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アンケート集計結果 
 

■子どもの読書グループ所属の方の感想 回収数 １５人 

 

 内容についての評価 

  大変満足 満足 やや不満 不満足 どちらでもない 

１ 講演会 １０ ３    

２ 交流分科会 ２ ７ １   

 （複数回答あり） 

  

＜講演会についての意見・感想＞ 

・ハッとすることがたくさんありました。 

・読書の深さを知りました。ありがとうございました。 

・現在を生きる子ども達の様子を踏まえてのお話で「ウンウン」と共感できることが多く楽しく聞きま

した。 

・本を読んで１番感動したことを話して！！→心をさらけ出せ！！ということ。感動したことは自分の

心の中にとどめていて良い！！→目からウロコでした。 

・常識とされていることにもうのみにせずに、あれ？と思える視点をもつ大切さを感じました。おすす

めされていた本をぜひ読んでみたいです。 

・新聞へのエッセイやご本を読んで、いつも心に響く内容にうなずいておりました。今の社会情勢に憤

りを思ってズバズバ（控え目だったかな）と切り込んでくださり、私達の世代の役割も痛感していま

す。自分がワクワクした本を紹介する時は確かに手ごたえがありますね！！ 

・考えることが一杯ある先生のお話でした。ありがとうございました。 

・よかったです。 

・2007 年にお聞きしてずーっと注目の先生でした。今日もより以上の良い楽しいお話をお聞きでき最高

の日でした。そのとおりと思うお考えがたくさんありました。大人が楽しめる本がまだまだたくさん

あります。 

・とても刺激をうけました。「そうそう！」と「なるほど～！！」が沢山、特に教師をしていましたので、

共感することが多かったです。また、今後の自分の活動を先生のお話を通して吟味してみたいと思い

ました。ありがとうございました。 

・時代の思潮を踏まえ、多くの示唆をいただき有難うございました。「ふるえよう、この豊かな世界で」

を大切にこの活動を続けて参ります。 

・「自分をこわす本」という視点、びっくりでした。勉強になりました。ありがとうございます。 

・子どもの心の育ちについて、とても参考になりました。目に見える部分の他の、目に見えない部分の

大切なこと、ハンディをチャンスに変えること、その心の育ちについて、生きる力、いろんな体験が

生きる力につながること、本で学ぶことも大切な体験であること、子どもの悲しみや悩み、苦しみが

生きる力につながること、おこること、ひとりでの時間は大切など、およそ一般的にマイナスに思わ

れていることは実は、大切な時間ということなど、頭の中にナイフが入ったような心地いいおはなし

でした。 

 

＜交流分科会についての意見・感想＞ 

・それぞれの立場での活発な話が聞けて楽しかったです。 

・ワークショップ楽しくおはなしできましたが、最初の案内にワークショップと書き込んであると、皆

さんそのつもりで参加されたのではないでしょうか。いろんな意見が聞けました。もっと深い話も聞

きたかったです。 

・他地域の行政をからめての取組（塩尻）読書アドバイザー・コーディネーター。語りの方が有料（中

野）であったり、いままで知らなかった事を教えていただきました。 

・第一分科会は、質問の具体例が広すぎで、討議がテーマに向け収斂しませんでした。「本を手渡す」に

絞りたかったと思います。 

・いろいろな立場の方のお話がうかがえ、とても充実したひとときになりました。 

・各分科会の発表をお聞きして、たいへん勉強になりワクワクしました。自分のグループの方もよーく

話をして下さり、理解ができました。今日お会いできた方々も一生懸命先を見すえてお仕事をなさっ

ていることを感じ、交流会に感謝です。 
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・始めはちょっと不安でしたが、いろんな方との交流ができてよかったです。グループ分けも良かった

です。 

・第一分科会川グループに参加しました。携帯、スマホが思ったよりひどい状況、身体にまで影響を与

えていること、問題はどこも一緒と感じました。待てる年代なので読みきかせをじっくりして絵本を

手渡したいと思いました。 

・とてもいいこころみだったと思います。いろいろな人と交流できてよかったです。 

・議題・質問が少し難しく感じた。答えが出ないものもあるが、いろんな意見が聞けて良かった。 

・パズセッションでしたので話しやすく、テーマが設定されたので話しやすかったです。実践している

人の意見は貴重です。第一分科会だったので結論もきちんとまとまったものがでないのが当然と考え

ます。様々な悩みや考え方があり面白かったです。 

・分科会のテーマは２つくらいの方がいいかも 

 

Ⅱ 開催時期について 

 １ この時期でよい  ９ 

２ 違う時期を設定してほしい ２ 

  ・春または秋。年度末でもあり、参加される方々皆お忙しいのではないかと思います。 

  ・６月ころ 

 ３ その他 

 

Ⅲ 今回の内容に対する研修時間について 

 １ 適当    １１ 

   ・講演には十分時間をとってください。 

 ２ 短すぎる  ２ 

   ・講演時間が短すぎる。 

 ３ 長すぎる 

 ４ その他 

 

＜テーマ・内容、講演者等についてのご意見・ご要望＞ 

・清水さんのお話もう少し聞きたかったです。 

・またこのような講座を開いてください。ありがとうございました。 

・講師の選定とてもよかったです。是非また継続をお願いします。 

・参加させていただきありがとうございました。清水眞砂子さんとても素敵な方でした。こんな先生が

たくさん増えてくれたらいいのになと思いながら聞いていました。 

 

 

■各種活動グループ所属の方の感想 回収数 ５人 

 

 内容についての評価 

  大変満足 満足 やや不満 不満足 どちらでもない 

１ 講演会 ３    １ 

２ 交流分科会  ２    

 （複数回答あり） 

＜講演会についての意見・感想＞ 

・実際の清水さんにお会いできて、お話を聞くことができて本当に嬉しかったです。歯切れの良い痛快

トーク！！あんな大人に、ぶれない大人（ぶれていることを認められる大人、気付ける大人）になり

たいなと思います。（もう大人ですが） 

・具体的な本の紹介をもう少ししてほしかった。 

・何かおかしい、の部分を話してくださったことが大満足。同感。教育的な事を期待して読む、事では

ないと思っている。ただいろいろな人の気持ちを考えたり感じたりすることをできるとは思う。私が

日頃思っている事を言ってくれた様で涙がでた。聞こえる事、話す事も大切、でも沈黙も大切をあら

ためて感じた。 

・もっと聞きたかった。 
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・清水眞砂子さんの講演はいつお聞きしても素晴らしいです。それこそ心がふるえました。 

 

＜交流分科会についての意見・感想＞ 

・コーディネーターを用意してほしかった。 

・いろいろ聞くことができておもしろかったです。ありがとうございました。 

・質問を作って下さってあったので話すきっかけ作りになった。若い人から年齢の高い人まで幅広い層

で議論ができた。 

 

Ⅱ 開催時期について 

 １ この時期でよい  ５ 

２ 違う時期を設定してほしい  

 ３ その他 

 

Ⅲ 今回の内容に対する研修時間について 

 １ 適当    ５ 

 ２ 短すぎる   

 ３ 長すぎる 

 ４ その他 
 

＜テーマ・内容、講演者等についてのご意見・ご要望＞ 

・絵本作家の話 

・どうして図書館はみんな貸出期間が２週間だけなのですか？すくなくとも１か月は貸して欲しいです。

じっくり読めません。 

・松岡享子先生希望 

 

 

■学校図書館所属の方の感想 回収数 ２７人 

 

 内容についての評価 

  大変満足 満足 やや不満 不満足 どちらでもない 

１ 講演会 ２４ ２    

２ 交流分科会 ６ １２ ３ １ １ 

 （複数回答あり） 

  

＜講演会についての意見・感想＞ 

・日頃現場で感じていることを的確に言葉にしていただけました。涙が出るほど感動しました。仕事を

休んでも参加して良かったと思っています。 

・すてきなおはなしを聞けてよかったです。 

・楽しくて時間があっという間にすぎてしまいました。もっとききたかったです。（10 時からでもよかっ

た。） 

・普段良い本、穏やかが良い本等狭い価値観にいる自分に気付かされました。 

・話の切り出し方にびっくりしました。が、大事な事を教えていただきました。 

・“ひとりでいる時間”私も大切だと思っております！！ 

・もう少し本についてお聞きしたかったです。お話の内容はとてもよかったです。 

・自分も日々レベルアップしなければいけないと思いました。 

・心に残る、しみ入る大変良いお話でした。 

・頭をガツンとなぐられたような刺激のある講演でとても楽しかったです。 

・大変良い講演会でした。私も青山女子短期大学で講義を受けたくなりました。ノートを取るなとのこ

とでしたが、思わずメモを取りたくなるような内容のお話でした。心に刻んで仕事をしたいと思いま

す。 

・普段から考えていたりしたこと、知りたかったこと、ひとつ今日はわかってよかったです。 

・「本は心を豊かにしてくれるとよく言われますが、実際にはどういうことなのかを考えたことがなかっ
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たので、今日のお話は本当にその通りだなと思いました。現代の学生はどのように学んでいるのか、

考え方を知ることもできて大変勉強になりました。 

・ひとりでいる時間の大切さ・本に対する想いをお聞きすることができて、大変嬉しく幸せな時間でし

た。間もなく新学期ですが、想いをあらたに仕事に取り組めそうです。 

・本を読むことへの見方、考え方が広がりました。清水眞砂子さんの著書も読んでみたいです。 

・講師の先生がたいへん魅力的で、興味深くおはなしをお聞きしました。時間が短く感じられました。

質問の時間があるとよかったです。 

・“読書は体験するもの”ということ、その通りだと思いました。その時覚えていなくても、それが後に

いろんな場面に遭遇したときに引き出しから出てくることが、生きていく上でとても大切なものにな

ると思いました。 

・はっとさせられることばが多く、自分自身を振り返ることができました。 

・教職員として学ぶことが多く大変有意義な時間になりました。授業で「１番楽しかったことを書こう！」

とよく言いがちですが、１番は自分の心に取っておいて良い、ということも伝えたいと思います。あ

りがとうございました。 

・30 数年、教育の現場でご活躍の先生のお話は、生徒指導、カウンセリングを含めて、大変参考になる

お話をいただき、とても良い機会を与えていただきました。ありがとうございました。 

・先生のお考えがよくわかる興味深い講演でした。 

・お話をうかがってとても元気をいただきました。子ども達に心ふるわせて生きてもらえる様、微力な

がら一生懸命お手伝いしたいと思いました。とても充実した一日でした。ありがとうございました。 

・心にひびくお話でした。ありがとうございます。もっと長くてもよかった。 

・読書の本質について心に残る話をたくさんいただきありがたかったです。 

 

＜交流分科会についての意見・感想＞ 

・色々な立場の方と意見交換ができてよかった。 

・とまどいながらでもいい話ができたと思います。 

・ざっくばらんな意見ををうかがえて、大変勉強になりました。 

・人が多くてまとまらない。 

・交流会には全部参加できずすみませんでした。各校の司書の方の各々のやり方があることに気が付き

ました。お世話になりました。 

・マッピングの意味がわかっていないグループでした。学校にボランティアに来てくださる方としか、

普段お話ができないので、様々な職種の方と交流できて良かったです。 

・日頃学校図書館運営について話ができないので、こういう場がありとてもありがたかった。情報交換、

情報収集できてよかった。ぜひこのような機会をまたお願いします。 

・いろいろな立場（学校図書館、ボランティア）から、いろいろなお話がきけて良かった。やはり勉強

会には積極的に出て、ひとりよがりにならないよう幅を広げられるようにすることが大切だと思いま

した。 

・さまざまな地域、立場の方のお話、経験談を興味深くききました。話の合間に先ほどの清水先生の言

葉が何回も引用されました。 

・県内の各地域の先生方とお話ができて多く知ることができた良い機会でした。テーマも 3 つあり様々

な観点からの発表でよかったです。 

・教えてもらうのではなく…自分たちで考える…清水さんのお話に通じる大切な時間となりました。仲

間がたくさんいるとわかりました。 

・教えていただけると思っていたので、自分たちで話し合って考えましょうという形式に少し拍子抜け

しましたが、勉強になりました。 

・ちょっと残念でした。本当に、知りたい、磨きたいことがあったので…。テーマはとっても魅力的で

した。 

・分科会の進め方について、タイムテーブルが具体的にわかると良かったです。最後にまとめ発表する

のであれば、進行役や発表役を事前に決めていただいておいたほうが助かります。 

・和気あいあいとした中で、沢山学ぶことができこれも楽しかったです。開かれたスタイルで良かった

です。 

・いろいろなジャンルの方と話ができ勉強になりました。 

・いろんな意見を聞くことができて、勉強になりました。参考にしていきたいと思いました。 

・皆、思いは同じ！！実感いたしました。 
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・いろいろな学校の現状がわかり良かった。 

・全く初対面の皆さんと話が深まりました。年齢も様々、仕事も違う立場で話が聞けて良かったです。

分科会の最後の発表はいらないのでは？それぞれの話し合いで終了が心地よい気がします。 

・同じ仕事についている方々の意見が交換できたので、ためになりました。 

・いろいろな現状やアイデアが聞けました。今後の参考にしていきたいです。 

 

Ⅱ 開催時期について 

 １ この時期でよい  ２０ 

２ 違う時期を設定してほしい ７ 

  ・3月は年度末で忙しい。 

  ・7、8月頃 

  ・2月ころ ２人 

  ・8月ころ ２人 

  ・6月ころ 

 ３ その他 

 

Ⅲ 今回の内容に対する研修時間について 

 １ 適当    ２３ 

   ・午前中が講演で、午後交流ができたのは良かった。 

 ２ 短すぎる  ３ 

   ・講演会は２時間くらいでもよい 

   ・講演があっという間に感じました。 

   ・分科会で質問３つは多すぎたように思います。 

   ・講演をもっと長くしてほしいです。 

 ３ 長すぎる 

 ４ その他 

 

＜テーマ・内容、講演者等についてのご意見・ご要望＞ 

・急な申込み、変更申し訳ありませんでした。 

・学校図書館で必要な資料が、他の自治体の公共図書館にある場合、すみやかに貸借できるシステムが

あるとよい。 

・今回の様に午前講演、午後研修が良いです。 

・今回の案内が学校に届きませんでした。案内が必ず届くようにしていただきたいです。 

・良い講師の方だったので、もっと周知してたくさんの方にお話を聞いていただきたかったです。こう

いう全県的な勉強会をもっとやっていただきたいです。 

・とても清水先生のお話はよかったです。どうもありがとうございました。 

・すごく良かったです。講師の方は今回のようなスペシャルな方（普段あまり講演を聞けないような）

をお願いしたいです。 

・作家の方の講演会はなかなか聞くことができないので、是非今後も行ってほしいです。 

・県立図書館でなければ呼べない方を招いて下さい。期待しています。 

・県立図書館がコーディネーターになって下さるという意図がわかり、ありがたかったです。今日はあ

りがとうございました。 

 

 

■公共図書館・公民館図書室所属の方の感想 回収数 ２３人 

 

 内容についての評価 

  大変満足 満足 やや不満 不満足 どちらでもない 

１ 講演会 14 8    

２ 交流分科会 6 9    

 （複数回答あり） 
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＜講演会についての意見・感想＞ 

・読書を通して得られるもの、体験できる事柄をとても判り易く伺えた。本質を伝えるためのくらし言

葉、ひらがなの大学授業というお話には、カタカナ言葉が飛び交う昨今とても共感できるお話でした。 

・清水さんのナマの（本音の？）おはなしをうかがうことができて嬉しく思いました。「枠」にとらわれ

ている自分を反省し、感じるままに自分らしくいて良いように思いました。ありがとうございました。 

・内容が豊かで大変ためになりました。もっとお聞きしていたかったです。 

・やはりもう少し時間がほしいです。３時間くらいあってもよかったと思います。 

・とてもよいお話をきかせていただきました。一言一言胸がふるえました。ありがとうございました。 

・ずっとききたいと思っていた講師だったので、企画していただいてありがたかったです。欲を言えば

もう３０～６０分ほど時間が長くてもと思いました。 

・本をすすめていく立場として、息づまることも多々あり、そんなに型にとらわれずに活動していけば

良いのかなと感じるお言葉もあり、気持ちも楽になりました。 

・講師のお話が時間がたりないというかまとまりに欠けてしまうのは、伝えるというテーマが広すぎる

のでは？ 

・とても感動しました。子どもへの本のメッセージが人生を考えさせられるお話でした！ありがとうご

ざいました。 

・先生のお話で自分を壊し、再生することができたように思います。 

・もっとたくさんお話を伺いたかった！ 

・清水先生のお話を直接聴くことのできる貴重な機会を有難う御座いました。子どもの本に関わる立場

として、これでいいのかな？とドキっとさせられることが沢山ありました。自分自身が「ふるえてい

るのか？」省みながら、子どもたちと本の間に立っていられたらと思います。 

・本音でいろいろなお話をしていただき、とても楽しくお聞きしました。最近の少年事件をとりあげ、

児童文学を語る、子どもの成長を語る力強さに感銘を受けました。１人の人間が、体験する困難に立

ち向かう力を養うため、ものさしを増やすために、本との出会いが大切だということ、忘れずに伝え

ていきたいことです。 

・あらたな問いをみつけること、ふるえながら読むということ、違う正解を知ること。勉強になりまし

た。 

・メモ魔でスミマセン。心に響く言葉ばかりなので、忘れたくなくてつい…。読むはじから忘れていく

読書に加齢かなあ…とガックリしていたのですが、「読書は体験」に勇気づけられました。ふるえたい

と思います。 

・清水さんのことばにはいつも頭がウニになります。自分への問い直しの連続です。かさぶたがはがさ

れる、闇と向き合う。まず私が逃げないこと、子どもにそう背中で伝えること。生きるってそういう

ことですよね。 

・あっという間に時間が過ぎてしまいました。先生が途中でおっしゃっていたように、メモをとらずに

もっと先生をしっかり見ておけばよかったなと思っています。 

・普段気がつかないこと、意識せずに通り過ぎてしまうことを気づかせていただけるようなお話だった。

自分が子どものころに感じていたが、最近は忘れてしまっていることがあると思った。（「憤る」「一人

でいることの大切さ」など） 

・かわいい、おだやかな本ではなく、わくわく、どきどきが伝わる本を選べるよう自分自身も学習が必

要だと思いました。図書館にいながら本をあまり読んでいない私にとって講演会に参加するという事

は、直接話を聞くという事が本を２冊くらい読む事と同じ（赤木かん子さんがおっしゃっていたので）

と信じて参加させていただきました。もっと憤らなければと思いました。 

・大変楽しいお話をうかがいました。私が自分でモヤモヤ思っていた事を、ズバッとアッサリお話され

ていて、モヤモヤがふき飛びました。もう少しお話を伺えればと思いました。 

 

＜交流分科会についての意見・感想＞ 

・普段なかなかお会いする事がない方々と交流できて良かったです。こちらももう３０分程でも長く時

間があると良いなと思いました。 

・いろいろな地域の色々な立場の方と話ができて良かったです。 

・いろいろな違った現場で活躍されている方の話が聞けてよかった。 

・普段あまり関わることのない方々の意見をお聞きすることができ、良い体験になりました。 

・自分の考えを「ウンウン」と聴いてもらうこと、「でもこんな考えもあるよ」と視野を広げてもらうこ

と、今の自分の信じるものって「本当にそうなのか？」と気付いて持ち帰ること。たくさん考えた１
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時間半でした。 

・特効薬にはならないのですが、じわじわと温まる交流になりました。エ？自分で考えるんだ！！と私

も思いましたが、他メンバーのことばに励まされました。 

・先生がいてもよかった。ただ、こうした交流会にするなら、もう少し質問を少なくして、お互いの話

をする時間を増やしてもいいと思う。 

・質問のテーマは、答えがでるよりいろいろな意見を交換し合うような話し合いでした。内容はとても

充実していました。担当者の説明は、やや話し合いをとぎれさせてしまい残念でした。付箋を使うア

イデアはとてもよかったです。初対面とは思えない、盛り上がる話し合いができました。 

・多様な意見を聞くことができ、これからの図書館活動に活かせるヒントがありました。周囲の方にも

伝えて、活動を実際にできたらと思います。 

・様々な立場の方のお話、とても参考になりました。 

・多種の場所からお越しいただいている方が、意見を持ち寄っているので勉強になりました。 

・立場の違う人たちとの交流が楽しかったです。 

・グループに分かれての話し合いの最中進行のマイクの声が大きく、妨げとなってしまった。 

・意見交換難しいです。 

・他の方々の話を聞くと参考になります。今日はつくづく感じました。 

・いろいろな立場でのお話をお聞きできてよかったです。講演や研修でおわるよりは、こういったワー

クショップなどもあるとよりよいなと思いました。 

・いろいろな立場の方とお話できてとても刺激を受けました。良い出会いがありました。ありがとうご

ざいました。 

・よいテーマ、話題提供をありがとうございます。 

 

Ⅱ 開催時期について 

 １ この時期でよい  １０ 

２ 違う時期を設定してほしい ８ 

  ・５～７月、９～１２月ころ。年度末は避けていただけるとありがたい。 

  ・９月ころ 

  ・出張費がまだある頃 

  ・３月上旬など、冬期以外で 

  ・６～１０月ころ 

  ・３月末でなければ 

  ・年度のはやいうちに 

  ・５・６月ころ 

 ３ その他  １ 

   ・いつでも参加できれば参加したいです。 

 

Ⅲ 今回の内容に対する研修時間について 

 １ 適当    １８ 

   ・ただ、清水先生のお話をもっとお聞きしたかったです。 

   ・行き帰りするのでちょうどよい。 

 ２ 短すぎる  ３ 

 ３ 長すぎる 

 ４ その他 
 

＜テーマ・内容、講演者等についてのご意見・ご要望＞ 

・また今日の分科会のようなワークショップの研修会に参加したいです。 

・安房直子さん：上田市で少女時代を過ごしている。児童文学作家 

・杉本真継子さん：2015年高見順賞詩人、長野市生まれ 

・講演と別開催でもよいかと思います。 

・以前もやっていただいたようですが、廃棄本の選定について 

・県主催で、北・東・中・南信会場で研修、講座を行ってもらえたらと思う。 
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■書店所属の方の感想 回収数 ２人 

 

 内容についての評価 

  大変満足 満足 やや不満 不満足 どちらでもない 

１ 講演会 ２     

２ 交流分科会      

 （複数回答あり） 

  

＜講演会についての意見・感想＞ 

・棚にできるだけおきたいと思います。①憤ること。②心が平らかになること。③沈黙の大切さ他多く

学びました。特に「パリ２０区僕たちのクラス」はさっそく見ます。 

・読書に対する考えが変わった。半音のお話大変良かったです。もっとお聞きしたかったです。 

 

＜交流分科会についての意見・感想＞ 

・自己啓発セミナーと違い、皆さんの現場の話が聞くことができ楽しかった。 

 

Ⅱ 開催時期について 

 １ この時期でよい  ２ 

２ 違う時期を設定してほしい  

 ３ その他 

 

 

Ⅲ 今回の内容に対する研修時間について 

 １ 適当    １ 

 ２ 短すぎる  １ 

   ・講演の時間が短かった。 

 ３ 長すぎる 

 ４ その他 

 

＜テーマ・内容、講演者等についてのご意見・ご要望＞ 

なし 

 

 

■一般の方の感想 回収数 ７人 

 

 内容についての評価 

  大変満足 満足 やや不満 不満足 どちらでもない 

１ 講演会 ４ ３    

２ 交流分科会  １    

 （複数回答あり） 

  

＜講演会についての意見・感想＞ 

・子どもが憤るのが自然になるような本を読ませたい。私は宗田理さんの「ぼくらのシリーズ」が大好

きで息子にもすすめます。おかしいと思う。行動に移す。団結する。一人一人が個性あってそれをみ

んなが認めているのがいいです。本はものさしがひろげられるもの。いろいろ読んで相対で考えられ

るものこそを伝えたいと思った。 

・ちがった見方で読書というものをとらえることができました。とてもよい講演でした。ありがとうご

ざいました。 

・講演は短すぎて、もっともっと話を聞きたかった。 

・司書は公務員である前に図書館員であってほしい。 

・教育のためのより多様な本との接し方を聞きに来ました。当然間違えうる自分を壊すほどの成長性と
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か、一番感動したことは「人間がわかり合えない、伝わらない」等の常識と違うアンチテーゼでした。

一番怒りを覚えたのは、想像力の欠けた極論のような他人の問題への言い切りでした。総合的にとて

も内容が濃い素晴らしい講演で、読書は「知識・体験」「気づき・きっかけ」、より認識力、他人の感

情への理解が広がることでの人間同士のつながりへの方向性と感じました。 

・清水氏のお話とても心に響きました。本を読むことで視野が広がる、知っていても自分自身なかなか

実践してこなかったが、今日はとても納得できた。周りに本があれば救われてたかもと思うこともあ

り、今からでも自分の視野を広げていきたい。 

 

＜交流分科会についての意見・感想＞ 

・はじめから交流会を前面に押し出しても良かったのではないかなと感じました。伝える技を磨くこと

が知れると思ってしまったので…。読み聞かせをするなかでの疑問など、具体的に交流できてもよか

ったように感じました。 

・人数が多く声が聞き取れないのでまとめ役ができず困った。机が大きく書いた字が見えない。他の人

の声を聞くことはとても勉強になりました。 

 

Ⅱ 開催時期について 

 １ この時期でよい  ７ 

２ 違う時期を設定してほしい  

 ３ その他 

 

Ⅲ 今回の内容に対する研修時間について 

 １ 適当    ４ 

 ２ 短すぎる  １ 

 ３ 長すぎる 

 ４ その他 
 

＜テーマ・内容、講演者等についてのご意見・ご要望＞ 

・宗田理さんをぜひお願いしたいです。 

・安冨歩先生 

・沈黙の時間でも子どもと一緒に過ごし成長する時間の重要性を感じました。大変ありがとうございま

した。 

・分科会の方法を一考してほしい。シールが小さい。 

 


