考えの足りない点にも気づけました。また，違う考え方のあることも知りました。「自分
が主人公」と考えることで，ずいぶん気持ち的に楽になれるように思いました。残りの
教師人生を楽しくやれるような気がしました。楽しい授業についても，具体的な実践例
を示していただきました。教師自身が楽しくなければ，子どもも楽しいはずがないという
のは，まさにその通りだと思いました。少しでも，楽しい授業ができるように精進したい
と思います。
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87 高校

　仮説実験授業を実際に体験し，好奇心を刺激する設問には人は自然と楽しく考えて
しまうのだと実感しました。早速自分の授業でもいくつか実験を行いました。小さな箱
に10円玉を入れて手で重さを比較する実験に生徒はたいへん喜び，ちょうど国語の単
元で学習中だった，職人の「手わざ」についての理解を深めることができました。「生き
ていること自体」がすばらしいことだと感じさせる授業をこれから作っていけたらと思っ
ています。

88 小学校
講義はわかりやすく，楽しく受講することができました。食事も会場でできてよかったで
すが，久しぶりに食堂で食べたかった気もします。

89 小学校

 講習を受け，教職としてだけでなく自分の生き方を考える機会となりました。自分を主
人公にして，楽しみながら子供たちとかかわりあったり，授業をしたりしたいと思いま
す。私は小学校教諭ですが，学校に戻りすぐにやったのはブーメランでした。１年生で
すが，子供たちは色を付けたりはねの長さを変えたりと工夫して楽しんでいます。生き
生きと楽しんでいる子供たちの顔は最高です。ありがとうございました。

90 その他

　５年以上学校現場を離れていた私にとって、内沢先生のお話は刺激的で楽しみなも
のでした。受講科目一覧から、主人の勧めで受講をさせていただき、大満足です。（な
ぜ、主人が内沢先生の講座を勧めたのかが、よくわかりました！）　特に、仮説実験授
業では、「こんな授業を私ができたら、子供たちの瞳はもっと輝くのだろうな・・・」と、受
講者である私が一番に楽しんでしまいました。　また、「どっちに転んでもシメタ」、「人
の評価の影におびえない」など、仕事をする上での悩みを解消してくれる名言まであっ
て・・・、明日からの子育ても頑張れそうです！　この講座を受講してよかったです。内
沢先生、ありがとうございました！

91 高校

　内沢さんの講義は、自分に自信が持てなくなっている児童生徒、また、私たち教員に
エールを送って下さっているような気にさせられる、温かい雰囲気のものでした。講義
内容の中心は、どんな状況に合っても、見方を変えれば、活路が見いだせるのだとい
うことだったと思います。児童生徒を惹き付けるには、まずは授業から。そのために
は、授業者が楽しそうに授業をしなくてはならない。授業者自身が楽しそうに授業をし
ていることが、児童生徒にその教科を好きになってもらう、一番の近道であるという指
摘に改めて自身の姿勢を考え直しました。内沢さんは、受講者を飽きさせないように、
多くの資料やスライド、小道具を準備されていて、講義内容は楽しいものでした。楽し
い授業をするには、準備に十分な時間と労力、場合によってはお金もかけなければい
けないということがよく分かりました。いじめによる自殺問題についても、内沢さん自身
が実際に加害者・被害者両方の児童生徒・保護者に何度も接してきた上でのお話だっ
たので、とても説得力があり、引き込まれました。教師としての自身の姿勢を省みるい
い機会となりました。ありがとうございました。

92
特別支援学
校

 二日間があっという間でした。認定講習で受講したことがありましたが，改めて内沢さ
んの伝えたいことが心に入ってきました。心に留めて，これからも生活していきたいと
思います。ありがとうございました。

93 その他
　二日間連続の受講で自分が耐えられるかどうか不安でしたが，座学ではありつつ
も，途中で学習意欲がわくような工夫がされており，楽しく充実した受講時間となりまし
た。また，新たな視点での考え方を多く学ぶことができました。
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94 中学校

　講習を受けて，今の自分を考え直すいい機会になりました。自分の思うがままに，周
りの評価を気にすることなくやることが大切だなと思える自分が出てきました。不登校
生徒への対応の考え方や楽しい授業つくりも興味がわくものばかりでした。あっという
間の２日間でした。この講習でよかったと思っています。ありがとうございました。

95 小学校

  講師の先生が自然体でしたので、言葉を素直に受け止めることができました。教師
に求められる事ばかりが増えて、多忙さばかり感じる毎日で、教職を楽しむという事を
忘れがちでしたが、肩の力を抜いて楽しんでいいんだと思えました。大人も子どもも自
分を大切にする事、それが「生きる力」に繋がるんだと、自分なりに学びました。  余談
ですが、方向音痴の為、ほうぼうで道に迷いました。道を尋ねた人たち皆さんがとても
親切でした。 この講習会の、よい思い出の一つです。

96 その他

二日間の講義でしたが，内容もわかりやすく，あっという間に時間が過ぎました。「自分
の人生を主人公として生きていく」という言葉が印象に残りました。学校現場から離れ
て久しいですが，「楽しい授業（虹，光の話）」はとても参考になりました。私も自分自身
を大切にしながら，教育現場への復帰を目指していきたいと思います。ありがとうござ
いました。

97 その他
心が晴れ晴れとする講習を有り難うございました。子ども達だけでなく今後様々なこと
に関わっていく上でとても貴重な講習であったと思います。あっという間の１２時間でし
た。また機会がありましたら先生のお話を聞かせていただきたいと思います。
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