2016課題部会研究協議会 一般アンケート集約
南ブロック
予定参加数
当日参加数
参加率

1
16
12
75%

1 分科会の分け方
1分科会

よい

ふつう

要改善

10

2

0
12

2 分科会交流の充実度
1分科会

よい

ふつう

要改善

12

0

0

12
3 講演会実施について
1分科会

2
137
106
77%

3

4

37
23
62%

票数
2分科会 3分科会

86

20

合計
30 220
26 167
87% 76%
記述内容

4分科会

1分科会

・普段から思っていることが他の
先生たちと同じようなことだった
19 ので安心した。頑張ろうという
気持ちになりました。

20

3

・第②分科会に偏りすぎていて
運営は大丈夫？負担ではな
いかなと。
2
・第２分科会はもう少しテーマ
別に分けてもいいのかもしれな
い

0

0

0

106
23
21
票数
2分科会 3分科会 4分科会

87

16

3

17

3

3

19

まあまあよい

9

2

67

32

13

7

3分科会

4分科会

・すぐ使えそう ・いろいろ楽しいレ
クが知れてよかったです。ありがとう
ございました。 ・楽しい内容で新た
な発見もあった。 ・レポートのキー
ワードがあり交流しやすかったです。
・すぐ準備なく使えそうなゲームをた
くさん学べて充実した時間でした。
・色々な実践を知れてよかった。他
のグループも気になるので、ワーク
ショップ形式もいいかと思いました。
・楽しく活動できました。 ・いろん
な集団遊びを知れてよかったです。
・各学校の先生方のアイデア＆引
き出しがたくさんあり勉強になりまし
た。 ・たくさんの実践例を聞けて
楽しかったのですが、隣のグループ
の音とかであまり説明が聞き取れま
せんでした。 ・明日から使いたい
ゲームでした！ ・いつもとても勉強
になります。他グループ、他分科会
のレポートも見られるのがとてもうれ
しいです。 ・各レポートごとに1つず
つ実演をしたのが楽しくわかりやすく
よかった。 ・4グループに分けての
交流はよいが、やはり声が届きにく

・写真や図など載せて頂けたの
で、とてもわかりやすいレポート
が多くあった。
・ほかの学校の先生から、実践
例を聞くことができたのでよかっ
たです。
・どの学校も意図的、組織的
な経営の工夫をされていて、と
ても参考になりました。
・たくさんの先生方の実践を聞
くことができ、勉強になりました。
・皆さんがレポートをしっかり持っ
てきており、それをもとに積極的
に交流できた。(自分は用意し
ていなかったので気をつけたい)
・学級の実態に応じた指導の
工夫(係、忘れ物の指導など)
が交流でき、とても有意義でし
た。でも交流の時間がちょっと
足りなかったです。
・中学校から小学校へ異動し
たため、多くの先生方の実践を
交流できたことは、とても勉強に
・もっと聞きたいことや深めたいこ

・具体的な実践を知ることがで
き、勉強になった。
・Ｑ－Ｕなど他校の取り組み
が参考になった。機会があれば
取り組んでみたい。

・他のグループも気になりまし
た。 ・人数が多すぎるのか、体
育館だからか、声が聞きにくい
のが残念でした。でも、楽しく活
動できました。
・ざくっとしたテーマの方が各校
色々な遊びが出てくるような気
がします。（細かいとかぶってし
まったり似たものになってしまった
り） ・グループ同士の交流
が、場所が広すぎてよくわから
なかったので残念でした。 ・
個人的には、以前のようなワー
クショップ形式で自由に見て回
るのが良いです。

2

1

要改善

0

1

1

0

とがあったが、レポートを発表し
て終わってしまったのが残念だっ
た。
・分科会の時間が短く、せっかく
のレポートを集めても交流でき
ない。もったいない。
・交流の時間が短すぎ。時間
が短いなら、グループの人数を
減らすなど工夫して、交流の深
まりを図りたい。
・テーマについて交流する時間
が少ない。多くしてほしい！

記述内容
1分科会

・昨年も聞いたので・・・
・前回も聞かせていただきました
5 が、よりおもしろくひきこまれるよ
うに聞きました。

6

・特に問題なし。少々声
・初めてなのであまりわかりませ
（音）が混じって聞きづらかっ んが、担外だと書きにくかったで
たが仕方がないですね。他の
す。
チームの紹介がありよかった。
・１つの分科会の人数が多す
ぎると思います。

・進行の先生の進め方がとても
上手で、スムーズでした。とても
見やすく、わかりやすかったで
す。
・生徒会良かったです。
・全体での自己紹介を兼ねた
交流とその後の校種に分かれ
てのレポート交流という形でとて
も良かったです。
・他学校の意見も聞けて勉強
になりました。

20

0

4分科会

記述内容

0

そんなによくなかった

3分科会

・どこの分科会が多くなったり少
なくなったりしても問題がないの
で。 ・テーマの内容がはっきり
していてわかりやすく、人数的に
もちょうど良いと思います。

2分科会

2

106
23
21
票数
2分科会 3分科会 4分科会

2分科会

1分科会

・個人的には来年もお話聞け
れば嬉しいです。

とても充実

南ブロック

2分科会

3分科会

4分科会

・とってもおもしろくて、講師のキャラ
クターに引き込まれました。聞いただ
けで、元気をもらえるような気持ち
になりました！ ・塩谷先生のお
話、とってもわかりやすいうえに、子ど
もに対して、保護者に対して、自分
自身に対して考える時間になりまし
た。ぜひ、もう一度聞きたいです。
・疲れた→充実してる おもしろかっ
たです。 ・外部講師の話は、こう
いう機会だからこそ必要。 ・講演
会、おもしろかったです。 ・とても心
が豊かになった気がします。ありがと
うございました。 ・すぐに生かせるも
のがあった。 ・参考になるところや、
なふほどと思うことがありました。あり
がとうございました。 ・元気になりま
した。前向きになれました！おもし
ろかったのであきなかったです！ ・

・とても面白く、ためになる内容
でした。
・２回目の視聴でしたが、とて
もおもしろかったです。
・ストレスをためない方法が知
れてよかったです。今後も実践
していきます。
・とてもおもしろかった。
・実践してみたいこともあり、よ
かった。

・たのしかったです。
・今回の先生のお話、また聞
きたいです。
・ありがとうございました！
・とても刺激的で、楽しめる内
容でした。勉強になりました。
・今回のはとてもよかったで
す。また来年もぜひ聞きたいで
す。

・講師選び、大変だと思いま
す。（ただ、塩谷さんの話、何
度か聞いているので、これまで
管内で話をしていない方がいい
なあと思います。

・テーマはなんだったのか？ ・
早口で何を言ってるかわからな
い。 ・言葉が聞き取りにくい部
分があったり、何を学べばいいの
かもわからなかったりして、お笑
いを見ているようだった。
・劇団四季の、先生方向けの
講習会は？
・前に、まったく同じ内容を聞い
たので、違う内容のものも聞け ・公演時間が長い…。
たらよかったかな、と思いました。

・昨年も同じ方のものを聞いた
ので…（まあまあよい）

11

106

23

26

5 印象に残ったレポート
1分科会

2分科会

3分科会

4分科会

・あまり目を通せてません。ごめ
んなさい！
・勇舞中学校の関川先生の缶
バッチ（いじめ撲滅）
・どの先生の話も参考になりま
した。

恵庭和光小「言うこと一緒、やるこ
と一緒」９票（とても考える楽しい
ゲームでした。 ・簡単そうで頭を使
うし、声を出せる。 ・子どもだけで
なく、大人も十分に楽しめます。ボ
ケ防止になります。 ・子どもたちと
やったら盛り上がるなと思いました。
・子どもたちに合わせたルールで楽
しくできそう。 ・おもしろかったし、す
ぐ使えそうだと思いました。 ・ルール
（レベル）を変えれば、低学年で
も高学年でも大人でも楽しめる。
・楽しかったので。
北広島双葉小「みんなでじゃんけ
ん」４票（全員で動けてよかったで
す。 ・全校集会などで、低学年か
ら高学年まで、幅広くできるゲーム
でさっそく取り組んでみたいです。 ・
おもしろかった）
恵庭小「ねことねずみゲーム」４票
（・知らないゲームで参考になっ
た。限られたスペースで簡単にでき
ると思ったから。 ・走力に関係なく
遊べるので）
恵庭恵み野小「ゾンビゲーム」２票
（クラスでいつでも実践できる。 す

・泉沢小学校の鳴海先生→
内容ももちろんのこと、見やす
かった。
・泉沢小学校の鳴海先生→
具体的で、継続的な取り組み
が可能なものだったので。

・花川中・大西先生～Ｑ－
Ｕの実践した数値の見方がわ
かりました！
・北斗中・柏先生～学級の
実態を的確にとらえており、非
常に参考になった。
・同じグループの先生方のも
のはとても参考になりました。
・北斗中・柏先生

