
１ 本研究大会にはどの立場で参加されましたか。

Ａ 小学校保護者 １６９（48 ％）

Ｂ 中学校保護者 ７３（20.7％）

Ｃ 小学校教員 ８３（23.6％）

Ｄ 中学校教員 ２５（ 7.1％）

Ｅ その他 ２（ 0.6％）

計 ３５２

２ 今回の参加動機は以下のどれに一番近いですか。

Ａ 研究大会の内容に興味を持ったから。１００（28.3％）

Ｂ 毎年、研究大会に参加しているから。 ５２（14.7％）

Ｃ 友人・同僚に誘われたから。 １８（ 5.1％）

Ｄ ＰＴＡ役員等なので参加することが

義務付けられたから。 １６５（46.7％）

Ｅ 職務だから（大会役員・部会役員）。 １０（ 2.8％）

Ｆ その他 ８（ 2.3％）

計 ３５３

３ 全体講演はいかがでしたか。

Ａ とてもよかった。 ２３５（68.3％）

Ｂ まあよかった。 １０６（30.8％）

Ｃ やや悪かった。 ３（ 0.9％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0％）

Ｅ 参加しなかった。 ０（ 0％）

計 ３４４

・マイクの関係か声が少し聞き取りづらかった

です。（小Ｔ）

・とてもとても楽しかったです。お話の内容も共感できる事が多く、勉強になりました。（小Ｐ）

・マイクの調子が悪く、一部聞きづらい場面があり残念でした。（中Ｔ）

・楽しい講演、あきさせない講演で良かったです。（小Ｔ）

・音響が少し古いのか、聞きづらいところがあり残園でした。部会より、講演会の時間を長くしていい

のでは。 （中Ｐ）

・マイクのためか、よく聞き取れなかった。（小Ｔ）

・楽しい語り口調の中にパンチの効いた内容で聞き応えのあるお話でした。モンスターではない、でも

満足基準と期待水準が上昇することにより、予防線をはらなければならなくなる。学校だけではなく、

社会全体がそうなってきていること、難しい世の中になっていると思いました。（小Ｔ）

・空席が目立っていた。（中Ｐ）

・おもしろく分かりやすかったが、ピンマイクでしゃべっている内容が分かりにくいところがあったの
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で、そこを改良してほしい。 （小Ｐ）

・後方の席だと講師が相当遠く感じた。両翼にもう３列ずつ増やして前に詰めるようなレイアウトにし

てほしかった。 （小Ｐ）

・マイクテスト （小Ｐ）

・とても楽しく聞かせて頂きました。（小Ｔ）

・聞いていてあきない内容で、スライドなしで良かった。 （小Ｐ）

・とても楽しく聞けました。 （小Ｐ）

・親の立場、学校の立場の両方の視点で改めて考えることができた。 （小Ｔ）

・パワフルでエネルギッシュな大学教授。残念なのはピンマイクの性能が悪い｡早口だと聞き取りにく

かった。 （小Ｔ）

・動画を撮らせて頂きました。今後に活かして行きたいと思います。ありがとうございました。（小Ｐ）

・笑いを交えながらで、楽しく聞く事ができました。 （中Ｐ）

・マイクの音がこもっていて聞き取りづらかった。市Ｐの方々の声の方がしっかり聞こえました。マイ

ク、スピーカーの改善を望みます。 （小Ｐ）

・お話が興味深く、おもしろかった。（小Ｐ）

・会場が広いので、モニター等の設置があるといい。 （小Ｐ）

・マイクが良くなかったので、せっかくの講演がだいなしでした。 （中Ｐ）

・テンポよくわかりやすくてよかったです。 （その他）

・とても楽しい小野田さんの話、よかったです。 （小Ｐ）

・子どもにハグｗする大切さのお話が良かった。帰ってすぐやってみます。 （小Ｐ）

・配布したブックレットの内容以外で話してほしかった。マイクの音聞き取りにくく残念。（小Ｐ）

・椅子の間隔がせまくてつらかった。 （小Ｔ）

・良いお話を聴かせていただきました。マイクの調子が今ひとつよくなかったのが残念です。（小Ｔ）

・マイクでしょうか。聞き取りにくいところがあり、もう少し明確に聞こえたらと思うところがありま

した。（小Ｐ）

・もっと本があればよかった。買いそびれた。 （中Ｔ）

・マイクが少し聞きにくかったです。 （中Ｐ）

・マイクの具合がいまいちでした。 （中Ｐ）

・ワイヤレスマイクの調子なのか、いい話なのに聞こえづらい部分が多かった。前の方で聞けばよかっ

た。 （中Ｐ）

・おもしろさの中にも、解決していかなかればならないこと、保護者への対応の仕方をお話されていて

勉強になりました。 （小Ｔ）

・ピンマイク （小Ｔ）

・感動する内容。教育は自律と自立であることを再確認した。 （小Ｔ）

・マイクの声が聞きにくかったです。 （小Ｔ）

・マイクが聞きにくかったのと、長時間のパイプ椅子がつらいので違う会場だとうれしい。（小Ｐ）

・楽しいし、共感する事が多かった。 （中Ｐ）

・マイクがあまりよくなかったのか、声が聞き取りにくい場所があったと思います。 （中Ｔ）

・マイクが聞きにくく残念だった。（中Ｐ）
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・一番後ろに座ったせいか、字が見づらかったです。 （小Ｐ）

・音がこもって聞き取りづらかった。 （小Ｐ）

・講演はとても楽しくためになるお話でした。マイクが悪かったのか、声が聞こえにくかったです。

（小Ｐ）

・マイクのせいか、少し聞きづらかった。 （小Ｐ）

・大変興味深く素晴らしい講演でした。 （中Ｔ）

・日本の大人全体が少しばかり心の余裕をもつおとで解決できる教育問題がたくさんありそうだと感じ

ました。音響設備が少し残念でした。 （小Ｐ）

・内容は良かったのですが音響調整がよくなかった。設備上仕方ないかもしれませんが……。（小Ｐ）

・学校との歩みより、考えさせられました。ＰＴＡ（本当は嫌でした）の役割の大切さを知りました。

（小Ｐ）

・ユーモアがあり分かりやすい講演で、とても楽しかったです。 （小Ｐ）

・堅い肩書きとは全く異なる小野田さんの人柄に、まず心を奪われました。保護者の立場だけでなく、

教師の側の立場をもイメージすることができ参考になりました。 （小Ｐ）

・自分の子だけではなく、地域やまわりの子ども達とも関わっていけるようにしたいと思いました。

（中 P）
・ダラダラと難しい話ではなく、すごく聞きやすかった。 （小 P）
・簡単にモンスターと言っても、いろいろな側面からみるとちゃんと向き合えるんだなと思います。

（小 P）
・マイクの音が少しこもった感じがあり聞き取れない部分があった。 （小 T）
・会場とマイクの関係で少し聞き取りにくいことがあった。

（小学校の体育館よりはよほどよかったが……。） （小Ｐ）

・楽しい講演会でした。みつめ直し考える部分もあり、参加して良かったです。 （小Ｐ）

・元気なお話でとても楽しかったです。 （小Ｐ）

・とてもおもしろかったです。これから買い物に行ったら、パッケージをよく見てみようと思いました。

（中Ｐ）

・先生の声に応じて音響調整してほしい。マイクで聞き取りにくい部分があった。 （小Ｐ）

・マイクの調節が悪く、声が聞こえずらいところがあった。 （小Ｐ）

・全体講演はとても楽しく良かったと思います。ただ、会場の音響が少し聞き取りづらかったかなと思

いました。 （小Ｐ）

・マイク （中Ｐ）

・マイクの調整がところどころ聞きずらかったです。 （小Ｐ）

・時間通りに終了してよかった。いろいろな話をおもしろく講演してくれて、あきずに聞けました。

（小Ｐ）

・マイクの音量をもう少し上げてほしかった。 （小Ｐ）

・声が大きすぎるのか、マイクが不良なのか、一部ききとりづらいこともありました。（ 中Ｔ）

・マイクの声が聞き取りづらかったです。

・分かりやすい内容でためになりました。人を信頼して、つながる必要性を感じました。 （小Ｐ）

・話が聞きずらかった。 （小Ｐ）
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・楽しくお話を聞けました。 （小Ｐ）

・小野田先生のお話は、とてもたのしく、あきず、すばらしかったです。 （小Ｐ）

・マイクがこもって聞きづらい所があった。 （中Ｐ）

・話の内容がおもしろく、考えさせられる事がたくさんありました。 （中 P）
・分かりやすくて良かった。 （小Ｐ）

・講師のマイク、聞き取りにくい。こもってる。 （中Ｐ）

・迫力のある語りですばらしかったです。勉強になりました。 （小Ｔ）

・よく聞こえなかった。（小Ｐ） ・音響（聞き取りづらかった）（小Ｐ）

・マイクの状態が悪かったので改善を！ （小Ｔ）

・残念ですが心に響いてこなかったです。ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを使わなくても、やはり聴衆の方を見ていないと感じま

した。大人数を相手にといっても、心に語りかけてくれる講師を選んでほしいと思いました。（小Ｔ）

・大変素晴らしい講演でした。勉強になりました。自分自身、反省することや、これからこうしてみよ

うと思うことがたくさんありました。 （小Ｐ）

・自分だけでなく、他人の子も幸福でなければいけないということ、子どもを受け止める大人の余裕必

要ということを聞き、忙しくし過ぎてはいけないと思いました。子どもと関わる時間を大事にしたい。

今の生活を続けていいんだと思えました。（小 P）
・すごく楽しく聞く事ができました。（中Ｐ）

・あっという間の８０分でした。楽しく、そして考えさせられました。素晴らしい講演、ありがとうご

ざいました。（小Ｐ）

・ﾏｲｸが聞きずらかった。講演者の魅力が半減。（今年だけ。昨年まではこんなことなかった気がする） （小Ｔ）

・楽しく聞かせて頂きました。（小Ｐ） ・たくさんの事例をまじえた話で、おもしろかったです。（小Ｔ）

・今回はパワーポイントを使用しないタイプ講演会で、いつもと違う感じで良かったです。話の内容も

楽しくおもしろかったです。 （中Ｐ）

・マイクのせいでしょうか……。聞き取りづらいところがあったので残念でした。 （中Ｐ）

・音響（ピンマイク）悪すぎ！ （中Ｔ） ・マイクの音が聞きにくかったです。（小Ｔ）

・講演の中での６年生の子のお母さんの話より。いろんな生活スタイルがあり、それを余儀なくされている

家庭だってあるのに、一つ覚えのように“早寝早起き朝ご飯”を連呼する道、道教委。それを見たり聞い

たりする度に、嫌な思いを抱く子や親もいるのでは？ＰＴＡ連合会は、それを疑問視することなく受け入

れていていいのでしょうか？あまりにも画一的で、想像力に欠けるキャッチコピーであり策ではありませ

んか？ “早寝早起き朝ご飯”をしたくても、させたくてもできない方たちを考えているのか？ （小Ｔ）

・話のテンポがよく、聞きやすかった。 （小Ｐ）

・講演内容はすばらしかったが、マイクの音量がききとりにくい。雑音。 （中Ｐ）

・さすが関西の方。おもしろおかしく聞かせて頂きました。涙する事もありました。 （小Ｐ）

・講演の内容や話し方が大変参考になりました。（小Ｔ）

・唐草模様で登場し、いいお話を聴かせてもらいました。（中Ｐ）

・マイクの聞こえがあまりよくなかった。（中Ｐ）

・マイクを使っていたが、声が聞き取りにくかった。 （小Ｐ）

・マイクからの声が少し聞き取りにくかった。（中Ｐ） ・内容、話し方がおもしろかった。（小Ｐ）

・楽しいお話が聞けて良かったです。（小Ｐ）
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・若干聞き取りにくい点がありました。音量。（中Ｐ）

・マイクのせいか？スピーカーのせいか？ 音がこもっていた感じで聞きにくかったです。（小Ｐ）

・パフォーマンスが気になった。 （小Ｔ）

・低音が出すぎで聞き取りにくかった。おもしろいが当たり前の内容も半分くらいあった。読み聞かせ

の方が心にしみた。（小Ｐ）

・声が聞き取りづらく残念でした。（小Ｐ）

・かたくるしい講演でなく、楽しく勉強になりました。 （小Ｐ）

・教員と保護者の間のずれを「話し合うことのできる理由」としてとらえて下さったことで心が晴れた

思いがしました。今後の学校での保護者連携のあり方にすばらしい示唆をいただきました。（小Ｔ）

・具体的な内容のお話が多く、考えさせられました。ありがとうございました。 （小Ｐ）

・小野田教授のお話は２度目でしたが、大変すばらしく感動しました。歴代の講演の中でもベストに近

いのではないでしょうか。（小Ｔ） ・音声が聞きにくかったです。（中Ｔ）

・マイクのため、聞きづらかった。（小Ｐ） ・声が聞き取りにくかった。（小Ｐ）

・音声が聞き取りにくかった。（中Ｔ）

・とても興味深い内容だったが、音量、掲示物のおおきさなどで理解しにくいところがあったのが残念

だった。 （小Ｔ）

・夢や勇気などを与えてくれる講演会を続けてください。 （中Ｔ）

・せっかくの小野田先生の話が、マイクなのかスピーカーなのか、いまいち聞きづらかった。こもって

いる感じで残念でした。（小Ｐ）

４.参加された部会はいかがでしたか。（部会全体）

Ａ とてもよかった。 ２６９（83.8％）

Ｂ まあよかった。 ４９（15.3％）

Ｃ やや悪かった。 ３（ 0.9％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0％）

計 ３２１

第１部会（学校支援）

Ａ とてもよかった。 １２（70.6％）

Ｂ まあよかった。 ５（29.4％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0％）

計 １７

・部会の参加者がもう少し増えるとよいと思い

ました。（小Ｔ）

・皆さんとても前向きなので、今後に展望が広がりました。（小Ｔ）

・他の学校のＰＴＡの話が聞けて良かった。（中Ｐ）
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・グループ討議だったが、隣のグループとの間隔が狭すぎて（隣のグループの声が大きすぎて）

グループ討議の話をうまく聞き取ることができなかった。もう少し広い部屋を！（中Ｔ）

第２部会（PTA活動）

Ａ とてもよかった。 １３（67.4％）

Ｂ まあよかった。 ６（31.6％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0％）

計 １９

・グループでの話合いは、他の小・中学校のや

り方等いろんな意見が聞けて楽しかったです。（小Ｐ）

・他校との情報交換に意義があると思います。良かったです。（小Ｐ）

・ＰＴＡ活動についての部会でしたが、子どものために、また自分のためにＰＴＡ活動を楽しんでさ

せていただきたいと思いました。（中Ｐ）

・全体の感想発表よりも、ｸﾞﾙｰﾌﾟの話合いの結果をいくつか発表してもらった方が良かったのでは！（小Ｔ）

・小グループでの話合いがとても良かったです。 （小Ｔ）

第３部会（ 地域連携 ）

Ａ とてもよかった。 ２２（84.6％）

Ｂ まあよかった。 ４（15.4％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0％）

計 ２６

・北総研 松村様の話が分かりやすくて良か

ったです。 （小Ｐ）

・松村さんのお話がとても要領を得ていて、とても良かったです。地域の活動について、新たな視点

をもつことができました。 （中Ｐ）

・いろいろな話が聞けて良かったです。（小Ｐ） ・非常に有意義でした！ （小Ｐ）

・良かったので特にないです。（中Ｐ） ・地域と学校の連携要領について勉強になった。（小Ｐ）

・プレゼンもグループワークも良かったです。 （小Ｐ）

・子どもと地域をどのようにつないでいけばよいか、参考になりました。 （小Ｔ）

・松村先生の様々な取組から示唆を受けました。ありがとうございました。 （小Ｔ）

・松村さんのお話が実践に基づいたもので、非常に説得力がありました。まだまだ続きが聞きたいと

思いました。 （中Ｐ）

・第３部会。考えるべき課題など理解でき大変良かったです。 （小Ｐ）

・講義、実践発表、グループ協議と、充実していて良かったです。 （小Ｔ）

・すばらしいお話で大変勉強になりました。 （小Ｔ）

・準備ありがとうございました。全体スケジュールの共有ができている、もっとスムーズに進められ

たのでは……と思いました。 （中Ｐ）
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第４部会（多様な個性との共生）

Ａ とてもよかった。 ８４（91.3％）

Ｂ まあよかった。 ７（ 7.6％）

Ｃ やや悪かった。 1（ 1.1％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0％）

計 ９２

・実例が多く、これからの実践に生かしていきたいと思いました。（小Ｔ）

・基本よりもうワンランクアップの話が聞きたかった。（小Ｐ）

・とても興味深い話で勉強になり偏見がなくなりました。先生の話し方も聞きやすかったです。

（小Ｐ）

・説明が具体的で実例を伴っていて分かりやすかった。（小Ｔ）

・今後すぐに活かせる内容であり、大変良かった。（小Ｐ）

・具体的な事例を通して笑いを交えお話してくださり、分かりやすく楽しく聞かせていただきまし

た。 （小Ｐ）

・プロジェクタのスクリーンが見えなかった。ステージの上に上げた方がよい。（小Ｔ）

・とても参考になりおもしろかったです。 （小Ｐ）

・すごくためになるお話が聞けた。 （小Ｐ）

・時間が長いように感じました。 （中Ｐ）

・講師の話し方がとても聞きづらい。（せきばらい、笑い、など） この人の話はもう聞きたくない

と思いました。（中Ｐ）

・勉強になりました。障害のある、ないの見分け方、気軽に相談できる機関も教えてほしかった。

（小Ｐ）

・とてもわかりやすく、ためになりました。 （中Ｐ）

・不登校の子どもは発達障害があると初めて知りました。分かりやすく具体例もあり良かったです。

あっという間の時間でした。 （中Ｐ）

・繰り返し次年度も話を聞きたいと思います。 （その他）

・改めて整理できました。（その他）

・自分の子どもが特別支援学級に通っているので、とても勉強になりました。（小Ｐ）

・会場の温度管理をしっかりしてほしい。暑すぎたり、寒すぎたり。 （小Ｐ）

・もっと沢山の人が正しく理解をして関わってくれるといいなあ、と思いました。（小Ｐ）

・発達障害にも色々ある事、その対応、分かりやすかったです。 （小Ｐ）

・具体的で分かりやすかった。 （小Ｐ）

・会場が悪かった。机・テーブルがほしかったです。 （小Ｔ）

・大変分かりやすかった。スクリーンが小さい。 （中Ｔ）

・分からなかったことが聞けて良かった。 （小Ｐ）

・資料が用意されていたので良かったです。 （中Ｐ）

・何度か荒木先生のお話を聴かせて頂いていますが、とても分かりやすく仕事にも活かせるの勉強に

なりました。 （中Ｐ）
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・とても勉強になりました。 （中Ｐ）

・人が多すぎ、スクリーンが小さい。前の方にいてよかった。新しい情報もあり、先生の話も聞きや

すく大変良かった。質問時間が短かったのが残念。 （中Ｐ）

・大変分かりやすく役に立ちました。少し、会場が寒かったです。 （中Ｔ）

・学校の中に、今回お話してくださった症状をもった子どもがいるため、大変勉強になりました。対

応の仕方を知ることができました。 （小Ｔ）

・第４部会のテーマで来年度も行ってほしい。（小Ｐ） ・具体的な内容で良かった。（小Ｔ）

・先生の外来での経験もたくさん例に出して説明してくださったので分かりやすかったです。（小Ｐ）

・具体例を挙げながらお話してくださったので分かりやすかったです。 （小Ｔ）

・大人数に対してスクリーンが小さいので、見えにくいところがありました。（小Ｐ）

・内容についてはＡでした。ＰＴＡの交流、分科会ならではの交流があれば、と思いました。（小Ｔ）

・自分の子も発達障害があります。あらためて気をつける事を思い出しました。 （中Ｐ）

・非常に勉強になりました。 （小Ｐ）

・とても分かりやすく、ユーモアもあって、まったっくあきずに聞くことができました。（小Ｐ）

・もっと分かりやすい資料があれば良かったかと……。 （小Ｐ）

・発達障害の事がよくわかるお話で、ためになりました。（小Ｐ）

・発達障害について漠然としていた知識を整理できました。 （中Ｔ）

第５部会（家庭教育）

Ａ とてもよかった。 ３８（73.1％）

Ｂ まあよかった。 １３（25 ％）

Ｃ やや悪かった。 １（ 1.9％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0％）

計 ５２

・親の思い通りになるのは「名前だけ」と

分かっているが、やればできるのにという思いが子どもにプレッシャーを与え、逆に私のストレス

になっている。何のために生んだのか？と思うこともあります。“自信をもってほしい”に励まさ

れました。ありがとうございます。 （小Ｐ）

・いろんなケースを取り上げて頂いてとても勉強になりました。いろんな親がいて子どもがいて、子

育てに悩んでいる方がたくさんいるんだと実感しました。もっと育児を楽しみたいと思いました。

（小Ｐ）

・子育てを考える前に、一人の人間として親も育っていかなければいけないと実感しました。（小Ｐ）

・子どもは中学、高校と大きくなりましたが、あらためて子どもに接する姿勢を考えさせられました。

（中Ｐ）

・とても勉強になりました。 （小Ｐ）

・考えさせられることが多々ありました。全く関わりのない職場ではありましたが、苦労と同時に大

切な仕事だなと思いました。 （小Ｐ）

・様々なお話の中で、自分のこと、子どものこと、学校でのことなど、気づく点が多々ありとても有

73.1

25

1.9 0

とても良い

まあ良い

やや悪い
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意義な時間となりました。（小Ｐ）

・子育てでは悩む？考える事もありますが、子どもの力を信じて励ますことも大事だと改めて思いま

した。いろいろな経験を通して社会性を育てたり自分自身も学びながら子育てを楽しみたちと思い

ました。自分の価値観を押しつけないようにしていきたいと思いました。自分が大好きと言える我

が子の個性を大切に育てたいと思いました。ありがとうございました。 （中Ｐ）

・相談内容のお話聞かせていただいて、現実に環境が厳しい方がいるので少しびっくりしました。大

変な仕事され、考えさせられました。 （中Ｐ）

・具体的な内容についてのお話だったので分かりやすかったです。 （小Ｐ）

・小学校１・２年生と保育所の親向けでしｔ。小さい時が大事って、それはもう遅いってことです

か？小・中学校の親ですよ。（中Ｐ）

・先生の話が聞きやすかった。事例を交えたりして分かりやすく共感できる内容であった。（小Ｐ）

・あらためて色々と、自分と子ども達の家庭環境を考えてみる機会となり良かったと思います。

（小Ｐ）

・自分の子に問題があると思っていたが、それが良いと思えた。（中Ｐ）

・児童相談所のことを少し知ることができ良かったです。しかし、市の職員も家庭に入り込めないと

ころがあり難しいなと思っています。（小Ｐ）

・部会の川西先生のお話を聴きたくて参加しました。ありがとうございました。（中Ｐ）

・全体を通してとてもためになりました。お話をもっと聴きたかったです。否定的に評価してしまっ

ているところがあったかなって、少し感じてしまいました。子どものために今できることや関わり

方。子どものストレスにならない距離感を保って関わっていけたらと思います。（小Ｐ）

・先生のお人柄を感じるとても素晴らしい部会でした。子育ての大切な部分を教えていただいてあり

がとうございました。また、地域でこんなにも一生懸命頑張っている先生の姿を知り得ることがで

きて感謝の気持ちでいっぱいです。 （小Ｐ）

・とてもリアルで衝撃的な話を聞いて驚きました。今の時代、子どもの連れ去りや犯罪が多いので簡

単に公園や外で遊ばせるのは心配です。親同士のつきあいもトラブルの原因になることが多々ある

ので、なかなか難しいです。 （小 P)
・クセのある子どもの方が子どもらしい……。今、私が悩んでいる問題点です。今日をきっかけに自

分自身も変わりたいと思います。 （小 P）
・生々しかったです。 （中Ｐ）

・大変ためになるお話でした。もっと子どもと向き合っていきたいなとあらためて思いました。

（小Ｐ）

・思う存分子育てをするためには、親に余裕がなければできないと思いました。そういう見通しや覚

悟をもてないうちに親になってしまったのは誰の責任なのか。また、自分の悩みが大きくなってし

まいました。 （中Ｐ）

・子育てに対して改めて納得する事や考え直す事を見直す機会になりました。（小Ｐ）

・ケースごとの関わりを詳しく聞けて参考になりました。 （小Ｐ）

・子どもは問題児は重く感じました。（小Ｐ）

・育児について悩みや不安はつきませんが、子どもの自立へ向けて「自分を好きになる」、そんな風

に育てたいと思いました。（小Ｐ）
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・子育てしているだけで保護者は立派だと思った。 （小Ｔ）

第６部会（スポーツ育成）

Ａ とてもよかった。 ７５（91.5％）

Ｂ まあよかった。 ７（ 8.5％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0％）

計 ２２

・おもしろく為になるお話で、家で子どもに話してみようと思いました。 （小Ｐ）

・ケガの対処や知識について誤った認識が多く、とても勉強になりました。子どもが柔道をしてい

るので、今後のトレーニング等の参考になりました。ありがとうございました。 （小Ｐ）

・分かりやすくて為になりました。（小Ｐ） ・話し方も上手で、とてもためになる話でした。（小Ｔ）

・興味深い話がたくさんありました。（小Ｔ） ・非常にためになった。（中Ｔ）

・旭川にこんなＤ r ｡がいたんだとびっくりしました。内容としてはとてもおもしろかったですが、

もう少し内容をしぼって聞きたかったです。 （小Ｔ）

・子どもが野球をしていて、団にＡＥＤがあるのですが、普段使うことがないのでいざ何かあった時

のことを考えていなかったので、今日のお話は勉強になりました。 （小Ｐ）

・とても分かりやすく、楽しく参加できました。（小Ｔ） ・分かりやすく良かったです。（小Ｐ）

・とても分かりやすかった。お話も聞きやすかった。（小Ｐ）

・後ろの席だったのですが、スクリーンの下方の文字が見えませんでした。（小Ｐ）

・時々息抜きの話もあったりで、とても楽しかったです。（中Ｐ）

・とても勉強になりました。いろいろ聞けて良かったです。（小Ｐ）

・子どもがスポーツをやっているので、大変為になりました。（中Ｐ）

・息子、娘がスポーツをしているので、大変興味深く聞けました。（小Ｔ）

・とても分かりやすいお話でした。今後の生活に生かしたいと思います。（小Ｔ）

・子どもがスポーツをしているので、とても参考になった。（小Ｐ）

・とてもためになる話が聞けて良かった。（中Ｐ）

・子どもがケガをしているので参考になりました。（小Ｐ）

・話の流れ、内容、とても楽しかったです。（中Ｐ） ・もっと聞きたかった。（小Ｔ）

・中２の息子が剣道をしている５２才。２年前からジョギングを始めたのでためになった。

・実際に使える技術を教えてくれて、とても勉強になりました。 （小Ｐ）

・具体的で分かりやすく良かったです。 （小Ｔ）

・とても興味深く聞かせていただきました。ありがとうございました。 （小Ｐ）

・スポーツの講師の方の話が楽しかったです。 （中Ｐ）

・いろいろ知らなかった事を知られて良かったです。 （小Ｐ）

・とても参考になりました。あっという間に時間がたちまして。 （中Ｐ）

・すごくわかりやすかったです。 （小Ｔ）

91.5

8.5
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とても良い

まあ良い
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・先生のお話が聞きやすく、おもしろい話を交えて、とても勉強になりました。 （中Ｐ）

・ｽﾎﾟｰﾂとのつながりの講演を聞くのは、体のつくりや栄養面ともつながるので、とても良かった。（中Ｐ）

・部会の始まりから札幌の安井先生の写真が出て来て、とてもなつかしく思いました。スポーツを（バ

レーボール）をずっと行ってきた私ですが、今後、子どもたちの為に今日のお話を活かしていきた

いと思います。ありがとうございました。 （中Ｐ）

・とても良かった。 （中Ｐ）

・身近な興味ある内容と、講師の分かりやすいお話による楽しい内容で、良かった。 （小Ｐ）

第７部会 （読書活動）

Ａ とてもよかった。 ２２（91.7％）

Ｂ まあよかった。 ２（ 8.3％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0％）

計 ５７

・アットホームな雰囲気でとても良かったです。（小Ｐ）

・とても有意義な時間となりました。ありがとうございました。（小Ｔ）

・たくさんの話（現場の先生の声など）を聞く事ができて良かったです。（中Ｐ）

・お父さん目線でのお話が聞けて良かったです。 （小Ｐ）

・坂田さんの提言がすばらしかったです。しみ入りました。（小Ｔ）

・グループディスカッション内容の共有ができれば……。（小Ｐ）

・読み聞かせにより興味を持てました。子どもとの関わりに一つ良い事を教わりました。（小Ｐ）

・他の小学校で様々な読み聞かせの活動がなされている現状を聞き、本当に驚きました。（中Ｐ）

・課題の解決に近づく情報を多く得られて良かった。提言発表はすばらしかったです。（小Ｔ）

・他校の読み聞かせ状況を知ることができて良かったです。読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、がんばります。(小 P)
・他の学校の読み聞かせの活動の様子が聞けて、とても良かったです。（小Ｐ）

・読み聞かせは、子どもたちにとって想像力を豊かにさせるいいものだと再認識しました。ＴＶやゲ

ームでは心の豊かさは生まれないと思いました。 （小Ｐ）

・提言内容、小グループの設定、協議内容、全て良かったです。（小Ｔ）

第８部会（子どもの安全）

Ａ とてもよかった。 ３（33.3％）

Ｂ まあよかった。 ５（55.6％）

Ｃ やや悪かった。 １（11.1％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0％）

計 ９

・参加した人のｱﾝｹｰﾄだけを見て、成功したとか良かったとかまとめるのはどうかと思う。（小Ｐ）

・大切なことの確認であったと思います。（中Ｔ）

91.7

8.3
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・内容が分かりやすかったです。もっとたくさんの人に聞いてもらってもいいのでは？ （小Ｐ）

・あらためて薬物の恐ろしさを実感しました。（小Ｐ）

・椅子が堅くて痛いです。 （中Ｔ）

・ＤＶＤが良かったので最後まで見たかった。（小Ｔ）

・薬物の怖さや、知らないことをいろいろ知ることができ、今後の指導に役立てられると感じた

（小Ｔ）

・話された内容が、やや新聞やニュースで知っている事が多く、もう少し具体的な内容がほしかった。

もっと警察の方のお話を聞きたかった。 （小Ｔ）

５ 部会に取り上げてほしいテーマがあればお教え下さい。

・意識力の低下を改善するにはどうしたらよいか。 （小Ｐ）

・各学校の取組は？ （中Ｐ）

・学校給食の食育について （小Ｐ）

・インターネット （小Ｐ）

・来年も荒木先生の話を聞いてみたいです。 （小Ｔ）

・ゲーム、スマホで視力が低下するか？知りたいです。（小Ｐ）

６ 全体を通して見て、研究大会の運営はいかがでしたか。

Ａ とてもよかった。 ２２９（54.4％）

Ｂ まあよかった。 １８８（44.7％）

Ｃ やや悪かった。 ４（ 1.0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0 ％）

計 ４２１

・大会運営、ありがとうございました。（中Ｔ）

・連休の真ん中をさける方向ではできないので

しょうか。（小Ｔ）

・役員の皆様おつかれさまでした。ありがとうございました。（小Ｔ）

・とても勉強になりました。ありがとうございました。（小Ｔ）

・準備、運営、大変おつかれさまででした。（小Ｔ）

・連休の中日だったのが残念でした。 （小Ｐ）

・寒い中、誘導係など大変だったと思います。いろいろなご配慮ありがとうございました。（小Ｔ）

・準備から運営、そして事後処理等、本当にすばらしい大会でした。運営に関わったすべての役員の皆

様に感謝します。 （小Ｔ）

・担当のみなさん、お世話になりました。ありがとうございました。 （中Ｐ）

・グループディスカッションの携帯が意見を言いやすく良かった。第３部会。 （中Ｐ）

54.4
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・注意点、留意点（弁当配布、座席場所等）を事前に各校や担当に書類等で周知すれば良いのでは？

（小Ｐ）

・ご苦労様でした。 （中Ｐ）

・いろいろな面でスムーズな運営をありがとうございました。 （中Ｐ）

・担当役員、係の皆様、大変お疲れ様でした。 （小Ｐ）

・大変有意義な時間でした。ありがとうございました。 （小Ｔ）

・会場内が寒すぎました。 （小Ｐ）

・空調が……。寒いです。 （小Ｐ）

・小野田先生の講演が興味深く、勉強になりました。（中Ｐ）

・会場が寒かったです。 （中Ｐ）

・マイクの響きが悪く聞こえづらかったです。聞きたい話が聞こえず残念な部分がありました。（小Ｐ）

・とても勉強になりました。ありがとうございました。（小Ｐ）

・机がほしかった。 （中Ｐ）

・役員の皆様、ありがとうございました。参加して良かったと思います。（中Ｐ）

・部会になった時の部屋の中が寒すぎる。第４部会。（小Ｐ）

・会場がとってもさむかった。（小Ｐ）

・ご準備いろいろとありがとうございました。（小Ｐ）

・本日は大変ありがとうございました。（小Ｔ）

・全体講演時、マイクの音量が聞きづらいと感じました。すばらしい講演だったのに残念です。（中Ｐ）

・テーブルがほしかった。 （小Ｔ）

・すばらしい研究大会の開催、ありがとうございました。（小Ｔ）

・ありがとうございました。 （小Ｐ）

・学校ごとの受付がなくてよかった。 （中Ｔ）

・運営に関わる方々に感謝します。ありがとうございました。 （中Ｐ）

・当日の運営はもちろんですが、受付等、よりよくなるよう工夫されていることに敬意を表します。あ

りがとうございました。 （中Ｔ）

・講演後の講師の案内がないので困っていた。 （小Ｐ）

・全体会の席は、地区毎に分けるなどしてあると確保しやすいと思いました。 （小Ｔ）

・時間どおおりの進行で良かったです、。 （小Ｐ）

・子どもの個性に関しての講演はとても良かったです。自分の子どもはもちろん、周囲の子どもにたい

して理解ある目を向けられるきっかけになりそうです。 （小Ｐ）

・昨年度の諏訪先生、今回の荒木先生といい、素晴らしい話を聞けて勉強になりました。人選がすばら

しくて驚いています。来年度もよろしくお願いします。大変ですが、皆様ご苦労様です。（中Ｔ）

・第４部会の会場がとても寒かった。 （中Ｐ）

・ありがとうございました。おつかれさまでした。 （小Ｔ）

・わかりやすい内容でよく理解できました。ありがとうございました。 （小Ｔ）

・とても勉強になりました。ありがとうございます。 （小Ｐ）

・運営お疲れ様でした。勉強になりました。 （小Ｔ）

・とても勉強になりました。ありがとうございました。 （小Ｔ）
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・ありがとうございました。 （小Ｔ）

・やはり荒木先生はおもしろいし心強いです。 （中Ｐ）

・大変勉強になりました。ありがとうございました。 （中Ｔ）

・初めて参加させて頂きましたが、話の内容も興味深く、とても良いお話が聞けて良かったです。

（小Ｐ）

・座る椅子のスペースがもう少し空いているとよかった。 （小Ｐ）

・皆さんがとても仲良く仕事をされていて良かったと思います。忙しい中、お疲れ様でした。（小Ｐ）

・午前日程にはならないものでしょうか？日曜日午後という日程（連休の中だとよけいに）は他の予定

が立たない。 （小Ｔ）

・担当の市Ｐ連役員の方々、お疲れ様です。 （小Ｔ）

・役員の皆様、お疲れ様でした。昨年から楽しく参加させていただいています。運営する事も大変だと

思いますが、また来年、参加を楽しみにしています。ありがとうございました。 （小Ｐ）

・子どもに立ちして、また考えさせられる機会をいただけて良かった。 （中Ｐ）

・役員の方々、お疲れ様でした。 （小Ｐ）

・時間が長いです。（中Ｐ））

・全体会の会場に入る時に、入口付近に関係者が多く立っていて入りにくかった。片側の道がふさがれ

ていた。 （小Ｐ）

・準備等、お疲れ様でした。 （小Ｐ）

・１２時からだと子どもの食事用意などもあるので 13:30からにしてほしい。 （小Ｐ））

・開会式の長い挨拶はいらないと思う。 （小Ｐ）

・寒くて、失礼でしたがコート脱いでお話を聴くことができませんでした。 （中Ｐ）

・朝早くからお疲れ様でした。 （小Ｐ）

・初めての参加でしたが、とても良い時間を過ごせました。 （小Ｐ）

・毎年とても楽しみにしています。準備運営ご苦労さまです。 （小Ｐ）

・運営委員会の方々、充実した一日になりました。準備等ありがとうございました。 （小Ｐ）

・準備等、お疲れ様でした。お世話になりました。 （小Ｔ）

・お疲れ様でした。 （小Ｐ）

・研究大会の準備、運営、大変ご苦労様でした。 （小Ｔ）

・大変お疲れ様でした。分散しての運営は大変であったと思いますが、案内等、スムーズで、医科以上

移動等も不安なく良かったです。クリヤーファイルでの資料も良かったと思います。（小Ｔ）

・全体会→部会の移動の際、案内の方がたくさんいて、スムーズに部会会場に入ることができました。

（小Ｐ）

・毎回、座席を取る教頭先生がたくさんいます。大変そうです。最初から学校毎座席を指定しては？

（小Ｔ）

・細かいところまで配慮していただいて、スムーズな運営ありがとうございました。内容もとてもよい

もので、充実した大会でした。ありがとうございました。 （小Ｔ）

・もう少し時間が短いと助かります。お疲れ様でした。ありがとうございます。（中Ｐ）

・準備にあたった皆様、お疲れ様でした。ありがとうございます。 （中Ｔ）

・最初の入口にいた方にはびっくりしました。 （小Ｐ）
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・役員のみなさん、お疲れ様でした。とても良い時間を過ごせました。（中Ｐ）

・たくさんの役員さんが、一生懸命創り上げている様子がとても伝わってきました。 （中Ｐ）

・担当の方々の苦労が感じられ、準備・進行が素晴らしいです。 （小Ｐ）

・とても気持ちよく参加でしました。 （小Ｐ）

・お疲れ様でした。 （小Ｔ）

・お疲れ様でした。ありがとうございました。 （小Ｐ）

・大変だと思います。本当にありがとうございました。 （小Ｐ）

・お疲れ様でした。もっと積極的な参加者を期待します。 （小Ｔ）

・お疲れ様です。みなさん、よく動いて頑張っていたと思います。 （小Ｐ）

・役員のみなさんは頑張ったと思います。お疲れ様でした。 （小Ｐ）

・役員の方々、研究大会準備また運営とご苦労様でした｡（小Ｐ）

・頑張っていると思います。 （小Ｐ）

・大会運営とてもお疲れ様でした。 （小Ｔ）

７ 今後の研究大会に対するご意見等をお聞かせください。

・部会とお手伝いは同じがよかったです。 （中Ｔ）

・このＰＴＡ研究大会の参加が単Ｐの充実や新規役員を増やすきっかけになると思います。（小Ｔ）

・お疲れ様です。部会の時に受付をする今年の方法でよかったと思います。会場も地場産でいいと思う。

（学校開催はやめた方がいい。駐車場がない。） （中Ｔ）

・１３：００～１６：００日程でよいのではないでしょうか。 （小Ｔ）

・１２：３０～１６：３０の４時間は少し長いのではないかと思います。休みの日半日つぶれるのは

どうか？と思います。（子どもに留守番をさせているので） （中Ｐ）

・準備のための集合時間が早い。昼食後の集合でも良いのでは。 （中Ｐ）

・受付方法などが変更になり効率的でした。いつも例年通りではなく、思い切った改善が研究大会をよ

い良いものにして行くと思います。本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。（小Ｔ）

・音響の事前チェックをしっかりすれば良いと思う。 （小Ｐ）

・他校同士のつながりがもっとあればいいんでしょうか？ （中Ｐ）

・時間が長すぎる。 （小Ｐ）

・椅子の並べ方を変えてほしい。長いと途中空いていても入りにくい。 （小Ｐ）

４～５列ぐらいでいいと思う。

・会場の温度管理。スタート時間。お昼食べれない。 （小Ｐ）

・三連休の二日目でなければ参加しやすくてよい。 （小Ｔ）

・来賓席のﾊﾟｲﾌﾟ椅子は同じ方が格好がよい。講演会での撮影､録音の可否を明らかにするとよい。（中Ｔ）

・机があるとメモがとりやすいです。 （中Ｐ）

・配布物が少なく低ゆおい。回り道蘊奥等の宣伝もなく良かった。来賓の方々も全体講演会は参加して

よいのでは？ （中Ｐ）
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・連休の中日は大会日から是非外していただきたいと思います。 （中Ｔ）

・時間短縮を。 （小Ｔ）

・いつもお昼に受付けなので、時間帯がちょっときびしい。 （中Ｐ）

・12/20の札幌コンベンションセンターのように、親子コーナーのような別室でも講演が聴けるという

設定が多ければもっと参加しやすくなると思っています。 （小Ｐ）

・子育てについて、いろいろな考え方があると思いました。もっと会話をして密にするべきだと考えま

した。もう少し時間の取り方を設定してほしい。（中Ｐ）

・全体会の３０分間はちょっと長すぎると思います。 (小)Ｐ）

・教育の日なので研究大会開催だと思いますが、３連休の中日なので家庭の予定がたたなかった。開催

日の配慮をしてほしい。 (小Ｐ）

・参考になりました。一人で悩む事が多いのですが、支えて下さる方がいるんだと思い勇気が出ました。

（中Ｐ）

・道外など遠方から来られる方に花束はどうでしょうか？持って帰られるのかしら？旭川の特産品など

はいかがでしょうか？

・時間が長いですね。 （小Ｐ）

・時間をもっと短くしてほしい。時間が長すぎます。 （小Ｐ）

・全体会、部会もとても良いお話でした。私の感想としては、もっと子どもが小さい時に聞きたかった

と思うので、幼稚園や保育所のお母さん達にも声をかけたらと思いました。 （中Ｐ）

・部会の受付もいらないのではないかと思います。 （中Ｐ）

・大変よかったと思います。実施日について配慮いただきたかった。（連休の中日） （小Ｔ）

・準備等々、当日に向けての段取りが大変だと思うのですが、もう少し時期を早めると参加者の人数が

増えるのではないでしょうか。 (小Ｐ）

・初めてでしたが、良かったです。 （中Ｐ）

・これからも頑張ってください。 （小Ｐ）

・連休の中日でない日で、ぜひ実施を！ （小Ｔ）

・毎年ながら、役員の皆様お疲れ様でした。 (中Ｐ）

・初めて参加させていただきました。今後もまた参加したいと思います。 （中Ｐ）

・今後すべての部会などに参加していきたい。 （中Ｐ）

・ありがとうございます。勉強になりました。 （小Ｔ）

・例年寒い時季です。（今年は雪はありませんでしたが）少し早い９～１０月だとうれしいです。（小Ｔ）

・来年も参加したいです。 （小Ｐ）

・初参加でしたが、楽しかったし、勉強になりました。 （中Ｐ）

・初めての参加でした。ありがとうございました。 （小Ｐ）

・各単Ｐから２０万近い会費を徴収し運営して、一般のＰの何かの役に立っているのかしっかり考えて

ほしいです。 （小Ｐ）

・３連休の中日はどうか。 （中Ｔ）

・連休中はさけてほしい。 （中Ｐ）

・受付が変わったが、各校の教頭の対応が変わっていなかった。各校の対応が悪い。 （小Ｔ）

・午前日程になれば。 （小Ｔ）


