
「語らいの広場・特別編」 

浦川末子先生 講題「親として今最も大切な事」 動画配信 

 

Ｑ１．所属（有効回答数） 

保護者５５４名 学校職員１５０名 合計７０４名 

動画再生回数が８５０回と記録されておりますので、複数回視聴された方がい

なかったと仮定した場合、８２．８％の皆様からご回答をいただいたことにな

ります。ご協力誠にありがとうございました。 

 

Ｑ２．今回の講演内容についての満足度 

 

設問に対し「満足」「やや満足」という回答は全体の７１．４％、「普通」まで含

めますと８５．７％という結果となりました。視聴いただいた皆様の大多数に

ご満足をいただけた内容であったと思われます。しかしながら「未回答」「やや

不満」というご回答もございますので、皆様からいただいたご意見をしっかり

と照査し、次回に活かしたいと考えます 

満⾜ 390
やや満⾜ 113

普通 100

やや不満 2
不満 0

未回答 99

Ｑ２．今回の講演内容に関する満足度



Ｑ３．「今回Ｙｏｕｔｕｂｅによる動画の配信という形をとりましたが、それに

ついて」 

 
「満足」「やや満足」が７８．３％、普通まで含めますと９２．０％を占めてお

り、「動画配信」という方式が皆様に好意的に受け入れられたものと考えており

ます。「不満」「やや不満」「未回答」の中には「もっと長くても良かった」「講演

が始まるまでが長すぎ」という講演時間に対するご意見、や「資料の準備の仕方

が分からなかった」「視覚的なものが欲しい」など設えに対するご意見、「ネット

環境や家庭状況によって見ることが難しい方への配慮も必要」といった視聴環

境に関するご意見もいただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

満⾜ 397やや満⾜ 154

普通 97

やや不満 11 不満 5
未回答 40

Ｑ３．今回Youtubeによる動画の配信という

形式をとりましたが、それについて



Ｑ４．「浦川先生にお聞きしたい事、または今回の講演に対する感想などがあり

ましたらお書き下さい」 

 

●学校職員からの回答 

・学校だけでなく保護者や地域との協力がとても大切であることが分かった。 

・もし乳児期～思春期で躓いてしまった子どもに対して周囲がどのように接し

ていくべきなのか？をもっと詳しく知りたかった。 

・困っている子どもだけではなく、困っている保護者にも寄り添い手を差しの

べられる教師でありたいと改めて感じた。 

・栄養管理や衛生面だけではなく愛情を注ぐことがとても大切であることが分

かった。教員として愛情をもって子どもたちと関わって行きたいと改めて思っ

た。 

・「折り合いをつける力」「社会性」などは自分も不足していて苦労した部分。子

どもたちが身に着けて育ってくれたらいいと強く感じた。 

・非認知スキルの向上には、学校・家庭・地域の連携が必要であることが改めて

分かった。 

・今回の動画配信という形をとって頂いたので、普段参加出来ない保護者の皆

様にも参加して頂けて良かった。（私自身も参加出来てよかったです）。 

・もっと早く聞きたかった内容だった。子育て真っ最中の保護者の皆さんに抱

きしめる事の大切さ等を伝えて行きたい。 

・今回の講演内容は、保護者として子育てについての意識を深める有意義なも

のであったと共に、教育に携わる者にとっても大変参考になるもので有りがた

かった。 

・浦川先生のお話しは何度聞いても心に深く残ります。就学までの「愛情形成」

と「折り合いをつける力」大変印象的でした！ 

・以前も教頭会でお話しを聞かせて頂き感銘を受けました。ひとりでも多くの

保護者に聞いて頂きたい内容です！ 

・心に孤独や不安を抱え、問題行動を起こす子供たちが増えてきた。学校で子

どもを支えて行く力や地域の力が益々重要になってくる事を感じた。教員とし

て目の前の子どもたちの気持ちに寄り添い家庭と連携を取りながら子どもたち

の自己実現に向けて出来る事を積み重ねて行きたい。 

・自分の考えに固着せず、柔軟に物事をとらえていけるような子を育てて行き

たいです。 

・親であれ教職員であれ、愛情ある接し方が重要だということ、さらに小さい

頃こそ多くの愛情が必要だということを改めて実感させられた。 

・３歳までの愛情の必要性、最近の子供達の様子を見ていて「そうだな」と思う



ことが多いと感じた。３歳までに愛情をかけるための支援が進んでいない。 

・良いところを褒め自信を持たせる。最後までやり抜く事の大切さを伝える。

社会を生き抜く力を付けさせたい。 

・わが子は皆成人しており、家庭を持っている子もいます。それでもいくつに

なっても心配は続くもので、自分のこれまでの在り方を見返している最中のお

話でした。親を選べない、環境を選べない子供達の幸せの為に、私にも出来る事

を行動に移していかなければと思った。 

・忍耐力、社会性、感情のコントロールの三項目を中学校においてもしっかり

指導していきたい。 

・「折り合いをつける力」「非認知能力」を向上させる働きかけを日々の学校生

活の中で続けて行きたい。 

・「非認知能力の育成」に対して教員、保護者、地域が関わる為にの制度を行政

がどのように施策、実施していくかが日本の未来に関わると思います。 

・今はコロナの影響で握手も出来ず肌のふれあいがほとんど出来ません。この

ことが後の子どもの心の成長に何か影響が出そうで怖いです。せめて校内で出

会う子どもたちの頭をしっかり撫でて愛情を伝えてあげたい。 

・今のＰＴＡ活動は助け合う、悩みを共有する、そういう部分が抜け落ちて、た

だのめんどくさい集まりになっていると感じている。 

・浦川先生の溢れるパワーを私も見習いたいと思った。 

・生徒との関わりの中で、内心を表現してくれる生徒もいればそうでない生徒

もいる。心の根には「どれだけ温もりを求めているか」と言う気持ちがある事を

改めて考えさせられた。生徒から安心して受け止めてもらえると思われる教師

になりたいと感じた。 

・子どもの不安感が、孤独感が、疎外感が強い怒りになって表れるという言葉

が印象に残りました。学校での具体的な対応、声のかけ方、関わり方について研

修しなければと思いました。 

・愛着形成とても大事な事とつくづく思います。このようなお話しに興味を示

さない保護者をどう巻き込んでいくかが課題かと思います。 

・家庭、地域の教育力の向上の為に今回のような講演会は必要である。ＰＴＡ

の目的の一つは保護者としての資質の向上である。次年度以降もいつでも視聴

できるようにしてＰＴＡの会合等で学習できるようにしてはどうかと思う。 

・講演の中で「一人で抱え込まない」と言うメッセージが繰り返し発せられた

が、その為の具体的な手立ての一つが「コミュニティースクール」であり「地域

学校協働事業」であると考える。意見を交換しつつ、お互いが出来る事で地域の

子どもの健全育成に努めるという原点を大切に今後も活動していきたい。また、

「言う通り」には育たず、「する通り」に育つという言葉があったが、教員とし



て、大人として大いに反省した次第である。 

・子どもは常に愛情に飢えている事が良く分かった。表面上は問題ないように

思われるが何かしらの寂しさや孤独感を抱いている。その子らは何かしらのＳ

ＯＳを発している。それに周りの大人たちがいち早く気づいて手を差し伸べて

あげられるかが重要であると感じた。教員に出来る事は保護者と連携して、学

童期においても継続して愛情を注ぐことである。工夫した声掛けや励まし、褒

めるなどによって子どもの自己肯定感を高めることが出来る。そういった子ど

もの心に響く指導を行って行きたい。 

・経済面でも教育面でも就学前までの貧富の差は拡大していると思う。一年生

から「よーいドン」と一斉にスタートするというよりも、そこまでに身に付けた

ある程度のスキルなどを前提にして現在の教育活動は計画されているように感

じられる。幼保小と連携が法的に進まないままスタートの時点で取り残される

子どもたちの事を考えると、施策を進めるのは急務であると思った。 

・小学校入学前までの教育、特にひらがなの読み書きがある程度出来なければ

学習について行けないという現状があります。本来スタートは同じはずなのに

差があるのが実状です。 

 

●保護者からの回答 

・自分の家庭だけではなく、他の家庭とも手を取り合って子育てができるよう

になればと思った。 

・子どもたちが健やかに成長できる世の中、環境を私達大人が創っていく事、

幼い頃のかかわり方、愛情の掛け方がとても大切だと言うことが分かった。 

・これまで愛情障害について学ぶ機会があり、その流れがよくわからなかった。

今回の講演では、いかに愛情を注いで子どもを育てるか？就学前にいかに教育

していくかが大事であることがわかり、親として勉強になりました。 

・小学校入学前の保護者の皆さんに聞いてほしい内容だったので、そういう機

会があって欲しい。 

・共働き家庭が多い現代。地域、学校、家庭がしっかりと連携できる仕組みを作

って行く事が大切だと思った。 

・動画サイトでの配信で、都合に合わせて視聴できるのでとても良かった。こ

のような形での講演を今後もお願いしたい。 

・日頃の子育てに一生懸命になりすぎて大切な事を忘れていた様に感じ、考え

直す良い機会となった。 

・今、子育てをしているお母さんたちにもっと見て欲しい！絶対に心が動かさ

れると思います！ 

・平成１５年の事件（大久保小学校の事件）があった時、私は事件現場の近くで



働いており、ニュースで流れた時も現実なのか？と自分の頭がついて行けなか

った。幼児期の愛情の大切さ、親だけでなく地域との協力など一人でも出来る

事から始めたいと思った。 

・自分自身「自己肯定感」が低いので、親になりきれてない部分がある。今回の

講演を見て反省することばかりでした。自己肯定感が高い子どもになって欲し

いので、今私が出来る事「抱きしめて安心感を与える」事を実践して行きたい。 

・地域社会の大切さのお話しをされた時、子どもが小さい時の頃を思い出した。

仕事、家事、子育てに追われ、抱きしめてあげるよりも明日の為にしなければい

けない事で毎日必死でした。してあげたい事は沢山あるがうまくいかず、イラ

イラして。今後周りの方が困っていたら少しでもいいので声掛けをしたり手を

差しのべたりしたいです。 

・動画配信と言う形だったので、途中で止めたりしながら自分の時間で視聴出

来たのでとても良かった。 

・様々な講演を聞いてきたが、一番考えさせられる内容だった。自分が母親と

してちゃんと出来ているのか？と子育てを振り返る良い機会となった。 

・非認知能力は非常に大切だと思う。わが子１０歳になりましたが時々抱きし

めるようにしている。しかしながら、中学校へ進んだ時にうまくコミュニケー

ションが取れるのか心配している。強い態度を取る相手にもうまく対応する方

法や感情のコントロールを学びたい。 

・講演を聞いて、最近の私の子育てでは「我慢する」が薄れていたように感じ

た。反省して改めたい。 

・動画配信の特性を生かし、大事な部分などで字幕をつけるなどの工夫があれ

ば尚良かったと思います。 

・自分の子どもさえ良ければと思わず、他の子どもに対してもわが子の様に接

する事が出来るよう努力したい。 

・親として多くの学びを得る事が出来る内容で、もっとお話しを拝聴したいと

思った。素晴らしい講演を本当にありがとうございました。 

・いつもそばに居て子どもの一番の味方でいる事。いつまでも抱きしめる思い

でこれからも自分自身が成長していきたいと思った。 

・小学校に入るまでの大切な時間、本当に同感です！浦川先生のお話はその部

分に焦点を当てた子育てのキーワードとも言える素晴らしい講演でした！ 

・子どもには親の愛情が必要だとわかっていても共働きなどで忙しく、心に余

裕を持って子どもに接する事が出来ない家庭が増えているのでは？自分で微力

ながらやれる事をやってゆきたい。 

・もっと早く聞きたかった講演内容でした。他の保護者にも聞いてほしい。私

の娘（小４）の学年でいじめがあっています。娘はいじめられていませんが、そ



の状況を見て心を痛め学校を休んでいます。 

・親子関係のあり方、今の状況を思い浮かべながら講演を聞き、今後に生かし

てゆきたい。 

・「折り合いをつける力」と言う言葉が印象的で、これから先、子どもを導く指

針としたいと思いました。 

・今後子どもとしっかりと対話して行きたいと思った。 

・空いた時間に視聴できるので、今後も動画配信がいいと思います。 

・大人が親や先生、地域の方などに話しかけやすい雰囲気で子どもたちをサポ

ートできる社会になるといいな。 

・講演内容を子どものうちから学ぶ機会があれば、心がもっと楽で豊かに生活

していく事が出来るだろうと感じた。 

・親として子どもにしてあげられる事、毎日出来る事の答えが沢山有りました！ 

・子どもから心を離さず、あなたのことをちゃんと想っていると伝え続けたい。 

・子どもとの接し方について改めて考える良い機会となった。兄弟がいる場合

と一人っ子の場合で愛情の感じ方に差が出るのか？親として接し方も変えた方

がよいのか知りたい。 

・共稼ぎでなければ生活することが出来ない収入状況や、核家族化が進んだ結

果もあると思うので、親が収入的に安心して暮らす事が出来る仕事に就く事も

必要かと思った。 

・親が子どもたちにとって一番の理解者、味方であり続ける事、信じてあげる

事が大切なのだと感じた。 

・ＰＴＡで取り組める事を浦川先生とじっくり話し合う機会があれば嬉しい。 

・学校の先生も教育面だけではなく、今回の講演の内容の様に子どもの心にも

っと寄り添ってくだされば不登校の子も減るのではないかと感じた 

・子どもたちを沢山褒めて沢山抱きしめてあげたい。家がほっとできる自分の

居場所である事を感じて貰えるように。 

・心の残るお話でした。どれくらいの方が視聴されたのか気になる所です。一

人でも多くの方に視聴して頂き、子どもとの信頼関係を作って行くといじめや

不登校が少なくなるのでは？ 

・親が日々楽しく生活する姿を見せる事で、子どもも日々楽しむ力を身に付け

てほしいと思います。 

・子どもは大切な宝！一人の人間として尊重し、愛情を持って子育てしたいと

思いました。 

・小学校に勤務しています。感情をコントロールできない子ども、暴言暴力（友

達にも教師にも）、保護者との連携が取りにくい子どもが年々増えていると感じ

ます。子どもに関わる大人の人数不足が大きいと感じる。 



・子どもにできる支援の在り方について（こども食堂、公民館を使った無料塾、

里親制度など） 

・愛情を持って接しているつもりだが、子どもは理解できていない。自分の感

情が先になって怒ってしまう。 

・私達が子どもだった頃に比べて、近所の大人たちがよその子どもを怒るとい

うことが無くなったなと感じる。 

・講演を聞いて、地域で見守り、わが子同様に悪い事に対しては怒り、良い事に

は褒める事がとても大事だと思った。そうしていきたい。 

・思春期、反抗期の子どもとの接し方コミュニケーションの取り方を聞きたい。 

・地域や自治体が協力して子育てをすることの大切さ。自分たちが小さかった

頃は子どもたちに自治体の事をやらせていた（廃品回収など）と思います。今は

親が役員だの当番だので、バタバタしているだけの様に感じます。もっと子ど

もたちに色々やらせてもよいのでは？と感じました。 

・完璧ではなくとも愛のある子育てをこれからも続けて行きたい。 

・子育て支援について詳しくないのですが、今困っている人が、具体的に支援

を受けるにはまず何をすればよいのか？ 

・自分のその時の都合で子どもを叱ってしまう事がある。気を付けてはいるの

だが。具体的に自分自身その時の感情や憤りをどう処理したらよいのか？なに

かコツのようなものがあれば知りたい。 

・一人で子育てをしている保護者の支えになれるような育友会活動をと思って

いますが、そのような方はなかなか活動に参加してもらえません。どのような

お声かけをしたらよいのか？ 

・乳幼児期における愛情の重要性に改めて気づかされた。動画配信だったので、

夫婦で共に見る事が出来たので、共通理解を深める事が出来てよかった。 

・夫婦で視聴して家庭での教育について話す良い機会となりました。 

・コロナ禍という事もあり、地域の方々との交流や保護者同士、保護者と学校

などの関わりが薄くなっているなと感じる。さらにＳＮＳの普及により、表に

出ない隠れた問題が沢山あるのだろうと考えると、より一層の親子の触れ合い

が必要、大切にしていかなければと思った。コロナ禍でも出来る地域や学校と

の交流方法を見つけて行かなければと思った。 

・女性、母親に寄り添ったお話しをされていて、もっとたくさんお話を聞きた

いと思いました。 

・親として、子どもとどう接するべきか、何が正しいのかと言う答えがないま

までしたが、浦川先生のお話しを聞いて、いまよりもっと子どもを抱きしめる

事の大切さを学びました。子どもにとって母親は安全基地であるという言葉が

とても印象に残りました。改めて自分自身も心の余裕を持って子どもと向き合



っていきたいと思った。 

・小学校高学年～中学生でも「非認知能力」「折り合いをつける力」を身に付け

る事は出来るのでしょうか 

・自分の子どもは中学生になりましたが、これまで色々な友達と接して来た中

で、やはり家庭環境が一番子どもに影響を与えているというのが凄く分かりま

す。 

・子育てをしながら自分自身も成長して行きたいと思う。子どもから学ぶ事も

沢山あるので。 

・もっと早く聞きたかった。もっと子どもが小さい時に聞いていたらもう少し

違った（余裕のある）子育てができたのでは？と思った。幼稚園保護者に聞いて

ほしいと思った。 

・忍耐力、コミュニケーション力が身に付くように、子どもがポジティブにな

る声掛けをしていこうと思った。 

・今まさにそういう時期で、暴力までは行きませんが、言葉の荒さなど考える

部分があったので、一度立ち止まって考える時間ができた。 

・実際に生の講演を聞いてみたい。説得力があり、共感する部分が多かった。 

・私の学校では役員のみの視聴だったので、もっと幅広く（限定なし）で沢山の

保護者に視聴してほしい。 

・子どもに注意や指導ばかりして褒めてあげていない事に気づかされた。今後

は私自身も変わる努力 をして小さい事からでも褒めていきたい。 

・浦川先生のお話しを聞いて、私の妻の子どもに対する接し方は正しかったの

だという事が分かり嬉しくなりました。娘２人とも健全に育っております。 

・就学前の孤独な子どもたちにどういった支援をすれば小学校で荒れないのか

具体的に教えて欲しい。 

・親が子どもをコントロール、支配しないという事を、もっと子どもが小さい

時に親に知らせて欲しい。 

・学童料金が高くて預けられないと思っていたので、佐世保市に対策をお願い

したい。 

・地域の方の協力と言う意味で、地域の方にもこの講演を聞いて頂きたい。 

・ＰＴＡ活動は正直面倒だなと思っていましたが、子どもたちを育てるにあた

っての環境づくりには大事な事なんだなと改めて思った。 

・子育てに悩んでいた事が少し前向きの考えに変わりました。 

・浦川先生のお話を色んな方が聞いて理解すれば、少しでも子どもたちにとっ

ていい世の中になるのでは。私達大人のせいで子供達を悲しませることがない

ような行動をとって行きたい。 

・浦川先生のお話を聞き反省することが多かった。今からでも出来る事がある



と思うので心がけます。 

・子どもたちが親になる時に伝えたい。 

・子どもは国の宝のはずが、今は高齢者の方が宝の国と政治になっている。 

・子どもが孤独になったのは、昔と違い共働きしないと生活できない状況がそ

うさせている。 

・大人が子供の遊び場を奪っている（公園遊ぶのも騒いではダメ、ボール遊び

はダメ） 

・国が子育て支援環境を整えていないのに市が環境を整えられるはずがない。

愛情ある言葉のシャワーも、地域の方の声掛けも不審者扱いになる世の中であ

る。 

・言っていることはわかるが、国が社会がと言って個人がどうやって社会の仕

組みをかえられますか？ボランティアの組織でどれだけ議論しても何も変わら

ないと思う。 

・保護者がまず地域の方、先生方を頼っている姿を見せないと子どもたちも頼

らないと思うので、どんどんその頼る姿を私達保護者が見せるべきだと思う。 

・何もとりえのない私ですが、子どもを抱きしめ「オキシトシン」を沢山プレゼ

ントしたいと思います。私の様に家族に守られて幸せな大人になって欲しいで

す。 

・非認知能力の重要性の話しなど興味深かった。それを高める為の具体的な方

策、対応について知る事ができればもっと良かったのだが。 

・とても共感できるよい講演でした。親としては当然の事ばかりでしたが、先

生方にも生徒一人一人に親と同じような気持ちで子どもを叱ったり褒めたりし

て頂きたいと思いました。 

・浦川先生のお話しとても共感しました。同じような考えで自分なりに子育て

を頑張ってきたので、親子の信頼関係には自信があります。ですがお友達に傷

つけられ我慢ばかりするわが子に胸が苦しくなる事も沢山ありました。学校の

先生が浦川先生のような方だったらと思います。 

・今回の動画は幼児期の保護者に見てもらいたい内容でしたので、佐世保市が

率先してこういった動画を幼児期の保護者に見てもらえる環境を作って頂きた

い。 

・今後のＰＴＡは大人も子どもも誰一人取り残さないようにするための活動（学

校や地域と協力）をして行かなければと感じました。スポーツ大会の親睦より

ももっと必要とされるＰＴＡに向けて変わらなければと思った。 

・抱きしめる、撫でる。我が家では割と多くしているとも思うのですが、高学年

になるにつれ外での人当たりは良いが機嫌が悪い時母親に対する態度が悪くキ

レやすい。夕方には「朝はごめんね」と謝ってくるが、これはこのままでよいの



か。 

・小さい時から沢山抱っこする事、それも色んな人に抱っこしてもらうことで

すでにコミュニケーション能力が身に付いている事は驚きました。わが子も身

内が多いこともあって、不自由なく沢山の人達に会い、抱っこされてきたので、

確かにその通りだと感じています。さらに子供たちの心の声を聞き、今まで以

上に抱きしめてあげたいと思いました。私が一人でも出来る事、みんなで協力

して出来る事に取り組んで行きたい。子どもが甘えたい時、反抗的な時を見逃

さず向き合っていきたいと思った。 

・小さい頃の愛情不足と感じる生徒へ愛情をかけながら保護者の皆様と協力し

て育てて行きたいと思った。 

・長崎県で起きた数々の悲しい事件は、児童憲章が作られた背景に立ち返ると

起こるはずのない事件だったのにと思います。児童として尊ばれる、児童は社

会の一員として重んぜられる、児童は良い環境の中で育てられる。忘れてはな

らないと思った。 

・保護者の対応が難しくなっている昨今、今回の講演を聞いて今後の対応に生

かして行きたいと思った。 

・豊かな物質文明社会の中で何不自由なく育っているはずの子供達。情報、機

械の文化ペースから自然ペースへの原点回帰をすべきと考える。うがった言い

方をすれば、現代社会は子供たちを規格工業製品の様に育てているのではない

か？その反作用としての諸問題の多発化なのでは？ 

・とても、興味深い公演内容でした たくさんの方に知ってほしいです 

・貴重なお話しありがとうございました。ＰＴＡとしての取り組みの参考にさ

せていただきたいと思っております。また子どもたちの孤独感、疎外感がない

ような子育てに心掛けていきたいと思います。 

・私も子どもを言葉で抑えつける方でしたが、子どもの年齢が上がると共に、

穏やかに？子どもたちと語り合える感じになりつつあります。すると、子ども

の本音など頼もしいことや見守ってあげないと…と思える事など沢山の発見が

ありました。自分の子ども時代の経験をアドバイスしてあげることも出来て恥

ずかしいやら、嬉しいやら…。 まだまだコミュニケーションが足りないかもし

れませんが、部活などで他の子どもたちと接する事もあるので先ずは話だけで

も聞いてあげられたら…と思いました。素敵なお話をありがとうございました。 

・とても素晴らしいお話ありがとうございました。 一つ一つのことを大事に丁

寧にお話される姿に感動し、私自身も私なりにできることをやっていきたいと

思います。 

・非認知能力という言葉と意味を教えていただき、今後の子育てや保護者同士

の関わり方の学びになりました。ＰＴＡ役員や地域(子ども会)役員をしたがら



ない保護者や、自分の権利ばかり主張する人が増える世の中にうんざりします

が、自分の子はもちろん、今後関わる子どもたちがそんな大人にならないよう、

浦川先生の講演で教えていただいた事を肝に銘じて、宝である子どもたちに働

きかけたいと思いました。講演の開催に感謝します。ありがとうございました。 

・講演どうもありがとうございました。 

・子どもの気持ちに寄り添うという事、簡単そうで難しい事ですが、子どもに

寄り添い、そして、ほんの少しの変化にも気づけるよう子どもに目を向けたい

なと思いました。 

 

●否定的意見・建設的意見 

・言いたいことはわかるが、少し偏った考え方の気がした。 

・配信動画なので、もっと長くても良かったのでは？ 

・ＱＲコードが読めなかった。 

・開会あいさつ、講師紹介は別のＵＲＬを作った方がよかった。講演までが長

すぎた。 

・自己肯定感はとても大事だと思う。親と子供の関係は子供の将来にも影響す

るのだと思う。ただ、そうは思わない方はこのような講演を聞かないと思う。私

は勉強の為に視聴しましたが。 

・資料の準備の仕方が分からなかった。 

・講演内容などの資料がスクリーンに写されていたら視覚的に理解しやすいと

思った。 

・感想はありません。強制みたいなやり方が納得できない。絶対提出は不満で

す。一時間も時間を取られて不満でしかない。 

・動画配信で人との接触もなくて済んだが、一人だったので緊張感もなく頭に

入ってこなかった。 

・ＹｏｕＴｕｂe による配信はネット環境や家庭の状況によって見ることが難

しい方もいると思われますので、そこへの配慮も必要かと思います。 

 

Ｑ５．「今後聞いてみたい講演内容がありましたらお書きください」（複数回答

可） 

 

・不登校に関して。 

・今回の内容をもっと掘り下げ、別の角度からのお話しを聞きたい。 

・インターネット、ＳＮＳのトラブル事例などの対処法など。 

・浦川先生の講演をもう一度生で聞きたい。 

・教育現場（教職員）と保護者の関わりについて。 



・引きこもりについて。 

・子供が他の子供に対していじわるをしたり言ったりしたときの対応など。 

・子供の睡眠の大切さ。 

・習い事や社会スポーツと日々の学習生活リズム維持の両立方法について。 

・いじめについて。 

・自己肯定感を高めるには。 

・子供社会の人間関係の作り方。（昔との違い、異性との付き合い方） 

・叱り方、褒め方。 

・家庭での性教育。 

・子供のやる気の引き出し方、将来のビジョンを持ってもらうためには？ 

・子供たちの未来の為に私たちが出来る事。 

・食育、介護、家族での役割分担など。 

・映画「弁当の日」の上映。内田美智子さんの講演。 

・脆弱な家庭環境にいる子供達をどうやってフォローし救い上げていくのか？

そのような家庭、保護者へのアプローチの仕方。 

・「いのちの授業」の中で反復を用いたコミュニケーション実践の研修がありま

す。長崎県内でボランティア講師をされている方もいますので、学校で開催さ

れると嬉しいです。本家は医師の小沢竹俊先生。 

・男親の子育てへの関わり方。 

・今と昔での子育ての違い、子供達の変化などを知りたい。 

・言葉の掛け方、使い方、話し方、ことばの魅力について、 

・子供の躾、学力の向上。 

・思春期の子供との接し方。 

・感情のコントロールについて 

・小、中、高校生それぞれ年齢に応じた子育てや関わり方。 

・ＧＩＧＡスクール構想について。 

・発達障害について。 

・問題を起こす子供へのヘルプの仕方や対応の仕方。 

・中学生の非認知能力の伸ばし方 

・実際に成人した子を持つ一般の親の皆様から、子育てを振り返った良かった

点、反省すべき点などをお聞きしたいです。 

・叱り方、褒め方の講習。 

・障害を持つ子供とのつながり、関わりあい方。 

・小学校高学年～中学生の心のケア、メンタルを強くする方法。 

・将来夢を持てる子になるには？ 

・インターネット、ゲーム等メディア社会が進む中でどう子育てをして行けば



よいのか？メディアとうまく付き合って行きながら子育てをしていくにはどう

したらよいのか？ 

・もう一度浦川先生の講演を聞きたい。 

・学校に行きたくても行けない子を持つ親は家でどのように接するべきか。な

どの今の現状についての親の在り方に関する講演。 

・いじめの対策や加害者と被害者の子供のケア、相手の親との付き合い方など。 

・子供食堂などの地域の取り組みについて。 

・クラスで問題のある児童に対して担任が手に負えない状況で、保護者はどう

対応したらよいのか？  

・保護者と教員の関わりやトラブルに関して。 

・中学校ＰＴＡ対象の講演。 

・沢山の保護者がＰＴＡ活動やボランティア活動に参加してもらえるようにな

るにはどうしたらよいのか？が課題です。 

・熊丸みつ子氏の家庭教育講演会（福岡在住ＨＰあり）頑張っているお母さん

がほっこりする講演会です。 

・愛着障害について、心理カウンセラーの先生の講演をお聞きしたいです。 

・やる気スイッチが入る方法。 

・発達障害の子どもを知る 


