
11010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：　11010
科目名：     【選択必修】教職についての省察
開設日：　　 平成29年7月2日

Ｎｏ 学校種 回答

1 その他
講義をありがとうございました。とてもわかりやすく、興味のある内容でした。ここでの
講義を今後の教員生活に生かしたいと思いました。また、今後の教員生活を考えさせ
るいい時間になりました。本当にありがとうございました。

2 その他 大変おもしろい講義でした。

3 小学校
「見方を変えていく」ことを意識して過ごしたいです。きっと新しい発見があり、児童へ
の接し方が変わっていくと思います。ありがとうございました。

4 その他
講習の中に、実験や映像もあって楽しく受けることでした。講習を受けたことで物の見
方や、考え方がこれから少し変わると思います。良い刺激になりました。ありがとうござ
いました。

5 幼稚園

楽しい講義ありがとうございました。いろいろな実験がとても興味深く、楽しく学べまし
た。楽しい小道具が次から次へと出てきて、マジックフライヤー欲しい、子供達と一緒
に遊びたいと思いました。意欲は教えるものではなく、楽しければ自然に意欲や興味
がわくものなので、楽しい授業の研究や道具の研究が大切だと学びました。内沢さん
のように物事をプラス思考でとらえ、楽しく子供達と過ごしたいと思います。

6 小学校
講義だけでなく、実験？や実体験による話があり一日があっという間だった。あきるこ
となく聞くことができた。教師の見方考え方により子どもの教育に大きく影響することが
わかった。今後の教育に活かしていきたい。
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Ｎｏ 学校種 回答

7 その他

保育としてブランクがあり、はじめはとても不安でした。しかし、導入方法で、道具を使
用したチャイムや仮設実験等を通しての授業の進め方がとても楽しく講義に引き込ま
れてしまい、時間の経つのがはやかったです。今回の講義を受けて、ものの見方でい
ろいろな物事の考え方ができることや他人と比べないといった自己肯定ポジティブさの
大切さを学ぶことができました。また、「なのに」「だから」のことばの使い方で自分の中
にある前提での考えをまず払拭することで自分でも考えつかないような多くのことを知
ることができることを知りました。さらに、教職の考え方では、教職人生を楽しむこと学
力とは成績順位ではなく意欲関心を高めらることが重要であることを学びましたので、
これから園児やこどもたちと接する中で、こどもと一緒に楽しみながら、興味や意欲が
高められる環境づくりを心掛けていきたいと思います。今回の講義では聞くことができ
なかったのですが、いただいた資料（たの授　授業感想文）で記載のあった’’ツンド
ク’’の話が聞きたかったです。わたしも、本を積み上げるほうなので・・・。今回この講
義を受講して本当によかったです。これからつらいことに直面することがでてきたとき
は、講話で学んだことやことわざ格言を思い出し、楽しく学び、一日一日を楽しく過ごし
ていきたいと思います。ありがとうございました。

8 その他

いろいろな道具を取り出して音を聞かせたり、実験をしたり何をされているのかな、と
思いましたが、途中からすべてのことに一貫して、ものの見方・考え方・感覚には多方
面からみると変わってくることに気づかされました。口頭の説明だけでなく、視覚・聴覚
を使った授業の説明の仕方は興味深く、自分の授業でも工夫して取り入れてみたいと
思いました。

9 幼稚園

とても楽しい講義でした。特に印象に残ってるのは、「なのに」と「だから」のことです。
何も考えずに、よく使っていた言葉が、実は、私の中に、こうあるはずとゆう前提があっ
たことに気付き、気付けてよかったと思いました。これからも、子供たちと向き合って、
楽しいとお互いが思える環境を作って行きたいと思います。楽しい講義ありがとうござ
いました。

10 その他

今回、内沢さんの講義を受講させて頂き、2回目であったが今回も大変楽しく勉強させ
て頂いた。やはり自分自身の教職人生は自分が主人公だということ。子どもたちに何
かしてあげようと思うのではなく、自分自身が楽しむことが大事だということ。「なのにで
はなくだから」ということを頭に入れ、１つの答えに捉われるのてはなく、多面から見た
視点を重要視していきたい。また機会があれば内沢さんの講義を受講させて頂きた
い。ありがとうございました。
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Ｎｏ 学校種 回答

11 その他

もっと、頭を使って楽しい考え方を身に着けようと、思いました。今まで考えたこともな
い「なのに」「だから」は、私の視界を視点をおもしろく変化させてくれました。奇跡的に
うちざわさんに出会えてラッキーでした。55歳なのにがんばる55歳だからがんばるま
た、学びたい。まだ、学びたい。ありがとうございました。

12 その他

今回の講義では、子どもたちをどう育てるか、どう導くかより自分自身が楽しいと思うこ
とを子どもと一緒に経験する事が大切なことだと学んだ。また、～なのに、～だからと
言い換えることでいろいろな立場や見方ができるのだと思った。こうでないといけない
と言う思いがあれば視野が狭くなり頭も固くなるのだと感じた。たくさんの人の意見を
聞き、学び気付かされることが出来た。子どもを受け止めありのままの姿を認め子ども
と接していきたいと思う。

13 その他

今回の講習は、とても興味を持って参加が出来ました。また、楽しみながら学ぶことが
出来ました。講師の先生の話し方や色々な道具を使って話をしており、とても勉強にな
りました。「良い教育内容は、年齢を問わない」と言う事に対して、確かにそうだと思い
ました。今回、講習の先生の講習内容の進め方が、まさにその進め方でした。科学の
実験をたくさん取り入れてあり、楽しさの中に学びがあると感じました。また講習を受け
て、自分は固定概念が強いことに気付き、とても反省しました。一面ではなく、多方面
から見ていくことの大切さにも改めて気付かされました。また「すぐに出来なくても、い
ずれ出来るようになる」という言葉も聞き、待つことも大切なのだと思いました。話を聞
くなかで、反省することも多かったので、今後、幼稚園教諭をする時の為にも反省した
ことを忘れずにいたいと思います。今回、内沢先生というとても素晴らしい先生に出会
えて、とても良かったです。知らなかったことを、たくさん知り、すごく勉強になりました。
機会があれば、また内沢先生の話を聞きたいと思いました。ありがとうございました。

14 その他
内沢さんの講義を受けて、受け入れられている安心感、正解を知りたいというワクワク
感を体験しました。この安心感、ワクワク感が自信や意欲につながるのだなと思いまし
た。

15 その他
講義楽しく受けさせて頂きました。考え方やものの見方が変わりました。明日からの保
育に役立てたいです。わがままは自己肯定という考え方、みかたも勉強になりました。
またぜひ講習会などさんかしたいです。ありがとうございました。

16 その他

   内沢さんの講習楽しかったです。認定こども園で０歳児を担任していますが、わがま
まは自己肯定をできているという大切な事が理解できて次の日からの子供たちへの接
し方にプラスになりました。こども園対象(保育教諭・幼稚園教諭に向けた)の選択必修
も作って頂いてもいいのかも知れないと思います。１日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
講義、大変分かりやすかったです。楽しく受講することができました。自分自身が教職
を楽しむことが、大切であると感じました。午後からの たの授 の実践報告では、中高
生が知識を深め、いきいきと活動している様子が印象的でした。

18 高校
ありがとうございました。また内沢先生の講義を受けてみたいと思いました。いろいろと
実践のヒントをもらいました。

19 その他

内沢先生のとってもわかりやすい講習を受けて、これからの自分自身の課題面を見つ
けたように思います。答えは一つじゃない。また様々な見方ができるんだということに
気付けたように思います。子どもらしさを消すことがないように一人一人の子どもたち
と向き合っていきたいです。ありがとうございました。

20 高校

　講義の冒頭，子どもたちを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
いう言葉に大変驚きました。いかに生徒の前に立って，導くか教師の枠割と考えてい
ただけに衝撃でした。「なのに」を「だから」に変換して考えることについては，ありがち
な悪い癖を見直すきっかけにしたいです。つい，”生徒なのに勉強しないでどうする”と
使ってしまいます。生徒だから「遊びたいし息抜きもしたい」と思うときもあるはずです。
人間関係が前より複雑になっていることも踏まえ，考え方を広く持ちたいと感じた１日
でした。ありがとうございました。

21 幼稚園

貴重な講習、ありがとうございました。今回、内沢さんの講習は、2回目でしたが、今回
も楽しい授業でした。「なのに」と言ったら「だから」では、自分の頭の固さにびっくりでし
た。幼稚園なので参考になるような…っ感じでしたが、勉強になりました。ありがとうご
ざいました。

22 その他

　楽しい講習をありがとうございました。楽しい講習を受け、何よりも授業をする側が楽
しむことが大切だということ、ひとつの面だけではなく様々な面から捉えること、決めつ
けないことなど、どの講話もはっとさせられる内容ばかりでした。教師の自由な発想や
対応が、子どもたちを生き生きとさせるのだと改めて思いました。ですが教師も縛られ
た世界で、失敗を恐れ、その日暮らしになっているように感じます。ここから変わらなけ
れば。内沢さんの講習をまた受けたいです。ありがとうございました。

23 小学校
　内沢さん，講習ありがとうございました。「なのに」を「だから」に変えるだけで，見方・
考え方が大きく変わることに改めてなるほどと思いました。　また，「たの授」のお話しを
聞けたらいいなと思いました。

24 その他

安心して、落ち着いて講義をきくことができた。マジックバタフライが本から飛んで行っ
たり。アルミの棒の音の高さはどうか考えたり、マッチ箱の重さを考えたり、空気の重さ
をはかる実験のDVD を見て考えたり、「なのに」「だから」を入れ替えての作文を考え
たりと、充実した講義でためになった。とても刺激をうけた。子ども達が、喜ぶまたは、
驚くような、小道具や遊びや、技をみにつけて、園生活が楽しく送れるように自分を
もっと、磨いていきたいと思った。
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25 幼稚園

内沢さんのお話を聞くのは6月の「選択」に引き続き２度目でしたが前回同様、様々な
実験や教材の紹介を交えたもので、楽しい雰囲気の中でお話を聞くことができました。
「なのに」と言ったら「だから」というお話の中で、物事の見方についていろいろと考えさ
せられました。今日一日をどう気持ちよく過ごすかを考え、子どもたちと楽しい日々を
送っていきたいと思います。暑い中、講習ありがとうございました。

26 その他

内沢さんの講習は様々なものの見方や考え方、そして、どのようにすれば楽しい授業
になるのかを教えていただけたような気がします。私も内沢さんのように優しく、生徒
が何でも相談や発言できるような雰囲気の教諭になりたいと感じました。ありがとうご
ざいました。

27 その他

　今日が初めての講習だったので緊張していましたが、内沢さんのオリエンテーション
のお話で緊張が和らぎました。講義では、「こうあるはずだ」という前提でものを見ず
に、「なのに」を「だから」に置き換えることで、多面的なものの見方や考え方ができると
いうことを学びました。子どもをどう導くかばかりを考えるのではなく、子どもと一緒に
暮らし、子どもの状態を尊重できるようになりたいと思いました。今日は楽しい講習でし
た。ありがとうございました。

28 小学校
やる気を起こさせてくれる内容に満足しています。実験や実証の大切さを改めて感じ
ました。子どもたちの知的関心や好奇心を呼び起こす授業を創造していけたらと思い
ました。ありがとうございました。空調の効き具合がが少し気になりました。

29 その他
楽しい講義でした。分かりやすく、色々なことに気づかされました。ありがとうございま
した。

30 小学校

　とても楽しく，勉強になる講習であった。学力に関することやいろいろな面からものご
とをみることの大切などについて，学ぶことができた。何より，受講者の気持ちを大切
にして進めてくださり，とてもすばらいい時間を過ごすことができた。　学んだことを，こ
れからの教育活動に生かしていきたいと思う。本当にありがとうございました。

31 幼稚園

　今回の講習で，さまざまなことを学ぶことできた。学習意欲を伸ばす大切や，言い方
や見方を変えることのすばらしさなどを実感することができた。何より，本講習はとても
わかりやすく，楽しい気持ちで受講することができた。　今回学んだことをしっかりと忘
れずに，今後に生かしていきたいと思う。ありがとうございました。

32 小学校

６月にもたっちゃんの楽しい授業を受けました。毎回,大人までもが楽しめる講義を考え
てくださりありがとうございうます。ものの見方、考え方はいろいろあることも改めてしり
ました。いろいろな物の見方をして,子どもたちのいい点をいっぱい見つけていきたいで
す。
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33 小学校

 講義の始めのところで、五味太郎さんの「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」という文章と「自分の人生を主人公として生
き、子どもたちと気持ちよく過ごす」や「一面的でないものの見方や考え方、違うという
見方、同じという見方が大事です」という言葉に共感しました。この言葉を念頭に置い
て、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。

34 その他

目の前の子どもを尊重し，否定しない関わり方ができるようになるにはやはり柔軟な
見方・考え方が重要です。楽しい小道具の紹介，”なのに”を”だから”に言い換えてみ
る逆転の発想など，仕事が楽しくなりそうなヒントをたくさんいただきました。自分自身
が楽しみながら，心にゆとりを持って子どもたちに接していきたいと思います。評判通
りのステキな講義をありがとうございました。

35 幼稚園 楽しく勉強させていただきました。ありがとうございました。

36 小学校

　様々な実験から真理に新たに気づかされた。アルミの棒をこすって音を出す実験で
は，「いろいろな形があっても音の高さは変わらない。」ということから，人間はみな同じ
で，違うところもある。ということが分かった。子どもたちの個性を伸長することに意識
が向いて，人間として同じように感じるという当たり前のことを忘れていたように思う。
また，マッチ箱の実験で，人の感覚が頼りなくもあり素晴らしくもあることがわかった。
そして「なのにといったらだから」の実践で，わたしたちの生活がいろいろな前提で思い
込みばかりであることがわかった。物事を一面だけでなく，さまざまな面からみることが
大切だと感じた。子どもたちの短所も考えようによっては長所なのだと感じた。　楽しい
授業のヒントがあり，子どもたちの学習意欲を少しでも引き出せるように努めようと思っ
た。

37 その他
ものの見方、考え方という事でとても楽しく参加することが出来ました。わかりやすかっ
たです。

38 その他

只今0.1歳児クラスを担当しており、一歳女児が人見知りをしてなかなかの鋭い目つき
で私を見て様子を伺ったり、突如怒った声を出したり生活の介助・援助を嫌がっていま
した。初めは心が折れそうでしたが少しずつ慣れてもらえたらいいなぁと思いながら接
していました。先日反抗期についての研修で、反抗は健康な成長の証と聞いてそうだ
よなぁと思いましたが今回のたっちゃんの「反抗は期待の裏返し」と聞いて勇気が出ま
した！！お陰様でこの一週間安心して保育することができました。また、子どもさんが
反抗期で悩んでいる方にもお伝えした次第です！徐々に慣れては来ていたのです
が、ここ2日程突如怒った声を出すこともなく嫌がっていた検温も自らそばに寄って来
て私の膝に座ってくれたりと私のことを、わかってくれる先生だと認めてもらえたのか
な、と嬉しい気持ちになりました。そして中学生の感想文を見て、早いうちから色々なこ
とに気づかせてもらえて素敵だなぁと思いました。沢山の感想文はたっちゃんの宝物
ですね！！！！今回学ばせて頂いたことを胸に、私もさらに保育者人生を楽しもうと
思います。ありがとうございました。
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39 小学校
久々に、内沢先生の講習を受けさせていただいたが、やはり楽しかった。自分の考え
方や授業に対して、改めて多面的にみられるように自分を見つめなそうと感じた。

40 中学校 楽しく，そして深く学習をすることができました。ありがとうございました。

41 その他 楽しい講義をありがとうございました。

42 小学校

「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んだ」と
いう五味太郎さんの言葉にハッとさせられた。また,教師への反抗は期待の裏返しとい
う言葉を忘れず,子どもとまっすぐ向き合っていきたい。目の前にいる子どもたちを尊重
し,教職人生を楽しんでいきたい。

43 小学校

まず自分の教職人生を楽しむという板書が目に飛び込んで来た。3月に仕事が楽しい
はずがないと言って退職された先輩教員の言葉を思い出した。幼い頃からの夢だった
先生という仕事。子供が好きでなりたいと思った。日々の忙しさに追われ楽しむことが
できるということを忘れていたかもしれない。内沢さんの講習を受けて、子どもたちのあ
りのままをまず受け入れ、一人一人を決めつけることなく見ていきたい、一緒に過ごし
ていきたいと思えるようになった。躾けよう指導しなくちゃと気負わずに、今後は少し肩
の力を抜き変なフィルター越しに子供を見ないようにしたい。育児でも上手くいかない
なと悩むことが多かったが期待していた自分が勝手に自分を追い込んで人生をつまら
ないものにしていたのかもしれないと思った。内沢さんの話をまだまだ聞きたいと思い
ました。ホームページをすぐにチェックし、この日のことを忘れず過ごしていきたいで
す。感謝しています。

44 小学校
　内沢さんの講習を受けて、普段取り組んでいることに新たな視点をいただいたように
思います。もっとじっくりとお話を聞きたいと思いました。

45 中学校 大変勉強になりました。ありがとうございました。

46 高校
具体的な事例を様々してしていただきながら教員としてのあるべき姿について様々な
示唆をいただき，自分の日常を見直す機会となりました。ありがとうございました。

47 中学校
　昨日に引き続き，掲示や受付の対応に助けられました。ありがとうございました。講
義は，大変楽しく時間が過ぎるのが速く感じました。
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48
特別支援学
校

　ユーモアがあり、楽しく講義を受けることができた。演習で、「なのに」を「だから」に変
換したり、仮説実験授業を体験したり、生徒を多角的に見ていく視点の大切さを改めて
感じることができた。「こうあらねば」と思うのではなく、自分の教職人生の主人公であ
るという自信をもち、生徒たちが楽しく授業を受けられるように工夫をしていきたいと
思った。

49 その他 わかりやすく楽しい講義でした。

50 小学校

本講義を通して多くのことを学ぶことができた。子どもが多様であるように，教員も多
様であることから，一面的な見方・考え方に偏るのではなく，多面的・多角的な自分の
見方・考え方を大事にすることが大切であることを学ぶことができた。今後は，自分の
個性も生かし，より広い視野を身に付けていきたいと思う。他にも，学びたい意欲を高
めることの重要性についても学ぶことができた。「なのに」と言ったら「だから」などの講
義を通して，学ぶ楽しさを体感することができ，教え込むのではなく，学ぶこと自体の
楽しさを味わわせることの重要性に気付かせていただいた。大変勉強になり，ありがと
うございました。

51 幼稚園

   子供たちが自分に自信をもち、学習に意欲的になれる教職の課題について、現状
の学力調査の結果から追及するという内容でした。現状として、学力はついていても
意欲に欠ける、自信がない等の実態があり、それがどこから来るのか、そして、どうす
ればよいのか考えさせられました。    大事なことは、まず何よりも、「自分の教職人生
を主人公として生きる」ということ。そして、教職を楽しむ教師と、楽しいと感じながら授
業を受ける子供たち。これに尽きるのかな、と思います。    今、私は幼稚園勤務なの
で、授業ではなく、日々園児が安全に楽しく過ごすために、園児の立場になって考えて
いけたらと思うことでした。    6月3、4日にも内沢さんの講義を受け、ものすごく気持ち
がスッキリするほど笑え、悩みや問題点が解決したように晴れやかな気持ちになりま
した。「‘‘なのに’’と言ったら‘‘だから’’」を当てはめてみて、一面的な見方ではなく多
面的な見方で物事をとらえていけたら目から鱗、という言葉もあるように、思いもよらな
い素敵な発見があり、楽しく過ごせるのでは、と思います。    これから、子供たちと、
同僚と、家族と、気持ちよく過ごせるよう知恵を出していけたらなと思うことでした。
本日は楽しい講義を本当にありがとうございました。

52 小学校

今回の講義では、実験・演習などを交えて内容もわかりやすかったです。特に「なの
に」を「だから」に置き換えて発想の転換をすることで、多角的な見方ができることを学
ぶことができました。今後教職を楽しみながら、子どもと気持ちよく過ごすこと、自分の
教職人生を主人公として生きることの大切さを学んだので、今後の教職生活に生かし
ていきたい。

53 小学校
 選択の授業と重なる部分もあったが、前向きに教員生活を頑張ろうという意欲をもつ
ことができる講習だった。

54 中学校

「子どもをどう育てるか　どう導くかでなく一緒に暮らす」心に強く残った言葉だ。学習到
達度調査などの結果より意欲関心を高めるためにはどうしたらいいか。体験しながら
考えることができた。さまざまな実験をとおして，予想させ，意見をし，コミュニケーショ
ンをとりながら学び合っていく。これが今から目指す「主体的・対話的で深い学び合い」
の基本であると感じた。「なのに」「だから」では固定観念にとらわれず多面的に物事を
捉えることで子供を尊重できる姿勢が取れそうだ。今後に生かしていきたい。
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55 その他 講義後、子どもたちの見方・接し方を変えて、自分自身も楽しもうと思いました。

56 小学校

内沢さんの講義が人気がある訳が分かりました。「反抗は期待の裏返し」と言われ明
日への活力となりました。また、自分の短所も考え方次第ですね。しかし、「かたいから
柔らかい」の意味が分かるとスッキリですが。いつか、ホームページを見てスッキリし
たいです。暑い中？の講義、ありがとうございました。

57 高校 特になし

58 その他 様々なわくわくするような小道具が見てれ楽しかったです。ありがとうございました。

59 中学校

　理科を中心にした内容でしたが、自分の担当教科の授業を進める上でも大変参考に
なりました。予想を立てて、それを支える根拠を述べさせ、複数の考えを検証していくと
いう方法は、国語の授業にも取り入れています。日本語は非常に曖昧で、文法に当て
はめることが難しい言語です。しかし、我々日本人はその曖昧な日本語を使って会話
をしたり説明をしたり理解したりしなければなりません。「相手に伝わらない」と諦める
のでなく、極限まで適切な言葉を探す、それが国語科の大きな目標の一つだと私は
思っています。そして、獲得した言葉を使って理科や数学、社会、英語などのさまざま
な学習に生かしてほしいのです。そういう意味で、自分がしてきたことに確信をもつこと
ができ、さらに発展的に進めていこうという意識が高めることができた講義でした。

60 その他
 現代の教育の問題点やこれからの人間教育について、言葉の中にある心理や、実験
を通しての人間の感覚の素晴らしさ等、内容の深い講義でした。子供たちにとって楽し
く学ぶことの意味を改めて知ることができました。受講できたことに感謝します。

61 幼稚園

　何十年ぶりに大学での講義に緊張と不安でいっぱいでしたが　たっちゃん先生の話
術と玩具を活用し工夫された講義　大変勉強になりました。私は幼稚園の教諭です。”
自分の教職人生を主人公として生きる”主人公にふさわしい生き方を自分なりに考え、
探し、子ども達にとって安心して生活できる場所、明日も行きたくなる場所になるよう
に、まわりの先生方と協力し日々精進していきたいと思います。ありがとうございまし
た。

62 その他

学ぶこと自体がたのしいと思える授業内容は年齢に関係なくいいものであるとわかり
ました。そして、教師も子どもも一人一人ちがい、しかし同じであるときいてなるほどと
思いました。そして、どんな人の考えも受け入れる自分の考え方をひろげる努力が必
要と知りました。
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63 その他
内沢さんの講義はとても楽しく、あっという間の時間でした。自分が楽しむ事が子ども
の意欲に繋がる事がわかりました。重要な事は、一面的なものの見方をしないで子ど
もの状態を否定せずに尊重する事だとわかりました。

64 高校
資料や事例などを交えた講義で分かりやすかったです。何より、先生のお人柄がにじ
みでる授業で楽しく学ばせていただきました。「学ばせる授業」から「学びたくなる授業」
をめざして頑張っていきたいと思います。

65 高校
たのしい授業を参考に、指導方法まで考えさせられた。先入観をなくし、生徒一人一人
の個性を見て、その生徒に合った指導を心掛けたい。

66 小学校
とてもユニークな先生で，１日楽しみながらこれからの教師像について考えることがで
きた。これからの自分の教師としてのあり方について考えるよい機会になった。

67 その他

内沢さんの講義は二回目だったので、楽しみにしていきました。なのにと言ったらだか
らが気になっていたので、ものの見方の前提だけで話をしたらいけないなと思いまし
た。他の先生方の意見も聞いてなるほどと思うこともあり、頭の柔軟性が必要だなと。｢
子どもなのに｣ではなく｢子どもだから｣を前提にして関わっていきたいと思いました。バ
ンジーチャイムはほかの曲も聞いてみたいなと思いました。

68 高校 とても有意義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。

69 幼稚園 子どもから教わることを大事にして今後も毎日を過ごしていきたいです。

70 その他

講習を受けていて、とても楽しく、気楽な気持ちで１日が過ごせました。一番印象に
残ったのは、なのに、だから。の所でした。色々な物の見方、考え方があり逆説でつな
がる。事が例文を作りながら 良くわかってきて、おもしろかっです！常にだから。と、捕
らえながら過ごして行きたいと思います。勉強になりました。ありがとうございました。

71 その他
楽しい講義でした。分かりやすいので、あっという間に1日が終わりました。ただ、自分
の頭の回転が悪く発想力に欠け、恥ずかしいくらいでした。
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72 その他

2回目の教員免許更新講習会でした。来ている人たちを見てると小学校以上の先生方
が多いなという印象でした。一日の講習会は長いと思ってましたが内沢さんが話をさ
れ途中、マッチ箱の実験や音の出る実験、マジックフライヤーなど出されて楽しい講習
会でした。マジックフライヤーは子どもたちにしてあげたいとおもいました。一面的では
なくものの見方、考え方を柔軟にしてという言葉にハッとしました。どうしても一面的で
見てしまうところがあるので、色々な方向から柔軟な見方をして行きたいとおもうことで
した。いい加減はよい加減で行きたいと思います。ありがとうございました

73 高校

為になる講習をしていただきありがとうございました。仕事の中で一面的な見方しかで
きなくなるような時がありますが、そんな時、一呼吸置いて、多面的な見方に変えるこ
とで柔軟な発想ができるようになるということに改めて気がつくことができました。本講
習で学んだことを、今後、教職だけでなく、社会生活の中でも生かしていきたいと思い
ました。

74 小学校

　全ての内容が，興味深く，楽しく，一日があっという間に過ぎてしまいました。資料も
充実していて，何度も読み返したくなるようなものばかりです。これからもいつも手元に
置いておくことで，子どもと向き合う日々を心から楽しみたいと思います。以前，受け
持っていた子どもが「将来は学校の先生になりたい。」と七夕の願い事に書いており，
理由をたずねると，「先生がいつも楽しそうにしているから。」と言ってくれました。たっ
ちゃんのお話をうかがいながら，この時の子どもの言葉をしみじみとかみしめ，「わたし
自身が楽しめる日々を送ることが何よりなんだ。」と実感しました。　紹介していただい
た関連本や月刊誌は，これから少しずつでも購入して，わが子とも読み合っていきた
いです。　職員室が，子どものすてきな姿の報告でにぎわう空間となるといいなと思い
ます。　演習も本当に楽しく，発見の連続で，久しぶりに学生として学ぶ時間をもてたこ
とがありがたいです。科学のおもしろさ，もっと早い（若い）時期から感じることができて
いれば…と少し悔やみながら…。　今後も，今以上に教職を楽しむ自分でいられるよ
う，子どもと一緒に過ごしていきます。　本当にありがとうございました。

75 小学校

　今日は、興味深い講義をありがとうございました。　見方を多面的に変えることで、今
後の学校で子どもたちへの見方にも活かせそうです。　「○○なのに○○だ。」「○○
だから○○だ。」の文作りは、大変面白くて、他の人たちの作品も聞けて参考になりま
した。　これからも、お元気で楽しい授業を頑張られてください。　学期末の忙しい時期
に、たっちゃんパワーをいただいたような気がします。本当に、ありがとうございまし
た。

76 小学校
　大学時代の先生だったので，すごく懐かしい気持ちで受講できた。配布された資料も
ことわざなど，これからの教員生活に励みになるようなものだった。ビデオなども見ら
れて，活動に変化があっておもしろかった。ありがとうございました。

77 小学校
内容的には面白いものも多かったが、全体的に密度が薄いという印象だった。せっか
く面白い講義内容であるので、もっと濃い密度で話をしていただきたかった。

78 幼稚園
　内沢さん、愉しい講習をありがとうございました。休みなのに講習という気持ちが、お
かげで有意義な一日になりました！まだまだお若いですが、これからも内沢さんの
ペースでお元気で頑張ってください。
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79 高校
文章を考えて作ったり，映像を見ながら考えたりする作業は面白く感じました。ただ，
資料に生徒の感想が多いのはなぜだろう？と感じてしまいました。それはそれで面白
かったのですが，１枚でも良いような・・・全体を通しては面白い内容でした。

80 その他
選択科目に引き続き、受講させていただきましたが、とても丁寧で疑問を投げかけ、そ
れについて答えを考える。とても楽しかったです。自由な雰囲気で受講できるのは内
沢さんの人柄なのかも、と思うことでした。暑いなか、ありがとうございました。

81 高校 非常にわかりやすく楽しく講義を聴けた。

82 小学校

　教職生活１９年目で，仕事の楽しさを忘れていた時期に「教職を楽しむ」ということを
教えていただき，新たな気持ちをもつことができた。子どもの意欲を高めるためには，
やはり魅力的な授業を考え，自分自身が楽しむことも必要だと思った。「人間は一人一
人ちがう」「人間はみんな同じ」は，人権教育の観点からも子どもたちに日々伝えてい
きたいと思った。

83
特別支援学
校

内沢さんの講義を選択してよかったです。楽しく学べました。ありがとうございます。

84 その他
長時間にわたり講義をしてくださりありがとうございました。今までの自分を振り返り、
またあらたな気持ちで子どもたちに向き合いたいと思います。

85 中学校
　受講の申し込み受付開始時間が少し早いのでは…と思いました。　講習は大変勉強
になりました。もっと他の講話も受講したいと思いました。有難うございました。

86 その他

日々、子どもたちをどう育てるか、どう導くかということを考えながら子どもたちと向き
合ってきましたが、一緒に過ごせばいいということに、肩の力がスッと抜けた感じがあ
り、子どもたちの笑顔が自然と浮かんできました。楽しい保育、そして楽しむ自分を目
指していきたいと思いました。また、前提のもとで物事をとらえていることが多いことに
気付付かされ見つめ直す機会にもなり、このご縁に感謝しています。ありがとうござい
ました。

87 小学校

御講義ありがとうございました。前回の選択研修の時もお世話になりましたが，今回は
さらに理解の深まるものとなりました。内沢先生のものの捉え，見方，考え方が，今の
自分自身の教職というものに対する考え方に広がりや深まりができ，明日からの教育
に少し余裕ができたのではないかと感じました。ありがとうございました。
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88 小学校
　いくつかの実験を通して、一面的なものの考え方・見方をしている自分に気付き、多
面的な考え方・見方をすることが、自分にとって幸福であることを感じることができまし
た。

89 小学校

　内沢先生の人柄のよさもあり，とても楽しくあっという間の一日の講義であった。「楽
しい授業」について具体的に実践例を交えて教えていただいた。毎日の教育活動での
見方・考え方ができる「ことわざ」もたくさん教えていただいた。「なのに」と言ったら「だ
から」という「言葉」を大切にする文章作りでは，いくつかの例文をもとに，自分たちでも
作成することで，難しいながらも，いろいろな視点で考えることができた。ちょっとした見
方・考え方を変えることで，子どもたちへの声かけ・対応も違ってくるだろうなと感じた。
すぐ，教育活動に生かせる内容ばかりでいい学びをすることができた。理科の実験の
ＤＶＤでは，自分なりに解答を見いだすことで，児童の興味・関心を引き出す方法につ
いても自分なりに考えることができた。

90 小学校

　経験を積むとともに，大事なことを忘れかけていたようである。　それは，子どもととも
に「教職を楽しむ」ということである。　この講義を受けて，初心に戻れたような気がし
た。　明日から，子どもたちと楽しい授業をできるように心がけたいと思った。　自らが
主人公であるというお話に，勇気づけられた。　残りの教師人生を子どもたちと，楽しく
過ごしていきたいと思った。

91 幼稚園

教職人生の主人公は自分。同じく主人公の子供達と一緒に楽しく暮らしていけば良
い。自分が楽しむことを忘れがちになっていたのですごく心に響きました。楽しませると
いうより、自分が楽しんで子供達の中に飛び込んでいきたいと、元気が出ました。一人
ひとりを多方面から見ることで、欠点の反対側を見つける喜びを感じながら、自分も一
緒に成長していきたいと思える、いい時間を過ごせました。ありがとうございました。

92 高校

今回の講義で共感した事は、人間の感覚はすばらしいという事である。特にマッチ箱
に10円玉を入れて重さを比較する実験は、自分自身も実際体験して不思議だと思い
ました。人間の手の感覚は鋭かったりあえて鈍かったりする。だから人間はすばらしい
んだということを学びました。　空気に重さはあるか？という問いに私は「ない」と答え
た。しかし後で考えると義務教育で「空気に重さはある」ということを学んでいました。な
いという根拠は？と質問されそれらしく正論を述べる受講生に対し先生は実験を通し
てわかりやすく理解させて下さいました。何事もやってみなければわからない。手間を
かけた学習は必ず身につき応用が利き新しい発見につながる事を今回学ばさせて頂
きました。

93 その他

楽しい授業という名の通り、とても楽しく講義を受けさせて頂きました。このような授業
だったら、子ども達の意見も沢山引き出せ興味もわくだろうなと感じました。私は幼稚
園教諭ですが、子ども達に沢山の疑問を投げかけ興味関心が湧くような保育を工夫し
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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94 幼稚園
お疲れ様です。先日はとても楽しい授業ありがとうございました。さっそく、ナイフなの
に切れないの話を実習生や、職員にに話しました。学生は、素直に受け入れてくれて
ました。また、上田さんの授業を受けたいとおもいます。

95 小学校
久しぶりに大学生に戻ったようで，よかった。初心に返ることができ，自分の考えなども
まとめる時間ができ，よかった。

96
特別支援学
校

　「人間の感覚の頼りなさ」「人間の感覚のすばらしさ」「長所は反対側の欠点に支えら
れている」「教職を楽しむためには目の前の子どもを否定しない」など「なるほどなー。」
と思う言葉がたくさんありました。自分の教職生活を振り返り，子どもたちへの関わりを
反省するよい機会になりました。

97 小学校
教授の話も大変おもしろく、場の設定も実験などがあり工夫されていてとても楽しい講
習でした。

98 小学校

　内沢さんの包容力・懐の深さには毎回驚きます。以前，講演をうかがったことがあり
ましたが，今回も心に響くお話を伺えて本当に勉強になりました。８月にも２日間講演
を伺う予定です。今からとても楽しみです。『「なのに」と言ったら「だから」』本当に深い
問いでした。本当に勉強になりました。ありがとうございました。

99 幼稚園
内沢達先生の教職についての省察の講義を受けさせていただいて、マンネリ化した
日々の保育に喝が入りました。楽しい授業を展開していくヒントをたくさん教えていただ
きました。ありがとうございました。
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