
平成25年度広報ｺﾝｸｰﾙ表彰式及び健全育成大会ｱﾝｹｰﾄ集計用紙  

○担　当（調査広報委員、健全育成委員）　　　　　　　　　　　　　　　  

○アンケート集計結果（回収数：　　２４５　枚）  

Ｑ１．今回の広報＆健全育成大会ついて、次の各項目についてどうでしたか？  

1 2 3 4 5  

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  

　  

 

106 114 19 2 0 4  

 

理由  

■良かった  

 

・他校の取り組みは参考になる。事例、データーも役に立つ。  

・保護者が学校まかせではなく、子供の命、環境を守るために一生懸命活動されていた。  

・内容が楽しく、ＰＴＡも楽しく活動しているのでないかと思った。  

・それぞれくふうがあって見ごたえがあった。  

・映像や話し方もゆっくりでわかりやすく楽しく伝えてくださった。  

・2校とも素晴らしかった。  

・他校の様子が聞けてとてもよかった。  

・生徒にも見せたい。凄く感動した。  

・皆一人ひとりが関心を持ってくれたらよいと思いました。  

 

・地域と学校との連携方法を知りたい。  

・笑いがあった。  

・真面目な取り組みをユニークな発表で盛り上げていた。今後の参考になりました。  

 

■ご指摘  

・2校発表するなら時間を短くしたらどうか、長すぎる。  

・資料に無駄が多い。  

・講評の先生はずっと壇上にいるべき。  

・講評が長かった。  

・事例を一つにするか、講評をまとめるかして。  

1 2 3 4 5  

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  

　  

 

39 78 109 10 2 7  

 

理由  

■良かった  

・応募した、各校の良いところが聞きたかった。  

・ 優秀くらいはスクリーンに全ページ映してもらいたい。  

・工夫している点、苦労した点についてインタビューがあってもよいと思う。  

・講評での広報紙作りのポイントの話が、わかりやすく的確でした。（複数）  

・各校の表紙をスクリーンに映すのはよいアイデアだと思う。（複数）  

・内容の評価された点も紹介してほしい。  

・表紙からして賞をとるだけのことはあると感心しました。ちょっと刺激になりました。  

・各校の広報紙がとてもよくできていて感動しました。  

・去年より判り易かった。  

・どこが受賞するかワクワクしながら見ていました。  

・審査基準が判って納得した。  

・来年は受賞を目指して行きたいと思いました。（複数）  

・広報紙コンクールは土曜日開催で出席できた。  

・コンクールに入賞するために何が必要かわかりました。  

・作文の朗読は大変よかった。  

（ア）交通安
全事例発表

（イ）広報紙
コンクール表
彰式

・発表の内容がアイデアがあり、校長先生の人柄から学校の校風が見えて、うらやましかった。

・登下校で注意するところは、意識を持って見ていると沢山あることが判った。
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■ご指摘  

・表彰された学校の苦労したことや頑張ったことなどの話を聞けたらもっとよかった。（複数）  

・各広報紙の講評が聞きたかった。具体的にどこが良かったか、解説してほしかった。  

・時間短縮のために、冊子に結果を書いてもよかったのでは。  

・受賞の一校が、重複したのはなぜなのか？審査基準があいまいでよくわからない。  

・ 優秀金賞の方に紙面作りで気にかけている事や苦労したことなど聞いてみたかった。  

・ 優秀金賞（他受賞校）に質問の時間があったら良かったです。  

・表彰理由が知りたかったです。  

・広報紙は保護者へ情報を伝えるものだと思いますが、それを競い合わせる意味が判りません。  

・表彰の時間がすごく長いと思いました。  

・ 優秀賞だけでも全ページ表示してほしい。  

・もっと具体的に各賞の良さを知りたかった。  

・講評が長い  

・表彰者の動作は、打ち合わせ不足だと思う。  

・審査員紹介は 初にするべき。  

・スライド等で表示しながら何処がいいか具体的に説明してほしい。  

1 2 3 4 5  

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  

　  

 

60 92 45 7 2 39  

 

理由  

■良かった  

・元オリンピック選手としての目線、母としての目線から貴重なお話を聞けてよかった。  

・オリンピック前にタイムリーな感じがあった。　飾らない素直な言葉を聞けて良かった。  

・実体験に基づく話で裏話や苦労を知ることが出来、人生の参考になった。  

・小さい頃からずっと頑張ってきていらっしゃることがわかって勇気づけられた。  

・自分が苦労した分、支援されてる姿がとても素敵でした。  

・人物の体験談は子供たちへの育成に対する考え方のきっかけになる。  

・実績がものをいう素敵なお話でした。自立について考えさせられました。  

・ソチオリンピックの時期でありタイムリーな人選だと思います。  

・映像もあったので楽しくみれました。  

・失敗しても笑顔「スマイル」になって立ち向かう気持ちが大切だなと感じました。（複数）  

・質問にも丁寧に答えてくださり、人柄が伺えました。  

・結果を出した人の話は重みがあり尊い。  

 

■ご指摘  

・面白かったが、この大会での講演としては疑問です。（複数）  

・もっと子育てについて聞きたかった。  

・聞きたかった内容とは少し違っていた。  

・途中退場される方がいて驚いた。  

・テーマと本文が少し読み取れなかった。  

1 2 3 4 5  

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  

　  

 

35 70 69 46 9 16  

 

理由  

■良かった  

・高P連の方々の手間も減るのでこれでいいと思う。  

・交通、広報、健全育成の話を同時に聞けるのはよい。  

・どちらの活動も知ることができ、同時開催で良かった。  

（ウ）講演

（エ）広報・
健全育成合同
開催
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・各校の３～４名の枠の中、担当する委員会がそれぞれ異なるので動員し易い。  

・作文コンクールの朗読もよかった。  

・受賞校の広報紙を手にとって見る事もでき、良い企画だと思います。  

・一緒に参加できるのでありがたい。  

・効率が良い。  

・ほかの学校がどんな事を行っているのか知ることができてよかった。  

・会場設定の手間が省けてよい。  

 

■ご指摘  

・休日にこれだけ長時間の催しは賛成できない。  

・壁に掲示されているポスターの写真が冊子にも入っているとよかった。  

・会場を広いところにして、参加人数を増やしてほしい。（複数）  

・同時開催だと時間が長くなる。開始を早められないか。あるいは、内容を短縮して。（複数）  

・分けたほうが絶対に良いと思う。内容も充実させ参加対象も分けたほうが良い。  

・一度で済むのはよいのですが、時間がちょっと長かった。（複数）  

・入替制にしてはどうか？  

・全県からの参加なので１日でいろいろな事をするのは時間的に長すぎると思います。  

・広報さんと交通安全委員とは知りたいことが違う。  

・同時開催なら講演会は無くていい。  

 

Ｑ２．今後の健全育成の講演について、どのような内容を希望されますか？  

次の中から希望される内容の番号に○をつけてください。（複数可）  

1.災害時の子どもの安全確保とその対策方法につい2.子どもの食生活と健康について  

3.いじめ問題について 4.不登校、ひきこもりについて  

5.携帯やITの普及と子どもたちの心の問題について6.夜の徘徊や家出をする子どもたちについて  

7.少年犯罪の現状とその対策について 8.親子関係とコミュニケーションのあり方について  

9.交通安全教育について 10．エイズ・薬物乱用防止教育について  

11．犯罪被害の実態とその対策について 12．ニート、フリーターとなるこどもたちの現状と対策について  

13．その他  

1 2 3 4 5 6 7  

72 53 37 34 93 9 28  

8 9 10 11 12 13  

81 20 15 38 72 9  

13.その他  

・高校生の学習のあり方、将来の展望など  

・子供の体力向上と生活習慣  

・高校生になって、母親父親ができること  

・命の大切さ。  

・進学について親ができるアドバイス。  

・学校が考える交通安全指導の現状  

・ゆとり授業の中で生きてきた子ども達の弊害は？  

・保護者の置かれている環境について。  

・子供の心の問題を色々な視点から話していただけるとありがたい。  

・世界の中の日本と未来を担う子供たちとしてのお話。  

Ｑ３．推薦する講演者は、いらっしゃいますか？  

・奥山　清行  

・尾木　直樹（尾木ママ）  

・親子で師弟関係の人。三宅さん（重量挙げ）浜口さん（レスリング）石川さん（女子卓球）  

・林　修（東進）
・横倉　恒雄
・高橋　尚子
・松岡　修造
・緒方　貞子
・瀬古　俊彦  

・蝶間林　利男　横浜国大名誉教授  

・野口　みずき  

・水谷　修  
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・県内のスポーツ選手  

・武　香織  

・黒岩知事  

・野口　健  

・具志堅教育委員長
・県内の引きこもり経験者やフリースペースたまりばの西野博之氏  

・ＣＬＣＡの和田重宏氏  

・白石康次郎氏  

・阿川　佐和子  

・予算をかけず、警察関係の方。  

・夜回り先生（水谷さん）  

・重松　清さん（作家）  

・武田　鉄矢さん  

・サッカー本田選手  

・防災の資格を持っている方  

・里田　まい　　　  

・眠くならないかた。  

・戦争・震災体験  

 

Ｑ４．広報紙作りに関して受賞校に聞いてみたいことは何ですか？  

次の中から希望される内容の番号に○をつけてください。（複数可）  

1.年間発行回数 2.発行時期 3.年間予算 4.一部当たりの単価  

5.委員会の人数 6.取材方法 7.広報紙を他校に8.年間活動回数  

9.設備（専用のパ10．紙面作り（レ11．その他  

1 2 3 4 5 6 7  

56 27 67 26 77 90 25  

8 9 10 11  

70 67 96 16  

11.その他  

・印刷所にどこまでやってもらっているのか（レイアウトもおねがいしているのか）。  

・紙面の内容を決めるポイント  

・広報委員の決め方  

・業者発注か自校刷りか  

・保護者の集まる時間回数人数。なるべく多くの委員が参加できるようどんな工夫をしているか。  

・委員の引き継ぎをどの様にしているか。  

・統計の取り方、まとめ方。  

・委員の方はどなたでもパソコンができるのですか？  

・通年取材するもの以外の企画をどのように決めているか？  

・通常の定例会では何の議題を話し合っているか？  

・写真は父兄が撮影？プロ？。  

・内容の選択・レイアウト法の担当はどのようにわけるのか？  

・何人の役員で月にどのくらいの活動？一人あたりの負担は？  

・実活動人数は何人？  

・作成者側からの思い入れや思い込みを聞きたい。  

 

 

Ｑ５．ご要望（開催時期、場所、時間等）やご意見がありましたら、ご自由にお書きください。  

■良かった  

・同時開催賛成。  

・受付で学校ごとの出席確認ができるようにしてほしい。  

・会場の照明が大変良かった。気遣いを感じた。  

■ご指摘  

・時間が長い、同時開催ではなく別々にした方がよい。  

・これだけのプログラムで実施するのであれば、午前中からお昼付きでやってほしい。（複数）  

・受賞した高校に、よい点悪い点の講評を、伝えてほしい。  

・参加される学年を１，２年生対象にしてほしい。  

・池間　哲郎
・林　真理子
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・配布される資料が厚すぎる。余白も多く無駄を感じた。  

・講演をプログラムの真ん中にしたほうが良かったのではないでしょうか。  

・大会日程に来賓挨拶の方の名前を入れないのなら、次第の後ろに流れを載せるべき。  

・インフルエンザが流行している時期に開催するのはどうか。受験生の親もいると思います。  

・来賓の方々の紹介に時間が掛っていると思う。  

・夏休みか冬休み中、会場がもう少し大きいところで開催してほしい。  

・昨年度のように広報紙作りに役立つ講演があるほうがいい。  

・座席は指定方式がよい。  

・資料を入れる手提げがほしい。  

・ 優秀金賞の広報誌がほしい。  

・作文コンクール朗読のとき照明を明るくして欲しかった。  

・他校の広報誌を一同に拝見できる機会を今後増やしてほしい。  

記述回答については、代表的なものを載せてあります。
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