
平成２８年 母親研修会アンケート  Ｈ２８，７，７（木） 
アンケート回収数８０名 

終日参加者５１名、午前の部のみ参加 ２４名  午後の部のみ参加 ５名 

午前中の講演はどうでしたか？ 

１．役に立った ４３名  ２．まあまあ役に立った２６名 ３．どちらともいえない６名 

教育委員会からの説明はどうでしたか 

１．役に立った ２６名  ２．まあまあ役に立った２３名 ３．どちらともいえない９名 

午後の講演はどうでしたか？ 

１．役に立った ５２名  ２．まあまあ役に立った２名 ３．どちらともいえない０名 

今回の研修会について 

１．役に立った ５８名  ２．まあまあ役に立った６名 ３．どちらともいえない２名 

 

感想など 

【午前中の講演（中村智子氏）】 

・子供だけの問題ではないのだな、親の心の問題でもあるのだなと思いました。いろんな話を聞いてあげ

たいなと思いました。（三養基郡） 

・先生の話を聞きほとんど思い当たることが多く、子どもにもいろいろな考えがあり素直に聞いてあげ

ることが大事だということが分かりました。（杵島郡） 

・思春期の子供の付き合い方はとても難しいと思っていたのに先生の話を聞いて、すごく自信とやる気

が出てきました。ぜひ今日から子供の話を聞きながら「へえーそれで？」を使ってみます。（伊万里市） 

・お話を聞いて帰り、子どもが待っていると嬉しいと、改めて思えるような気がしました。 

もっともっとほめてあげようと思いました。（西松浦郡） 

・自分に足りないものを再認識しました。（西松浦郡） 

・小５、中１、高１の息子３人・・・日々バトルなのですが、私自身、一呼吸置き向き合っていこうと思

いました。まずは帰ってから！！そして明日も・・・。「大事」という言葉大事ですよね（西松浦郡） 

・話を聞いてあげようであげられていなかったなと思ったのと、言われたとおり、持論や理屈を言ってし

まっていました。後は子供を干渉しないようにしてきましたが、心配しすぎたり、冷静に対応しなきゃ

としすぎると子どもとの距離が空き過ぎているのかといろいろ考えさせられました。自分の不安を見

ることでイライラも半減するし子供だけが原因ではないのだなと思いました。（鳥栖地区） 

・思春期の子供の心の変化が分かり、対応の仕方も勉強できました。ありがとうございました。 

（鳥栖地区） 

・日ごろ、金魚のフンのようについて回って話をしてくれる子どもたちを忙しい時に話を切ってしまう

と時が多いので反省させられました。「今」を大切にして、もっと語り合う時間を持つ努力をしたいと

思います。（鳥栖地区） 

・思春期。あまり我が子ではない感じがしないというか、私がそこまで気にならないタイプというか、先

生の話を聞いて、お子さんのことでいろいろ悩まれてある親御さんがたくさんいらっしゃるのだなと

思いました。（鳥栖地区） 

・スクールカウンセラーである中村先生のお話は正直納得できる部分が多々ありました。親と子のつな



がり、（付き合い）は各々で変化すべきで、どれとて正解はないこと。・・・親自身のかかわり方や成長

も大切なのですね。（鳥栖地区） 

・わかってはいるけど・・・という親の気持を代弁してもらったようでよかったです。子育てに正解はな

いけど、これからも手探りで親子関係を築いていこうと思います。（伊万里市） 

・子供に気持ちに寄り添うことの大切さを改めて実感しました（多久市） 

・大切なのは子供と向き合う、話す、聞くこと！上からの目線じゃなくて、子どもを信じること、口うる

さく言わなくてもいい！！見守ること、じィーっと待つことなどを学びました。（鹿島市） 

・思春期の入り口の息子を持つ母親として、どう接したらいいかというアドバイスを聞けて良かったで

す。（多久市） 

・思春期の子供への接し方がわかりました。うちの子は今からくる（思春期が）と思うので早いうちに話

がきけてよかったです。（多久市） 

・子供の気持ちも大事にしてやらないといけないですね。（鹿島市） 

・思春期の子供を持つ親として、子どもへの対応の仕方などとても分かりやすかったです。（嬉野藤津） 

・思春期の子供に対しての接し方について勉強になった（武雄市） 

・聞くことの大切さ、子どもの成長を信じることが土台になることがよくわかりました。（三養基郡） 

・日ごろの親子関係を振り返り、対応の仕方などを再確認することができました。（嬉野藤津） 

・ほんわかな先生の話は、子どもたちが心を開いて話せるのだなあと思いました。子どもの話をたくさん

聞いてあげようと思いました。（佐賀市） 

・子供たちに対する言葉かけにしても、少し変えるだけでずいぶん違うと思いました。（小城市） 

・男の子は学校でのことはあまり話さないのでうまくやっていけるか不安はある。子どもからゲームの

話を良くされるが、自分がわからないので話を聞いていなかったのでちゃんと聞いてあげようと思っ

た。時々一緒に遊んだりしているので、もっとそういう時間を増やしていこうと思った（小城市） 

・ちょうど今思春期（反抗期）で、中村先生の話を聞きながら、自分も子供の話を聞いていなかったなと

感じました。ちゃんと聞いてあげなきゃと思いました。（嬉野藤津） 

・子どもが思春期に突入しつつあり、期待が大きかったせいか、求めていたものが得られなかった感じで

す。もっと専門家の視点からの意見を聞きたかったです。（嬉野藤津） 

・人の気持ちは、十人十色で個々に違いがあるので、いろいろな判断基準の一つとして、そこそこの話が

聞けたのは大変ありがたいと思いました。ただ時間がゆっくりあったので、カウンセラーとしての仕事

の面の話なども加えていただければいいと思いました。（武雄市） 

・日ごろ余裕がなく自分自身イライラしている状況でしたが、中村先生の講演を聞いて、とても参考にな

ることが多く良かったです。これからに生かしたいです。（神埼地区） 

・子供に対する対応に迷ったときは、夫に対してや大切な人に対しての対応で振り返ってみると気持が

よくわかるという話に、なるほどと思いました。人前で話すのが苦手とおっしゃっていましたが、とて

も楽しいお話でした。（神埼地区） 

・６年生の男の子ですが、最近思春期（反抗期）に差し掛かり、いつもイライラしている感じです。今回

講演を聞いて言いたいことを我慢していて、子どもの話をじっくり聞いてあげようと思いました。「こ

の子は大丈夫」と見守ることが大事だということ、いい母親にならなくてもいいということ、とても勉

強になりました。（伊万里市） 



・言葉を増やすことにより、荒い言葉が少なくなるといわれたので実行してみようと思います。 

（伊万里市） 

・まず、子どもの話を聞いてあげなければいけないなと思いました。どこまでも子供を信じて大事に思い

たいと思います。（伊万里市） 

・中学生の子供は第２子ですが、人それぞれ性格は違うので子育ては毎回これでいいのかな？と思うこ

とばかりです。でも今日、中村先生のお話を聞いて私の子育て法で大丈夫なんだなと自信が持てまし

た。再確認できました。今後の人生にとても役立つお話ありがとうございました。（嬉野藤津） 

・子供に対する接し方。①子どもの話をちゃんと聞いてあげる。②子どものことを信じてあげる。今日か

ら早速実践していこうと思いました。友達にも教えてあげます。（小城市） 

・子どもたちにはいろいろな経験をさせたいと思っていながらも転ばぬ先の杖を与えてしまっている

日々に反省。人生の先輩としてアドバイスを・・・・と思っていましたが、今日帰ったらただ子供の話

を聞きます。ありがとうございました。（多久市） 

・言葉、会話の大切さを改めて考えました。（多久市） 

・自分が「こうされると嬉しかったな」ということを思い出しながら子供と接していけたらと思いました

（嬉野藤津） 

・子供の話を要約して聞きがちになっていたので、つまらない、忙しい、と思わず、興味をもって耳を傾

けてあげることが大事だと気付きました。反省するところが多々ありました。（嬉野藤津） 

・長男が思春期に差し掛かってきたので、とてもためになる話が聞けて良かったです。立派な母親になら

なくてもいいということで肩に力を入れ過ぎず子育てを楽しみたいと思います。（嬉野藤津） 

・子供との付き合い方を悩んでいたので参考になりました。主人に話した時・・・・のたとえが特になる

ほど・・・・と思いました。（佐賀市） 

・親が自分を大事にする姿勢を、子供に見せることが大事だなと思いました。親の背中を見て育つという

言葉を思い出しました。自分ができないことを子供に押し付けてはだめですよね、もう少しリラックス

してもよいのかな・・・と思いました。（杵島郡） 

・これからの子供たちとの接し方についてとても参考になりました。（小城市） 

・最初の時緊張されて話が飛ばれた時、人間味が見れて話が聞きやすくなりました。話されたことを今後

のヒントとして無理せず子供と向き合いたいと思う。（神埼地区） 

・思春期のモヤモヤ…イライラ…。自分にもそのような時があったことを思い出しました。今後子供の話

をもっと聞いてあげようと思いました。（三養基郡） 

・中村先生の話をきかせていただいて肩の力を抜いて子供たちに接していこうと思いました。ありがと

うございました。（小城市） 

・子どもたちとの話でプレッシャーをかけすぎていると思いました。うまく言葉を選んで、思春期を乗り

越えたいと思います。（小城市） 

・親としてのモヤモヤしていた部分もあり、そこのお話を聞けたので良かったし、安心しました。ありが

とうございました。（小城市） 

・大変ためになるお話でした。まだまだ思春期ではありませんが、今日帰ってから実践してみようという

ことがたくさんありました。子供が３人おりまして、それぞれの話を聞くのが難しくはありますが、頑

張ってみます。（西松浦郡） 



・子どもの感情についてよくわかり、接し方にも気を付けようと思いました（神埼地区） 

・素晴らしい講演でした。いつも子供たちにしてしまっていること、はっとさせられる内容でした。優し

い気持ちで子供たち接することができそうです。（小城市） 

・子どもに対して、素直に自分の感情のまま接する子にはかなりテレがありますが、私だけのためではな

く子供たちのためにも素直になりたいと思いました。それぞれの子供にあなたが一番という気持ちを

伝えようと思います。（神埼市） 

・５年生と６年生の女の子がいます。ちょうどこれから思春期を迎えることなので、とてもためになる講

演でした。今日からまた改めて子供と向き合っていこうと思いました。（？） 

・完璧な母親にならなくてもいいという言葉が印象的でした。良いお話しをありがとうございました。

（伊万里市） 

・子どもとの付き合い方を見直すいい機会でした。（多久市） 

・忙しさにかまけて、子供の話を聞けてないなと改めて思いました。反省です。特に中学生の長男の話は

全くと言っていいほど聞けてないので、早速今日帰宅したら、ウザがられるくらい話そうともいます。 

 逃げられたらしょうがないですけど（笑）（多久市） 

・私は体育会系なのもあって、白黒はっきりさせたいと思ってしまうほうなので、子供を支配下に置くよ

うな言動をしていたなと先生のお話を聞いて思いました。子供の話に耳を傾けるように少しずつでき

るようになりたいです。（伊万里市） 

・とても勉強になりました。「子供の話に耳を傾けよう」今日から実行しようとおも増した。（？） 

・これから思春期に入って行く時期なので、参考にしたいと思います。これから子供との会話を増やして

いけたらと思います。（？） 

・話を聞く当たり前のことができない、意識しないと難しいなと思う。（小城市） 

・中村先生の話を聞いてうなずくことがたくさんあり、勉強になりました。本当にありがとうございまし

た。（？） 

・自分に置き換えてっていうか、まさに自分に当てはまることばかりで反省することが多々ありました。

（鹿島市） 

・話の内容はよかったですが、ちょっと静かすぎる先生で、途中眠くなってしまいました。笑いも少しほ

しかったとおもいました。（鹿島市） 

・スクールカウンセラーとしての体験談を聞きたいと思いました。（武雄市） 

・講演を聞いてよくない例に出た親が、自分に当はまることが多く反省や気づきの多い時間でした。早速

今日家に帰ってから子供の話に耳を傾けてみよと思います。（鹿島市） 

・中村先生の話がまさにピンポイントに私の心に響きました。謝辞でも言われたように忙しさにかまけ

て子供の話に耳を傾けず、子供から「アッ・・後でいい？」と言われることがあったなーと少し反省し

ています。今日からは少しでも耳を傾けるよう努力したいと思います。（小城市） 

・先生も言われていましたが、あまり講演に慣れていらっしゃらないようでしたので残念でした。内容は

としては勉強になりました。（神埼市） 

 

 

 



【教育促進課からの説明】 

・早速家庭でも実践できるように努力していきたいと思います。家庭では勉強できる環境づくりが大

切だと再認識しました。（武雄市） 

・「勉強しなさい」「宿題しなさい」と言うより、勉強しやすい環境や雰囲気をつくって上げるのが親の

役目のような気がしました。高学年になるにつれて、勉強は教えてあげられなくなる分、違う形で子

供の背中を押してあげればいいなと思います。（鹿島市） 

・親も一緒に子供と学習しています。（武雄市） 

・基本的な生活習慣は気を付けていますが、家庭学習まではなかなか手が回っていないので、今後気に

かけていきたいと思います。（神埼地区） 

・これから気をつけて行きたいことがたくさんありました。（三養基郡） 

・冊子と画面での説明でしたが、説明がわかりやすく、内容がよく理解できた。生活習慣を整えて子供

が良い環境で学習できるように、家庭や地域の協力が必要だということだった。（杵島郡） 

・家庭学習が大事だということが分かりました。家ではゲームしているので注意をしていましたが、一

応宿題は必ず済ませているので時間を決めてさせたいと思います。（杵島郡） 

・学力向上は規則正しい生活習慣が重要。（伊万里市） 

・朝食もちゃんと食べ、早寝早起きの我が子ですが、学力は・・・・？何が後必要でしょうか…。日々

の努力！！信じます。（西松浦郡） 

・学力と生活習慣は相関関係があるということが良く分かりました。「勉強しなさい」という前にまず、

生活習慣を整えたいと思いました。（嬉野藤津） 

・今の佐賀県での学習の取り組みが分かってよかった。（武雄市） 

・家庭学習の徹底のために朝食の大切さ、生活習慣の見直しの重要性が理解できました。（三養基郡） 

・学力向上に関する一情報源として知る良い機会だった。（嬉野藤津） 

・家庭学習の大切さ、未来の子供たちの現状を分かりやすく説明していただきよかったです。（佐賀市） 

・日ごろから思っていることですが、なかなか実践できません。（小城市） 

・勉強が苦手な子に勉強をさせるのは難しいです。（小城市） 

・家庭学習がとても大切だとわかりました。ほとんど家で勉強することがないので、大丈夫かなと心配

になりました。評価で止まらず改善していこうと思いました。（嬉野藤津） 

・短い時間に非常にわかりやすい内容にまとめてあり、大変興味深く聞かせていただきました。 

できれば一個の研修ではなく、学校全体の保護者が集まる場でもぜひお話しいただければと思いま

した。（武雄市） 

・子どもの学習習慣や生活習慣を含めた家庭学習の充実がとても重要であることがよくわかりました。

日頃の積み重ねがとても大事だということもわかりました。（神埼地区） 

・大人になると、勉強や読書をする時間は、忙しいことを理由になかなか手をつけることがないです

が、子供と一緒に少しでもそういった時間を作りたいと思いました。学ぶ雰囲気を作る協力をしたい

と思います。（神埼地区） 

・「早寝・早起き・朝ごはん」の習慣づけを目標にしているのですが，なかなかできていません。学力

向上にも関係あることなので生活リズムを整えたいと思います。（伊万里市） 

・書いて覚えるのも大切だが、改善する力をつけなければならなのは大変だと思いました。身につけて



ほしいと思います。（伊万里市） 

・生活のリズムを習慣化させることを心がけようと思いました。我が家では、早寝とゲームの時間を改善

していきたいと思います。（伊万里市） 

・学力向上のために家庭学習の大切さがよくわかりました。生活習慣を整えることも大事だなと思いま

した。（小城市） 

・規則正しい生活がおくれるよう努力します。（多久市） 

・生活習慣を身につけて生活したいです。（多久市） 

・家庭学習の習慣はなかなか難しいです。宿題をするのに精いっぱいなのが現状です。（嬉野藤津） 

・資料に基づいての説明で分かりやすかった。小さな成功の積み重ねを大事にしたい。（嬉野藤津） 

・ハプニングがありつつもわかりやすい説明で家庭学習の大切さがわかりました。学ぶ力を育てていき

たいです。（嬉野藤津） 

・早寝早起き朝ごはんは、学校でもずっと言われ続けているのでもっとほかの話を聞きたかった。 

（佐賀市） 

・お話はなるほどと思うのですが、なかなか家庭で勉強をしてくれません。（佐賀市） 

・昨年のお話はあまり面白くなかったので、今年も期待していなかったのですが、今年は話す方が上手で

時間も短く感じました。（神埼地区） 

・帰って子供に話そうと思いました>（鳥栖地区） 

・頭ではわかっていても、なかなか家庭学習に取り組めていません。子供のことより親の生活を改めない

と、と考えさせられました。（鳥栖地区） 

・まずは生活習慣を整える基本が大事ですね。それから学力向上なのですね。わかっているのですが、学

力向上が難しいですな。（伊万里市） 

・時間を決めることが大事ですね、だらだら、ケータイばかり使っても向上はないと思いました。 

（鹿島市） 

・今後の将来を見据えて学習の方法が分かり、とてもよかったです。学校の保護者の方にも聞いてほしと

思いました。（多久市） 

・朝ごはんが簡単で質素なものばかり作っていたけど、品数をそろえた朝ご飯を作ってあげよう。 

（鹿島市） 

・教育促進課の取り組み…。以前から当たり前にＰＴＡなどでの学校で親も語られている話。時折の横文

字こそ時代の流れも感じるが、県での指導なら今一歩踏み込むなり・・してほしい。（鳥栖地区） 

 

【午後の講演（穂山弘美氏）】 

・パワーをいただいたようです（三養基郡） 

・穂山先生の講演を聞いてＰＴＡ役員として活動出来ていることを誇りに思った。子どもたちに対する

愛情をすごく感じ、涙するところがあり、私も穂山先生のパワーをもらって今後頑張ろうと思いまし

た。（杵島郡） 

・穂山さんの話は最初からパワーがあり、元気が出て楽しくためになる話が聞けてとてもよかったです。 

私も子供に助けてもらっているのでこれからも楽しく過ごしたいと思います。ありがとうございまし

た。とても楽しかったです。（杵島郡） 



・穂山先生のパワーと絵もすごいです。子どものために全力を尽くされているんだなと思いました。また

お話を聞きたいです。ありがとうございました。（伊万里市） 

・パワフルな講演で引き付けられました。ありがとうございました。（西松浦郡） 

・ＰＴＡすごく楽しんでいます。今日先生の話を聞いてますます楽しもうと思いました。今すごく悩んで

いることがあって・・・。先生がそばにいて話を聞いてもらえたらと思いました。（西松浦郡） 

・ＰＴＡがどういう役目で、どんな気持ちでやっていくのか少し悩んでいましたが、自分の思いや自分の

軸がぶれずに子供一番にやっていこうと思います。（鳥栖地区） 

・とても楽しくもっといろんな話を聞きたいと思いました。私も楽しくＰＴＡをやっていきます。ありが

とうございました。穂山先生「本」とかは出さないですか？（鳥栖地区） 

・すごく楽しく、元気をたくさんいただきました。自分もまだ頑張れると思ってしまいます。もっと楽し

んでやっていこうと改めて思いました。（鳥栖地区） 

・ＰＣのトラブルはありましたが、パワフルな人だなと思いました。熱い人だなと感じました。（自分の

学校の？）先生とは全くタイプが違うのですが、とても聞いていて楽しかったです。うちの役員さんに

も話を聞いてもらいたいなと思いました。（役員さんだけでなく先生たちにも）（鳥栖地区） 

・ＰＴＡを楽しく活動するのはどこのＰＴＡでも同じなのだなあと思いました。ＰＴＡでの人のつなが

りを世代を超えて伝えていきたいとますます考えます。（鳥栖地区） 

・このスペースと時間では書き足りないくらい楽しい話でした。メモを取るのも忘れるくらい、引き付け

られました。（伊万里市） 

・いろいろな経験をされ、子どもたちにとって何が一番大切なのかということ（話）には共感しました。

また話を聞ける場があればいいなと思いました。（多久市） 

・とにかくパワーがすごかった。子供のためが前面に出て又自分を振り返ることができました。ありがと

うございました。（鹿島市） 

・大変パワフルな先生の講演会、泣き笑いで楽しく元気をいただきました。ありがとうございました。 

（多久市） 

・たくさんの笑いと涙、とても良い話を聞けました。（多久市） 

・楽しい話でした。今日聞いた２０年ＰＴＡをされている方の話はほんとによかったです。（鹿島市） 

・いろいろ参考になりました。楽しみながら活動したいとおもいます。（小城市） 

・いろんな立場、体験を通してわかりやすい話に共感できました。（嬉野藤津） 

・穂山先生の話は引き込まれました。先生と同じ生き方はできませんが、ポジティブ指向で役員を全うし

ていきたいと思いました。私生活も共感できる部分がたくさんあるので、今いる子供たちを大事にして

いきたいと思いました。あー泣けたー（佐賀市） 

・先生の体験談など、講演の話しはとても素晴らしい話しでした。先生の塾が近くにあれば息子を教えて

いただきたいと思いました。また先生の公園話を聞く機会があれば参加したいです。（小城市） 

・人との接し方、子供との接し方など大変勉強になった（小城市） 

・楽しくお話を聞かせていただき本当によかったです。２０年も役員続けてこられてすごいなと思いま

す。子供たちがいるから楽しくされているのが、私もそうなれたらともいますが、なかなかできず…。

がんばろうと思いました。感動しました。（嬉野藤津） 

・昼食後の講演会で眠気との戦いになるのかなと思っていましたが、楽しい話で眠気が襲ってくること



もなく聞くことができました。（嬉野藤津） 

・パワフルで興味深いお話しをしていただけたと思います。内容もさることながらお人柄でしょうか、土

地柄でしょうか。人を引き付ける話をしていただけて時間が短く感じられました。（武雄市） 

・穂山氏のパワーあふれる講演が、とても楽しく面白く聞き入ってしまいました。（神埼地区） 

・遠くから話を聞きに来ている方がいるだけあってとても楽しいひと時でした。ありがとうございまし

た。（神埼地区） 

・ＰＴＡ役員を２０年もされてきている経験を生かされて話を聞けてとてもよかったです。忙しいばか

りになかなか子供の話を聞けなかったり、イライラしたりして自分に照らし合わせて見たりとても参

考になりました。パワフルな話を聞けてよかったです。（伊万里市） 

・いろいろな体験談を聞かせてもらってためになりました。楽しいお話をありがとうございました。 

（伊万里市） 

・ＰＴＡの仕事、すごく大変だと思っていました。でも学校に関わっていられること、先生方と関われる

こと、今は楽しくやっています。１日１日一つずつこなしていくように頑張っていきたいと思いまし

た。（小城市） 

・ＰＴＡ活動を明るく楽しくしていこうと思います。忙しいと笑顔を忘れがちですが、母親が明るく過ご

していないと家庭も明るくならないので笑顔で過ごしたいと思います。（多久市） 

・愛情をもって子供たちに接し、自分の子供だけでなく周りの子供たちにも愛情を注がれている様子に

感動しました。（多久市） 

・ご自分が体験された話を楽しく話してくださり、長い時間でしたが飽きることなく聞かせていただき

ました。穂山先生、佐賀にも塾をつくって下さい。（嬉野藤津） 

・パワフルで楽しくご自分の体験をポジティブに話しをされていてすばらしいともいました。我が子に

対してだけでなくどんな方に対しても全力で対峙されている姿勢を見習いたいです。（嬉野藤津） 

・とても楽しいお話して引き込まれてしまいました。５教科で人間の価値は変わらない。人間は忘れるも

のだと子供たちに伝えたいです。（嬉野藤津） 

・笑いあり涙ありの話に大変良かったです、子供たちに早速実践したいと思います。（佐賀市） 

・穂山先生と置かれた立場が全然違いますが、ＰＴＡを７年やっています。プラスとマイナス全く同じで

す。同じ年ですパワーをたくさん頂けました。ありがとうございました。（佐賀市） 

・とっても素晴らし講演でした。自分に気持ちの余裕がないと子供たちに大きな心で接することができ

ないと実感しています。（杵島郡） 

・とてもいいお話でした。毎日学校に足を運んで子供の顔を見る…。とてもできないことです。自分なり

に何ができるか考えようと思います。（佐賀市） 

・あきのこない本当にいいおなはしでした。参加できて本当によかったです。（佐賀市） 

・話が面白かった。すごく参考になりました。（杵島郡） 

・我が子だけでなくすべての子供たちが笑顔でいられることを願いながらＰＴＡ役員を全うしたいと思

わせていただきました。穂山先生の情熱に近づけるよう日々を過ごしたいと思いました。ありがとうご

ざいました。（杵島郡） 

・話し合面白かった、すごく参考になりました。（杵島郡） 

・笑顔はとても大切だと思いました。とても分かりやすく、心に残るお話で今日は午後のみの参加でした



が、参加できてよかったです。笑顔と楽しんで１年間を過ごしていと思いました。 

・ＰＴＡのプラスマイナスの面はとても共感ができました。ＰＴＡは子供たちのためになるので、今後も

頑張ろうと思うことができました。（神埼地区） 

 

【今回の母親研修会について・意見や要望】 

・様々な視点からの話が聞けて良かったです。貴重な講演を聞かせていただいてありがとうございます。

午前中しか参加できずに残念ですが、中村先生の講演で得たことを今後に生かしていきたいと思いま

す。（武雄市） 

・もっとパンチのある話を聞きたかった。（武雄市） 

・思春期の子供がいたことで自分の考えが変わりました。今後もこういうお話がありましたら、今後のた

めにもいいと思います。今日は来てよかったです（？） 

・今年度初めての参加でした。午前中しか参加できませんでしたが、午前の講演のみでも大満足です。す

ぐに実行できる話が聞けてよかったです。（多久市） 

・スクールカウンセラーのお話は今後も定期的にするといいと思いました。参考までに佐賀県の不登校

などの状況を思慮でもらえるとよかったです。（多久市） 

・みんなが子育ての中でぶつかる壁への対処の仕方を聞くことができ良かったと思います。次回は熱中

症対策についてきいてみたいです。（神埼地区） 

・このような講習会をまた開いていただけるとありがたいです。（神埼地区） 

・子育ての話が聞けて大変満足です。初めて役員を引き受けました、このような機会をいただき今後のた

めになりました。ありがとうございました。（西松浦郡） 

・役員の準備など大変お疲れ様でした。（西松浦郡）、自分がしてきた、できた=子供ができると安易に考

えず、きちっと個々を受け止めてあげようと思いました。言葉、単語で子が要求していることについて

は、自分は「お茶がどうした」と聞き返し、お茶が飲みたい、お茶こぼれちゃったと最後まで話すよう

に心がけえるので続けていきたいと思う。（三養基郡） 

・私は午後からの参加でしたが、講演がとても魅力的でためになりました。一母親としての話も聞けて良

かったです。とてもいい講演を聞くことができてよかったです。ありがとございました。（神埼地区） 

・初めて参加しましたが、あっという間の一日でした。勉強になりました。各単Ｐに持ち帰りまして伝え

ていきたいと思います。（杵島郡） 

・初めて参加しました。こういうのはどんどん増やしてほしい。（杵島郡） 

・他県の役員の方（の話）まで聞けて皆さまイキイキされて素敵だと思いました。ありがとうございまし

た。（？） 

・これからのＰＴＡ活動を大変だけど楽しく活動していきたいと思いました。また講演会があったら参

加したいと思いました。（杵島郡） 

・今回参加出来てとてもよかったです。（杵島郡） 

・今日仕事を休んできてよかったです。とてもいい話を持ち帰ることができました。ありがとうございま

した。（伊万里市） 

・今日は参加してよかったです。（西松浦郡） 

・初めて参加しましたが、とても有意義な一日でした。他のお母さま方との会話も楽しく、子供の話がで



きてよかったです。（西松浦郡） 

・一日がかりで座り慣れていないから腰が痛くなりましたが参加できてよかったと思います。ありがと

うございました。心和む一日となりました。（西松浦郡） 

・とても勉強になりました。（鳥栖地区） 

・参加してとてもよかったと思いました。（鳥栖地区） 

・穂山先生のお話、聞けてほんとによかったです。ありがとうございました。そして研修会を開いてくだ

さいました県Ｐ母親委員会の皆様ありがとうございました。（鳥栖地区） 

・悩みや迷いのあるお母さん方の期待（！？）に応えてだとは思いますが一日中の講演はせっかくの機会

ながら集中力が持ちませんでした。もう少し分散して楽しめるものもいいのかなあ～と思います。 

 机があるのは筆記するのに大変助かりました。今年度初めて顔合わせする役員さん方と一緒に食べた

お弁当・・・楽しくおいしかったです。いろいろありがとうございました。（鳥栖地区） 

・役員になって、いろいろの特別な考え方ができるようになりよかったです。（鹿島市） 

・穂山先生のお話、元気をいただきました。眠気も吹っ飛ぶ（多久市） 

・とてもためになる話ばかりでした。特に穂山先生の話を聞けて良かったです。子育ては大変です。心が

楽になりました。（多久市） 

・いい話が聞けて良かったです。ありがとうございました。（鹿島市） 

・数年前に一回参加させていただいた時もとても勉強になりました。今回縁があって母親部長をさせて

いただいたのでぜひ参加したいと思っておりました。今回も参加してよかったです。ありがとうござい

ました。（嬉野藤津） 

・「子育ていちばん」の唱和に戸惑いました。唱和する前に説明があったらもっとよかったと思います。

有意義な時間になりました。ありがとうございました。（三養基郡） 

・自分のこれからの子育ての参考にしていきたいと思います。他の学校の方との交流があればもっと良

い機会になるのではないかと思います。（嬉野藤津） 

・一日お疲れさまでした。良い話を聞けて参加してよかったし、とても自分のためになりました。ありが

とうございました。（佐賀市） 

・一日充実しました。ありがとうございました。（小城市） 

・親としてどうあるべきか、子供とどう向き合えばいいかなど勉強になった。今日参加してよかったと思

う。母親研修会ということだったのでＰＴＡの母親部にしか声がかからなかったのでもっと他の保護

者さんにも声をかけていいのではないかと思った。（大変勉強になったので）（小城市） 

・今日の研修会とても参考になり良かったです。今ちょうどこれからのことで悩んでいたのでとても勉

強になりました。（嬉野藤津） 

・内容の濃い研修会でした。事務局お疲れ様でした。（武雄市） 

・講演１はわかりやすくすぐにでも実践できると思いました。講演２は講師のエネルギーをいただきま

した。今後もこのような研修会に参加したいです。（神埼地区） 

・ＰＴＡの役員になってよかったと思うことの一つに、母親としての勉強の時間が持てること。普段忙し

いのを理由に勉強する時間を作ってきませんでした。貴重な時間をありがとうございました。私の知ら

ないところで、たくさんの方々がＰＴＡ活動に関わっていることがよくわかりました。遠くから見えて

いる方たちは大変だったろうなと思いました。（神埼地区） 



・今とても興味がある話ばかりで良かったたです。母親委員は初めてなので今年は楽しみたいと思いま

す。いい勉強になりました。（伊万里市） 

・勉強になりました。２つのテーマは聞いてよかったです。要望があった内容だったので楽しめました。

（伊万里市） 

・盛りだくさんの内容で、明日からのＰＴＡ活動と子供への接し方を頑張っていきたいと思います。 

（伊万里市） 

・お疲れ様でした。すべて勉強になりました。（嬉野藤津） 

・午前、午後と一日とてもいい話を聞くことができました。子供とＰＴＡの仕事頑張れるような気持にな

りました。ありがとうございました。（小城市） 

・貴重なお話ありがとうございました。（多久市） 

・母親の立場、役員としての立場の経験談が聞けて勇気をもらえました。ありがとうございました。 

（多久市） 

・沢山の保護者の方が毎年ご尽力いただいていることが今回わかり、初めての参加でしたが活動の大切

さを知りました。（嬉野藤津） 

・ためになる話ばかりで寝る暇なかったです（笑）（嬉野藤津） 

・初めて参加しましたがよかったです。グループトークやワールドカフェのような方式もよいのでは。他

の役員さんとお互いに全く名前もどこの単Ｐかもわかららないので名札とか作ってもらってもきっか

けになったと思う。（佐賀市） 

・とても充実した一日になりました。ありがとうございました。（神埼市） 

・穂山先生の話を聞いて、今の今まで悩んでいた小さな悩みが吹っ飛びました。中２の子供と沢山話した

いと思いました。長女（２８歳）の話も聞いてあげなきゃと思いました。次回もパワーある人のお話を

願いします。（佐賀市） 

・最後の遠方からの３人様のお話はいりません。研修会は午前中のみでよいのではないでしょか！？無

理に二人の講師を呼ばなくても、濃い内容のある講師の方一人でお願いしたいです。研修会で一日つぶ

れるのはちょっと辛いです。午前中に穂山先生、午後に中村先生が良かったのではないでしょうか？ 

 内容としてももっとたくさんの方に穂山先生の講演を聞いてもらいたかったです。福岡から来てもら

う穂山先生にあの人数は正直申し訳ない気がします。（佐賀市） 

 

    


