
平成25年度 研修大会 アンケート集計及び分科会報告

平成25年7月7日（日）実施 研修委員会

ア．全体会の講演内容について（全分科会）
今回　平成25年度 【参考】前回　平成24年度

回　　答 人数(人）
割合
(％）

大変良かった 583 54.8
良かった 369 34.7
普通 94 8.8
あまり良くなかった 9 0.8
良くなかった 3 0.3
無回答 5 0.5

1063

イ．全体会の講師について
今回　平成25年度 【参考】前回　平成24年度

回　　答 人数(人）
割合
(％）

大変良かった 765 72.0
良かった 237 22.3
普通 40 3.8
あまり良くなかった 4 0.4
良くなかった 5 0.5
無回答 12 1.1

1063

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）

会長 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 567 50 88 67 67 72 77 57 24 65
良かった 389 33 64 41 48 52 44 33 33 41
普通 64 4 10 7 3 12 4 7 15 2
あまり良くなかった 21 2 1 1 4 1 0 1 10 1
良くなかった 7 1 1 1 1 0 0 1 2 0
無回答 15 1 1 1 0 0 1 1 1 9
小計 1,063 91 165 118 123 137 126 100 85 118

大変良かった

良かった

普通

あまり良くなかった

良くなかった

無回答

副会長 

大変 
良かった 

良かった 

普通 

書記 

大変 
良かった 

良かった 

会計 

大変 
良かった 良かった 

良く 学年・学級 

大変 
良かった 

良かった 

成人 

大変 
良かった 良かった 

環境・校外・ふれあい 

大変 
良かった 

良かった 

交通安全 

大変 
良かった 

良かった 

普通 

あまり 
良くなかった 

広報 

大変 
良かった 

良かった 

講演内容について 

大変 
 良かった 

良かった 

普通 

あまり 
 良くなかった 

良くなかった 

全体会の講師について 

大変 
 良かった 

良かった 

普通 

あまり 
 良くなかった 

良くなかった 

会長 

大変 
良かった 良かった 

普通 

講演内容について 

大変 
 良かった 

良かった 

普通 

あまり 
 良くなかった 

良くなかった 

全体会の講師について 

大変 
 良かった 

良かった 

普通 

あまり 
 良くなかった 

良くなかった 



１．全体会の講演内容について

　◎良かった点、感想など

・講演がとても良く、家ですぐに実行できそうでした。
・特に木原先生の講演がとても楽しく心に残りました。少し泣いてしまいました。
・木原先生のＷＹＳＨ教育の話が大変胸にしみた
・木原先生の講演がとても良かった。涙が出た。
・親として要求ばかり多すぎたと反省させられた。

　●あまり良くなかった・良くなかった　という理由：

２．全体会の講師について

　◎良かった点、感想など

　●あまり良くなかった・良くなかった　という理由：
・時間巻きの応用を身につけて。

・わかりやすいのでもっと話を聴いてみたい。
・木原先生のお話が聞けお会いすることができ感謝です。ありがとうございました。(2)
・著書を読みたいと思います。
・考え方、見方を少し変えたり、子どもの話を聞くということもよかったです。

・木原先生の話、とても心に残った。沖縄のことば「ヌチ ドゥー スージ」が思い出された。命がつながって
いること、素敵である。
・DVDを使用するのは話をするよりリアリティがあって、今どきの伝え方だと感じた。
・とても気さくな感じで、子どもたちのための活動に感動した。
・楽しく聴衆を引き込む内容、話だった。
・温かいお心の先生だった。DVDでの子どもとの接し方に共感した。

・期待していなかったせいもあって、結構面白かった。
・木原先生の講演、感動しました。ありがとうございます。(2)
・ためになる話で、家でも取り組める内容でうれしかった。(2)

・講演会の話が少し長い。
・DVDがわかりづらかった。
・DVDの事前チェックをきちんとしてほしい。(5)
・音声が出ず残念。(4)
・ＤＶＤがしっかり映るか事前にチェックをすべき！講師に失礼極まりない。

・先生の講演がすばらしかった。自分もよく子どもに対して様々なことで煮詰まった時、生まれてきてくれた
瞬間のことを思い出してリセットする。生きているという実感を子どもに持たせてあげたいと思う。

・毎年、講演がとても参考になり、楽しみにしている
・子どもが安心していられる穏やかな家庭づくり、話しをちゃんと聞ける親になりたいと思います。
・講師の話はわかりやすく、聞きやすかった。
・教育については様々な情報があふれる中、親がその情報に踊らされ子どもたちが余計に振り回されて
いる気がする。もっと親が「何が大切か」を見極めて子どもたちに伝えていけたらと思った。(2)
・親が子どもにしてあげられる一番大切なことは、話を聞いてあげることだとあらためて確信した。
・子どもの心のことなどよく理解していかなければいけないとわかった。(4)
・すばらしい講演で涙が出た。
・高校生を持つ親としてあらためて考えさせられ勉強になった。
・内容がわかりやすく実行可能だと思った。(5)
・楽しく聴けてとてもよかった。(2)
・木原先生の講演がよく、子どもが生まれた時の初心に戻れた感じです。(3)
・とてもわかりやすく心にジンときました。(3)

・分科会の時間が押していたので去年と同じ話をしているならば、カットする工夫が必要。
・講演までの挨拶が長い。冊子にのっている以外を中心に話してほしい。
・講演会の話をもっと聞きたかった。

・とても勉強になりました。ありがとうございました。

・講演会は良かったが、椅子の配置が良くなくて前が見えにくかった。
・子どもたちはかなり成長している。その後の親に出てくる問題点、さらに成長した子どもたちとの付き合
い方等、親を対象とした内容でも良い。去年と今年の講演内容は小中学校のほうが向いているのではと

講演内容について 大変 良かった 普通 あまり 良くなかった 全体会の講師について 大変 良かった 普通 あまり 良くなかった 講演内容につい大変 良かった 普通 良くなかった あまり 全体会の講師について 大変 良かった 普通 あまり 良くなかった 



３．分科会の内容について

　◎良かった点、感想など

　●あまり良くなかった・良くなかった　という理由：

・全日とは別に、定時の研修会を行ったほうが良いのでは？

・グループ全体としての意見がまとまらなかった。
・2つに分けなくてもいい。そもそもこれ必要ですか？目的がはっきりしない。

・楽しかった。(6)
・有意義な話し合い、意見交換ができたのでよかった。(5)
・副会長の立場や悩みなど学校へ持ち帰る。ためになった。(1)
・10名でのディスカッションはちょうどよい。
・副会長の仕事、運営委員会や地区発表校、それぞれ前年度の引継ぎノートの必要性を今回の話し合い
の中で感じた。

・会場が寒く話し合いに集中出来なかった。時間不足。
・時間が短く、聞きたいところまでいかなかった。
・自校は自転車通学禁止なので、話題が合わなかった。
・活発な意見交換ができなかった。
・せっかく役職別にやるのだからもう少し基本的な部分について話ができるとよかった。

・ディスカッションの時間が少なすぎた。
・話し合いの時間がもう少し欲しかった。
・グループミーティーングの時間が少なすぎた。
・時間が短い。もっと沢山意見交換したい。
・分科会の時間を長くとって欲しい。

・いろいろな意見が聞きたいので、各グループごとの発表時間も設けてほしい。

・声が聞こえにくかったのでグループ別の部屋の方がよかった。(3)
・分科会が14名では話はできたが、離れていて聞き取りにくかった。もう少し少人数がよい。(5)

・自分が活動している内容とはまったく違う活動内容だったので、話に参加できなかった。

・座る場所的に全員の声が聞こえにくく議論が半分くらいやりずらかった。(7)

・せっかくの情報交換の場なので次回は人数、部屋等を考えてほしい。(3)

・もっとテーマを決めておくなど、ただ話し合ってくださいだと効果的でないと思います。

・各校の工夫している点などたくさんの話を聞けて良かった。(2)
・見知らぬ同士でも経験を含め楽しく過ごせた。(2)
・勉強になった。(5)

・萩元先生の話はよかった。
・他高校の情報収集ができました。(14)
・いろいろな現状や意見が聞けてよかったです。(28)

・意見交換はとても必要である。(2)

・他校の委員会活動内容、困難なことなどを聞けて参考になりました。(36)

・内容が副会長業務のことでなく、学校へ持ち帰れない。残念。
・会場のセッティングについて、テーブル番号だけでも設置してあるとよい。
・時計がほしい。

・活動内容が違うので、テーマの決め方が難しい。
・段取りが悪い。

・机の並びが縦に長すぎて、隣の机の話し声も良く聞こえ、話が聞きずらかった。(2)

・グループの人数はもっと少なめに。

・他校の考え方、やり方が理解できたいへん参考になった。
・広報誌作りの工夫や編集方法の特長が聞けて楽しかった。
・広報委員同士の意見交換ができた。
・有意義な時間が過ごせた。
・悩みを聞いてもらえてよかった。
・広報誌コンクール入賞校の話がとても参考になった 。
・広報は自分たちの苦労を慰めあって元気を貰いました。来て良かったです。

・もっと機会を増やしてほしい。
・委員集めや広報誌が確実に親に渡らないことに苦労している。
・折角の発表でしたがスピーチが早く、聞き漏れ、メモの取りもれがあり残念でした。

・書記になるとメモを取るのに忙しくて、課題に参加するのが大変。

・司会は、主催者側がやったほうが良いのでは。

・他校の方と情報交換が出来て良かった。悩みが共有できて良かった。
・テーブルが小さければ話を聞きやすかった。



・木原先生の「守りの教育」よかった。

・多くの人に聴いてほしいと感じた。

・とても楽しく過ごせました。

・分科会の時間もっとあればよかった。

・PTA全体の話が聞けて良かった。

・実りある意見交換でよかった。

・各校の地域性が感じた。
・A4の紙でネームプレートを作った方が見やすいと感じた。
・もう少し人数が少ないといい。
・記録が大変。

・開催理由がわからない。
・講演前の来賓の話が長い。

・木原先生のお話がよかった。

・スタッフの皆さん、お疲れさまでした。

・DVD稼働しなかったなど準備不足で失礼。

・トイレが混んでいた。

・あいさつは短い方がよい。時間が押して慌ただしい。
・お昼の時間にもう少し余裕がほしい。お弁当がおいしかった。
・会場の冷房が効きすぎ。
・段取りが悪い。
・会場入口に別イベントの看板があってわかりにくかった。

・会場が寒かった。

・有意義な時間を過ごすことができた。たいへん勉強になった。
・発表校になる場合があるので、全体会で15～30分映像を見せてほしい。

・自転車保険を義務化してほしい。
・事前に分科会でこうゆう内容をやると周知したほうが話が早く進むのでは。
・分科会は、いろいろな情報を得ることができ有意義だった。時間が足りないくらい（多数）

・初めて出席したが、今後の活動に役立つ話が聞けた。
・教育について偏差値で測ることのできない部分（目に見えない部分）がとても大切で、そこをしっかり見て

・関東大会、研修大会と続いたので忙しかった。
・アンケートを必ず書かされるが、これは講演者は見るのか？

・この場に来るまではドキドキしていたが皆さんフレンドリーで悩みも同じようでためになった。
・今後もこのような機会を設けてほしい。次回が楽しみ。

・壇上の花が大きすぎで講師が見えないし、お金が無駄。

・トラブルのため時間が押したのが残念。

・うちで役立てたい。
・また聞きたい。
・もっとじっくり聞きたかった。

・質疑応答がないのが残念。

・それぞれのカラーがあると感じた。

　▽　会長研修

　▽　副会長研修

　▽　書記研修

　▽　会計研修

・事業報告は工夫があればと思う。（時間が長い）
・花の位置を変えてください。
・全体会が長いので、講演会と式（挨拶）の間に休憩が欲しい。
・自転車保険の斡旋を県高Ｐ連でやってほしい。

・役員になってまだ2ヶ月で不安だったが楽しく参加できた。今回も頑張りたい。



・大変勉強になりました。ありがとうございました。

・講師の先生のお鰭が大変良かった。
・萩元先生のお話を聞いて交通安全のルール、マナーをお手紙で配布する事で効果があるのか、子供が
かばんに入れっぱなしで見ないと悩みましたが、やはり発信し続ける事の大切さを痛感しました。
・勉強になりあっという間の一日でした。今後の参考にさせて頂きます。

・分科会の記録のコピーが出来ると良いと思う。
・初めて会ってお話する方々なのに、仲間意識を持つことができた

・全体会の講師の先生のWYSH教育に興味を持ち、又、お話を聞きたいです。
・木原先生の講演とても良かった。学校の先生方にもお勧めしたい。
・木原先生のお話にはうなずけるところが多く、とても自分自身の子供に対して、思い返すことが多く、これ
からの子供とのかかわりを考えさせられました。

・全体会の席がフラットだったのでDVDが見えにくかった。
・すごくためになるお話を聞けてすごくよかったです。
・講演中のDVDの音声がすぐ流れなかったことはとても失礼だと思った。
・メインの講演前のプログラムはいらないと思います。

・メインの講演の前が長すぎる。来賓挨拶は短くしてメインの講演に時間を割いてほしかった。

・自分の学校の総会（会計）資料があればよかった。

・初参加で不安と期待がありましたが、午前午後ともに有意義な時間を過ごせてよかったです。
・勤務を休み出席してよかった。
・分科会の外の景色がすばらしかった。
・紹介の時に学校名を言っていただけたらわかりやすく親切でよかったのでは。

・有意義な時間を過ごさせていただきました。
・参加してとてもよかったです。
・子ども達のために親がやってほしいこと、今現在子どもたちの様子などの講演を増やしていただけたらう
・去年も今年もためになる話が聞けてたいへんよかったです。
・たいへん貴重な体験をありがとうございました。

・先生が座るための椅子があってもよかった。

・質疑応答の時間が無くて残念。
・事前にテーマがほしい。

・隣が騒がしく聞こえなかった。

・「守る」話がよかった。

・尾木ママの話が聞きたい。

・会計以外など他校の話が聞けて良い。
・学校ごとのやり方が様々だと感じた。
・もう少し少人数で。不安がぬぐえてよかった。
・雑談できてよかった。

・役員の皆さま、たいへんお疲れさまでした。
・楽しかった。
・貴重な意見が聞けていいお勉強になりました。

　▽　学年・学級研修

　▽成人研修

　▽　交通安全研修

　▽　環境・校外・ふれあい研修

　　≪会計研修続き≫

・分けなくてもいいのでは。

・学校に持ち帰りより良いPTA活動を行えるようにさせていただきたいと思います。
・たくさんのいろいろなお話しが聞け参考になりました。
・今後の活動の参考になりました。ありがとうございました。



・分科会のグループ情報交換の時間がもっと欲しかった。
・もう少し他校の取組が知りたかった。
・分科会の時間が少なかったとの声　多数。
・時間が足りないので、班の人数を減らしたら。
・時間が足りませんでした。折角の機会なので多少は延ばしていただける？

・空調が低く具合が悪くなった。
・分科会の会場がとても寒く体が冷えた。
・冷房について、今年度初めて参加される方も多いので事前にお知らせ頂きたい。
・講演会になる前の来賓の挨拶が長かった。人数も多い。
・意見交換の時間が足らず残念でした。

・隣の声が大きくてききづらかった。
・司会を決めるのに時間がかかった。
・講演会で機械の嗣子が悪くなったのが残念です。
・プロジェクターの不備が気になりました。
・午前中10分でもトイレ休みがほしかった。

・分科会の意見交換の時間が15分しかなく自己紹介で終わってしまったのでもっと意見交換の時間が欲
しかったです。（ほとんどの方がこのご意見でした。）
・講演会の時壇上の方が見えなかった。
・テーブルでの人数が多く、話が届かなかった。
・端のほうの声が聞こえない。机の並べ方を考えたら。

・他校のアイディアがとても参考になった。
・場所、お弁当、講演会（全体分科会も）がよかった。
・義務でないといかない行事だが、参加してよかったと患える会だった。
・各学校で交通に関することを教えていただければと患います。例えば、自転車点検、シミュレーションな

・秋に発表を控えている為とても良い情報収集の場になりました。
・他校の取り込みについて開けて参考になり良かった。
・他校の活動、取組みが開けて良かった。
・ところ変わればで、県内の自転車通学の話が開けてよかった。
・内容はよかった。

・大変勉強になりました。充実した一日だった。
・ＰＴＡの中にもいじめや差別などが現実にはあるなと思います。一度こじれた人間関係を修復するのは
困難です。ＰＴＡ自身の教育も必要かなと思いますが実行はむずかしいでしょう。

　▽　広報研修

　　≪交通安全研修続き≫


