
平成２３年度 研修大会 アンケート集計及び分科会報告

平成２３年７月３日（日）実施 研修委員会

Q１．　今回の研修大会について次の項目についてどう思われましたか

ア．全体会の講演内容について（全分科会）
今回　２３年度 （参考）　前回　２１年度

回　　答 人数(人） (％）

大変良かった 594 55.6
良かった 356 33.4
普通 97 9.6
あまり良くなかった 9 0.8
良くなかった 5 0.4
無回答 2 0.2

イ．全体会の講師について
今回 ２３年度 （参考）　前回　２１年度

回　　答 人数(人） (％）

大変良かった 727 68.3
良かった 261 24.0
普通 55 5.8
あまり良くなかった 8 0.8
良くなかった 8 0.6
無回答 5 0.5

ウ．分科会の内容について

各分科会　回答別　人数
全分科会
（計）

副会長 書記 会計
学年
  ・学級

成人
環境
  ・校外

ふれあい 交通安全 広報

大変良かった 539 93 49 79 80 89 41 19 49 40
良かった 377 59 52 44 45 38 29 13 35 62
普通 97 16 17 7 22 6 4 2 11 12
あまり良くなかった 24 4 4 5 5 0 1 1 1 3
良くなかった 6 1 0 3 0 0 0 0 1 1
無回答 23 7 0 1 1 3 6 1 0 4
小計 1066 180 122 139 153 136 81 36 97 122
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Q２．　今回の研修大会についてどう思ったか。

１．全体会の講演内容について

良かった点、感想など
防災に関する講演は大変によかった、今後の人生に活かしたい
防火意識の甘さを認識させられた
防災に対しての今までの教訓を覆された思いでした
家の防災意識を高めるために、今日の話を家族にします
災害について危機感をいかに持っていないかがよくわかった
タイムリーな話で大変に参考になった
とても今後に役立つ内容で伺ったお話を活用していきたい
今までいくつか講演で聞いてきましたが、一番良かったです、とてもためになりました
親子で聞きたい話でした
ちょっと前のことなので、身につまされる感じでした
山村先生のお話、とても良かったです、子供たちにも是非聞かせてあげたいです、
有事のときには中学、高校生のパワーはとても重要だと思うので人の助けになる働きをしてほしいです
山村先生のお話を実際に高校で話していただきたい
山村先生のお話をもっと大勢の方に聞いてほしいと思いました
内容の濃い話を聞くことができた
本日の講演会は大変参考になる･･･身につまされる内容でした、話も上手で我が校でも是非と思いました
タイムリーな講演で大変良かった、講演料がしりたい（学校に来てもらえないものかと）
講演はとてもすばらしいお話しありがとうございました、今後自身にも起こりえることでしたので勉強になりました
講演内容はとてもためになりました、正しい知識が身を守ることを教えていただきました
講演会の話を聞いて、もう一度家族で話し合いをし、「生きる」ことの大切さを認識したいと思います
講演会もテンポよく聞きやすかったので子供たちにも聞かせたいなと思いました
山村先生の講話は非常にためになりました。是非とも子供たちにも聞かせたいです
桐野先生のお話は、神奈川の交通安全の取り組みの歴史がわかりよかった
デートDVや講演はとても良かった（複数意見）
デートDVも興味が持てた
全体会の講演の内容は悪くなかったが、高P連との関係は？

あまり良くなかった・良くなかった　という理由：
資料を読めばわかる内容で、時間が長すぎる
内容が古い、頭が固い
質疑応答がほしかった
あまりピンとこなかった
もっと多くの話が聞きたい
プロジェクタを使って資料などを見たかった
何をすべきかのまとめがほしかった

２．全体会の講師について

良かった点、感想など
実体験の基づいた講話は大変説得があった
とても親しみやすく、聞き取りやすい、わかりやすい内容を提供していただいたので、
今後学校に持ち帰り、機会をつくり伝えていきたいと思います
親として、興味深く聞かせていただきました
実際に現場を見て体験し、数多くの災害に関する調査をしているかたの話は
とても有意義だった、興味深かった
山村先生のお話をもう一度聞きたい
期待以上の内容だった

あまり良くなかった・良くなかった　という理由：
よく聞こえない場合があった
芝居みたい
マニュアル通りに話してる感じ
もっとはっきり話して欲しい
デートDVの話が長く、保護センターの所長が早口で書きとめることができなかった



３．分科会の内容について

良かった点、感想など
学校ごとにいろいろと話が聞けてよかった
ざっくばらんに話せてよかった
充実した１日でした
来年度の企画が予算が少ない学校が多かった
各校のＰＴＡ総会資料があるとよいと思いました
地区の違う他校の同役職の方々と話し合えてとても参考になった
学校によってシステムが違うのがわかり、今後の参考にしていきたい（役員決め、交通費など）
高校によって地域性もありますが、総合的には同じ悩みを持ち苦労しているところもあり、
同志として頑張っていきたいと思います
大変楽しかったです
PTA会費が支払われていない現状があることが参考になった
各校の様子が聞けて参考になった

あまり良くなかった・良くなかった　という理由：
学校により役割が異なるので、参考にできにくい
ノウハウが聞けると思ったが、がっかりした
テーマが不明確なので、単なる交流会だった
テーマが決まってるとよかった
具体的なディスカッションのテーマを示してほしかった
担当では無いし、学校としてどんな取り組みをしているのかがわからないので話すことがあまり無かった
話が偏っている
声が聞き取りにくい
話題も統一されてない
分科会の席が遠くて声が聞き取りにくい（椅子だけにするなどはどうか？）

４．運営について

時間通りに始まらない、席に着くまで会場がざわつく
人数があらかじめわかっているはず、席の場所をわかりやすく示して下さい
席が無かった、お弁当の配る場所が左右にあったので、事前に振り分けてほしかった
時間をかけすぎ
クーラーが効きすぎ
分科会の人数が多すぎる
１グループの人数が多すぎ
15名は多すぎた、6名くらいの方が良いと思います
他のグループの声で聞こえない
他班の声が大きく、自班の話が聞こえない
担当より；隣の2班のテーブルが女性のみで大変盛り上がりましたが、ちょっと声が大きくなってしまいました
途中2回ほど注意して声を落としてもらいましたが、同室だとどうしてもそのあたりが難しいと感じました
ひとり５千円は高い　→　場所を変えたらどうでしょうか？
会場での声が聞き取りにくかった
1ｸﾞﾙｰﾌﾟのテーブル数を減らし、もっと話しやすくした方が良いと思いました
ｸﾞﾙｰﾌﾟをもう少し細かくしていただいたら話しやすかったかも
他テーブルの声がかぶり聞き取りにくいところが残念
ｸﾞﾙｰﾌﾟの人数が多くて話が聞こえなかった
資料が細々ありすぎ、まとめてあると見やすい
座席については受付の際に一言かけていただければ混乱しなかったですね
研修大会は平日には出来ないのでしょうか（せっかくの休日に家を空けなければいけないことに少し抵抗を感じます）
朝食の用意もそこそこで出発、昼食も用意もしてこなくてはならず主婦としては大変です
座席が足りないのは基本的に残念な不備だったと思います、予備を用意しておくことは出来ないのでしょうか
分科会の会場の机の番号がわかりにくい
毎回思うのですが、お弁当を食べる場所を考えて下さい
　ごみのことを考えると同じ場所が楽なのはわかりますが、ひざの上はきついです、
　足をつま先立ちするか片手で持つか、5000円も参加費がかかるのにテーブルなしはひどすぎる、考えて下さい
空調が効きすぎて寒かったように思います
節電を呼びかけている割りに会場が寒かった
ご苦労さまでした、空調が寒かった、（節電にあっていない）
事業説明（１）は長すぎ、講演時間をもっと取るべき
全体会の会場の空調の温度が低く寒かった
準備等、いろいろとご苦労が多かったと思います、ありがとうございました、おかげ様で楽しいひとときでした
県P連の役員さん、皆様お疲れ様です、企画準備等、大変だと思います、ありがとうございました
役員さんお疲れ様でした、ありがとうございました
分科会での話し合う内容が事前に分かつていたらもっと意見が出たと思う
全体会も分科会もエアコンの効きすぎだとおもう←上着を着た方が多かった(複数意見)
休日とはいえもっと節電モードにするべきだとおもいました
全体会の豪華な花は研修会に必要でしょうか?
お弁当・お花の費用をもう少し落とした方がいい
大きな会の開催、おつかれさまでした
分科会は各学校にある委員会のみの参加で良いのでは？
女性が多い割にはトイレが少なくたいへんでした（複数意見）
男子トイレが使用出来るよう工夫をしてください（複数意見）
この会場でこの人数を集めて丸一日行う研修大会には少し疑問を感じます
全体会が延びてしまったためお昼の時間が短かった



各分科会での意見など：

副会長研修
とても良い情報交換だったと思います
今回の分科会のまとめを各校に配布してほしい
分科会の教室のことを受付時に一言そえてもらえると助かります
分科会では各校の特色で様々なお話しを伺うことが出来て大変有意義な時間でした
分科会初めて参加しました、とても良い体験をさせていただきました
分科会では他校の苦労話など聞くことが出来良かった
分科会のディスカッションはとても有意義でした
分科会は活発な意見交換ができ楽しかった
有意義な分科会でした、ありがとうございました
各校の副会長さんの現状がわかった
各校の取り組みの内容を聞くことが出来て参考になった
役員決めの方法等、自分の学校にも取り入れられそうなことを聞くことができたのでとても有意義でした
本日参加してとても有意義でした、分科会もいろいろ話を聞けて良かったです
いろいろな情報がわかって良かったです、問題点はわりと同じだと思いました
すごく大変ですが、分科会という会はとても良かったです、本当に参加して良かった
各校の活動内容を伺い勉強になった点がありました、今後の活動の参考にしたい
有意義に楽しく活動を聞かせてもらった
いろいろな意見が聞けて良かった、参考になった
色々な学校のお話が聞けて良かった
各校のお話を伺えて良かったです
PTAの催しで疑問に思うことや新しい案が聞けてためになった
各校の運営の仕方が違ったので話し合いできた良かった
他校の状況がわかり、自分のところは恵まれているのだと思えた、いろいろな方の話が聞けておもしろかったです
地区学校によって違う様子が聞けて良かった
色々な学校のことがわかって良かった、参考になった
各校の意見で参考になるものは取り入れていきたい
他校の意見が参考になりました、楽しかった、
他校の副会長さんと話ができて良かった
いろいろな意見が出て有意義でした
いろいろな情報が聞けて良かった
普段会わない人たちから学校でなにがあるのか聞いて良かった
他校でボランティア登録制が上手にいっている学校があってみんなで持ち帰り参考にしたいと思った
スムーズに出来る学校がうらやましかった
他校ごとのPTAのシステム、学校と地域とのつながりなど学べることがたくさんありました
他校の役員の方と身近にお話しできたことが大変励みになりました
県内の高校という地域の多様さを感じました、また共通した内容もあり大変多くのことを学びました
他校の役員さんたちと交流が図られて大変参考になりました
同じ立場の役職の仲間と同じような気持ちを話し合えて楽しかったです、帰ってから役立てられるようにしたいです
他校の様子が伺えておもしろかったし、ためになりました
他校のやり方が違うので参考にできるところは真似をしたい
いろいろな高校のお話が聞けて良かったが、分科会のテーブルが少し大きすぎた
いろいろな意見が聞けました
ためになることを教えていただき有意義な一日だった
初めてなので、他校のことが良くわかり参考になった
楽しい意見交換できました
テーマ選定がはっきりしていたほうがやりやすい
議題の設定がないので意図がよくわからなかった
高校により先生の関わり方が違うのでご苦労されているところもあるようです
問題は重なることもありますが、各校環境ややり方が違うので答えは出ないです
日曜に研修する意義について再考願います

会計研修
会計基準は統一されているのか？
学校単位の参加でよいのでは？
県の会計処理にムダを感じた
もっと現場の声を聞いて欲しい
話し合いのテーマが前もってわかればよかった
県高P連に話し合いの結果が反映されているのか？



学年・学級研修
他校の話が聞けてとても参考になった反面、事情が違うので参考にならない面もある
とても活発な話し合いでよかった
グループ分けでは、横浜市内の学校の話が聞けたが、今度は他の地区の学校と話したい
他校の様子とみんな同じような悩み・苦労をかかえていることがわかってよかった
楽しく過ごせてよかった
うちの学校のよいところがわかったので、持ち帰ってもっと活用したい
委員を楽しんでやってるかたもいて、勇気づけられた
みなさん、一生懸命に活動していることがよくわかり、とても参考になった
他校の話はとても参考になる

ふれあい研修
.他校の活動内容が聞けて参考になった
有意義な情報交換が出来て参考になった
.学校で委員さんや職場でも使える内容があった
統合した学校ならではの悩みがあったようなので、同じｸﾞﾙｰﾌﾟにしてあげても良かったのかと思います
時間が短く感じられた
PTAに関わることも子供が高校生のうちだけなので、後少し楽しみたい

交通研修
大変勉強になりました
タイムリーに聴講したい内容で本当に良かったです
他の学校の意見が聞けて良かった
自転車通学路と徒歩・バス通学組に分かれて情報交換しました
来年度は自転車通学で困っている学校と一緒にして欲しい
交通安全については自転車通学が少ないのであまり討論することが無かった
分科会講演後のグループの話し合いが良かった
悪くはないが、ものすごく良いと言う物でもない
分科会の話し合いもスムーズでよかった
他校の話が聞けてよかった（複数意見）
今後の活動の参考になりました
分科会の時間がもっとあればよかった
文句なし・１００％充実の内容だった
学校ぐるみで自転車事故をなくしていきたいとおもった
全体会での講演では涙がでました。現地の緊迫した感じが伝わってきました
分科会での班の確認を自分たちでして欲しい
セイフティカードについて興味深かった

広報研修
情報交換ができて良かった(多数）
各学校の広報紙が欲しい
広報誌作成の講習会を行ってはどうか
写真の撮り方・選び方を学びたい
記事のまとめ方・編集関係の方の話が聞きたい
広報誌のあり方の勉強会
多摩高校の発表が良かった（多数）
受賞作が欲しい
HPにのせて欲しい


