
会場アンケート
大会役員・関係資料
ご来場の皆様に、大会に関する貴重なご意見、ご感想をいただ
きました。その一部をご紹介いたします。
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Ａ活動、親子のコミュニケーションについても考えさせ
られました。（山口県 30代 男性）
♥ウサギメールの使い方、子どもに実践をさす。（岡山
県 40代 男性）
♥子どもの時の体験が大人になって大きく関わっている
ので、多くの体験をさせてやりたいと改めて思いました。

（広島県 40代 女性 ）
♥発表で子どものころの体験がいかに大事かわかったか
ら良かった。（島根県 40代 女性）
♥現在の子どもたちの課題がみえてきたような気がす
る。（広島県 40代 男性）
♥朝食の大切さの再認識。（島根県 50代 男性）
♥子どもの身近な問題に関する発表はとても考えさせら
れました。（広島県 40代 女性）
♥一番基本となる所を細かくアンケート、また成功例だ
けでなく失敗した所から発展的に考えられていてよかっ
た。（岡山県 50代 女性）
♥どれもたくさんの資料を用意して準備が大変だったと
思います。知らなかった事もあったので勉強になりまし
た。（岡山県 40代 女性）
♥メール配信という取組がとても良いと思いました。（島
根県 30代 男性）
♥なんとなく感じていた学校からのメールの問題と対策
について参考になりました。（山口県 40代 女性）
♥岡山県のスマホの取組（９時まで）について、大いに
参考になった。（広島県 50代 男性）
♥メール配信の工夫でプリントの活用と子どもとのコミ
ュがリンクする話が良かった。スマホなどの使用時間を
限定するシステムは必要である。全国に広がって当たり
前な日が来ることを望む。（広島県 40代 女性）
♥子どもの頃の経験が、大人になってからの社会性に大
きな影響を与えることがよくわかった。（広島県 40代 
女性）
♥地域と学校が情報を共有するUSAGIメールが大変良
く、自分の学校でも検討してみたくなった。（鳥取県 40
代 男性）
♥参考になる事例です。（岡山県 40代 男性）
♥色々な取り組みを様々な所でされていることを知り、
とても参考になりました。（岡山県 40代 女性）
♥うさぎメールが大変参考になりました。私たちの小学
校でも取り入れたいと思います。（岡山県 40代 男性）
♥昨年の「早寝早起き朝ごはん」のアンケート結果を直
接聞くことができてよかったです。（岡山県 40代 女性）
♥実践発表は参考になる点が多かった。（鳥取県 40代）
♥細かいデータ、グラフ等、とてもわかりやすかったで
す。（岡山県 40代 女性）
♥ＰＴＡに対する研修というより校長、教頭向けの研修
にふさわしいような発表があった。（山口県 50代 男性）
♥初めての参加でしたが子どもへの対応を考え直さなけ

実践発表
♥今の時代によくあってる内容だったから良かった。（岡
山県 40代 女性）
♥すべてが今の社会、学校、教育環境に密接な問題であ
り課題として考えるべきことだと思った。（岡山県 40代 
女性）
♥学校と家庭を結ぶメールの活用がよく考えられてい
て、こういう方法もあるのか、と思いました。とても良
い取り組み方だと思います。（岡山県 40代 女性）
♥携帯は、今、どの学校でも課題になっていることなの
で参考になりました。（広島県 50代 女性）
♥タイムリーな内容で、参考になった。（岡山県 40代 
女性）
♥わかりやすい説明と映像で、良かった。長くないのも
良い。（岡山県 50代 女性）
♥日頃から気をつけたいと思っていることだったので、
家に帰ってからさっそく実行してみようと思います。（岡
山県 30代 女性）
♥実践的なものだったので良かった。（広島県 60代 男性）
♥メール配信の工夫について参考になった。（岡山県 50
代 女性）
♥ウサギメールのシステム内容がよく分かりました。子
どもの年に応じた体験が大切ということがよく分かりま
した。（岡山県 40代 女性）
♥早ね早起き朝ご飯が良かったです。いろんな朝ご飯が
見る事ができて良かったです。（広島県 40代 女性）
♥とても為になりました。参考にしたいと思います。（岡
山県 40代 女性）
♥現在の話題にふさわしい内容でした。（岡山県 50代 
男性）
♥アンケートの結果の良さにびっくりしました（中学生
の家庭学習時間等）。自分の住んでいる市では、多分難
しいだろうと思いました。（広島県 40代 女性）
♥今後の取り組みの参考になりました。（岡山県 40代 
男性）
♥ウサギメール、早ね・早起き・朝ごはん、ともに具体
的でわかりやすかったです。（岡山県 40代 女性）
♥アンケートを元にした実際に役立つ情報が多く、これ
からの学校生活の中で使えると思います。（島根県 40代 
女性）
♥メール配信のよさを改めて感じました。（岡山県 50代 
女性）
♥メール機能導入について、地域による温度差を感じま
した。食育の重要性を、再認識し、改めて単Ｐで呼びか
けたいです。（広島市 40代 男性）
♥全国に先がけて11月〜スタートした事業の紹介をもっ
と詳しく聞きたかった。（岡山県 40代 女性）
♥メール一つとっても色々考えをめぐらせており、ＰＴ
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ればならないと感じました。（岡山県 50代 女性）
♥メールの利用について、学校で利用してないので、分
って良かったです。（岡山県 40代 男性）
♥様々な事例が良かった。チベット歌手講演の内容も良
かった。（岡山県 40代 男性）
♥ウサギメールについて。利用しているが詳しいことは
知らずに使っていたので勉強になりました。（岡山県 40
代 女性）
♥「早寝・早起き・朝ごはん」のために継続して取り組
んでいくことが大切だと思えた（特に資料が参考になっ
た）。（鳥取県 50代 男性）
♥様々な実績を示していただいて参考になりました。（岡
山県 40代）
♥子どものころから、色々な事を体験する事が、子ども
の為になる。（岡山県 40代 男性）
♥当校で携帯連絡メールの導入について検討しているの
でとても参考になりました。（広島県 40代 女性）

アトラクション
♥歌も良かったけど話の方がとても良かった。（島根県 
50代 男性）
♥人生を今一度考えさせられる、講演でした。日本の暮
らしのありがたさを実感しました。（島根県）
♥あらためて、日本がとても良い国だと教えてもらった
気がした。（島根県 40代）
♥改めて日本のすばらしさを感じるとともに、生きるこ
と、学ぶこと、人々に感謝することなどを考えさせられ
た。（岡山県 40代 男性）
♥人権教育の講演に来ていただきたい。（岡山県 50代 
女性）
♥歌もすばらしかったが、あい間のトークは、絶品でし
た。（岡山県 40代 男性）
♥きれいな歌声で、聞き入ってしまいました。話も上手
で、全然あきることなく楽しめました。（岡山県 40代 
女性）
♥初めて歌とお話を聞かせていただき、どちらも、素晴
らしかったです。チベットの親にはかないませんが、親
業がんばります。（岡山県 40代 女性）
♥子どもたちの合唱も良かったが、特にバイマーさんの
話に感動した。（広島県）
♥話が上手くたのしかった。（山口県 40代 男性）
♥コンサートがとてもおもしろかった。（島根県 40代 
男性）
♥バイマーさんのような生いたちから、父母、村の人、
兄弟、教育に心から感謝の気持ちをもっている人はいな
いと思う。歌もすばらしかったです。（岡山県）
♥チベットの話を聞けた事がよかった。（岡山県 40代 
女性）

♥一生懸命なお話、思いが伝わってくる歌、「ふるさと」
の曲に涙が出ました。自分のふるさとを思い出しました。
日本語をよく習得されて、すてきな生き方だなと思いま
した。（岡山県 50代 女性）
♥ヤンジンさんの話に感動しました。（岡山県 30代 女
性）
♥人への感謝の気持ちが伝わってきた。（岡山県 40代 
女性）
♥感動しました。日本の良さを教えて頂きました。（岡
山県 40代 女性）
♥普段聞く機会のないチベット音楽を聴けて良かった。
楽しかった。すばらしい歌声でした。（岡山県 40代 女性）
♥恩師や両親に感謝。歌声のすごさに感動です。（岡山
県 40代 女性）
♥ヤンジンさんの体験談に感銘を受けた。まだまだお話
を聞きたかった。本当に良かった！（広島県 40代 男性）
♥お話がとても上手でしたし、すごい声量にびっくりし
ました。（島根県 50代 女性）
♥アトラクションにはもったいない。（広島県 40代 男
性）
♥記念講演で聞きたかった。（広島県 30代 女性）
♥ヤンジンさんのトークがとても楽しく、自分達の生活
やあたり前を、他の国ではあたり前でないことに気づか
されました。（広島県 40代 男性）
♥良い歌声と（あまり聞かない）人生経験をお話され感
動しました。（岡山県 30代 女性）
♥日本の歌の美しさを再確認できた。チベットの風景が
目に浮かんだ。（岡山県 50代 女性）
♥チベットの方の話がとても感動しました。（岡山県 30
代 女性）
♥歌もすばらしかったし、トークも最高でした。ママ友
になりたいです。（広島県 30代）
♥自分の苦労したことを、かてに、前進している姿に感
動した。とても、ユーモアがあり、よかった。子どもた
ちにも聞かせたい。（広島県 40代 女性）
♥ヤンジン氏が幸福であることがとても良く伝わり、私
達も感激を受けた。（島根県 50代 男性）
♥なぜチベット？と思いましたが、大草原ののびのびし
た声がとてもきれいでしたし、チベットの教育事情や、
成果など、今回の「ＰＴＡ」に関することとしては、現
状をみつめなおすのに良いものでした。（島根県 40代 
女性）
♥ご自身の体験がものすごく興味深いものでした。（岡
山県 40代 女性）
♥バイマーヤンジンさんの唱歌心にしみました。涙出ま
した。（岡山県 50代 女性）
♥歌も素敵でしたが、お話がとても良かったです。是非
どこかで又聞きたいと思いました。（岡山県 40代 女性）
♥ふるさとや親のありがたさをあたりまえをありがたく
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国ですね。（広島県 40代 男性）
♥教育の大切さを楽しい話の中で気づかされた。（広島
県 60代 男性）
♥きれいな歌声を聞き、楽しいお話が聞けてとても満足
です。（岡山県 40代 女性）
♥歌ももちろんすばらしかったですが、心を打つお話し
でした。他の人にも聞かせたい、子どもにも聞かせたい
と思いました。（岡山県 40 女性）
♥歌とお話が楽しかった。またお話をきいてみたい。（岡
山県 40代）
♥ヤンジンさんが面白くて良かったです。（岡山県 30代 
女性）
♥ヤンジンさんの強い感受性をすばらしく思い、会場に
響く声に感激しました。（岡山県 40代 女性）
♥感動しました。国は違っても子ども達（未来）を思う
気持ちは一緒なんだなぁと思った。（広島市 30代 女性）
♥歌がとても良かった。（島根県 40代 男性）
♥いいお話と歌もとても良かったです。（広島県 40代 
女性）
♥ヤンジンさんの話しに感動し、歌に心洗われました。

（広島県 40代 女性）
♥バイマーさん素敵でした。（広島県 40代 女性）
♥バイマーヤンジンさんの話と歌がとっても良かったで
す。ぜひまたお聞きしたいです！（広島県 30代 女性）
♥とても感動しました。ありがとうございました。（広
島市 40代 男性）
♥よい話しを聞けてよかった。すばらしい方です。（広
島市）
♥歌もすばらしかったけど、トークもとてもよくって、
それでこの方がゲストなんだ！と納得。来た甲斐があり
ました！（広島県 40代 女性）
♥心に響く歌とお話がきけてよかったです。（広島県 40
代 女性）
♥バイマーヤンジンさんの心うたれるトークとすばらし
い歌声に感動しました。（岡山県 50代 女性）
♥子どもにも聞かせたかった。（岡山県 40代 女性）
♥外国の貧困を聞けて、日本でがんばっている事を聞け
て良かった。（岡山県 40代）
♥人柄がすてきだった。とっても好感がもてた。お話も
おもしろかった。（岡山県 40代 女性）
♥また話を聞きたいです。（岡山県 40代 女性）
♥言葉に説得力を感じた。（広島県 30代 男性）
♥まだ聴きたい。心がゆれた。日本人としての幸せを感
じさせてくれた。（広島県 50代 男性）
♥心がこもっていて、感動した。自分の人生と照らしあ
わせ勇気がわいてきた。（広島県40代 女性）
♥楽しくわかりやすいトークがとてもよかった。（岡山
県 40代 男性）
♥子どもたちといっしょに聞きたいと思いました。（岡

思う気持ちを深く話をきいて感じました。（岡山県 30代）
♥歌だけで無く、話しが大変良かった。ぜひ島根にも来
ていただきたいと思いました。（島根県 40代 男性）
♥話しが、伝わって来ました。（島根県 50代 男性）
♥話は面白くて歌も素晴らしい。話の内容もジーンと思
わずきたりいい時間を過ごせた。（広島県 40代）
♥日本ではあたり前と思っていることを、改めて、すば
らしいことと認識できた。歌と話がとても楽しく、心に
しみるものだった。（広島県 40代 男性）
♥すばらしい声量と衣装に大感激です。（岡山県 40代 
女性）
♥歌もお話もとても良かったです。笑って少し泣きそう
になって感動しました。（岡山県 50代）
♥歌もすばらしかったし、お話がとても楽しくてあっと
いう間の時間でした。（広島県 40代 女性）
♥心に響いた。（広島県 40代 女性）
♥楽しかった。（広島県 40代 女性）
♥私もできることからがんばろうと思った。（岡山県）
♥トークがとても楽しかった。（岡山県 40代 女性）
♥歌もトークも感動的でした。（岡山県 40代 女性）
♥歌もトークも大変楽しめました。故郷のチベットへの
思い、日本への思いに感動しました。（岡山県 30代）
♥感動しました。（岡山県 40代 女性）
♥強い思いが感じられて、良かったです。（岡山県 40代 
女性）
♥感動、再確認させられました。（岡山県 40代 女性）
♥モンゴルの歌の人が良かった。（岡山県 40代 女性）
♥話がおもしろかったです。（岡山県 40代 女性）
♥歌に聞き入ってしまいました。お話しもおもしろかっ
たです。（岡山県 30代 女性）
♥改めて日本の良さを知らされ、色々なこと、人などに
感謝する心をもてた。（岡山県 40代 女性）
♥チベットの貧しい体験と日本の豊かさをわかり易く説
明。学校をつくっていることも感動しました。（広島県 
40代 男性）
♥楽しいトークで元気をもらった。（広島県 40代 女性）
♥トークも歌もすばらしい。（岡山県 40代 男性）
♥バイマーヤンジンさんの実体験が聞けて、苦労しても
いい事があると言う事、チベットの事などを子育てに役
だてたい。帰って子どもにも教えてあげたいと思いまし
た。（岡山県 30代 女性）
♥トークが上手でした。（岡山県 40代 女性）
♥話が上手だったし、心にしみる話だった。（岡山県 40
代 女性）
♥歌はもちろんですが、いいお話を聞けて、日々の生活
をかえりみる事ができました。（岡山県 40代 女性）
♥お話が楽しかった。歌も素敵でした。（広島県 30代）
♥話がとてもおもしろかった。（広島県 30代 男性）
♥色々と気付くことができました。日本は天国のような
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山県 50代 女性）
♥感動した。（岡山県 30代 男性）
♥バイマーヤンジンさんのお話しは感銘を受けました。
チベットで学校を設立されている話を聞いてこの大会に
出演されている理由が判りました。（岡山県 50代 男性）
♥歌もお話も大変良かったです。“生きていく”という
事について考えさせられました。ぜひ、我が校のＰＴＡ
でも来ていただきたいと思いました。ありがとうござい
ました。（鳥取県 40代 男性）
♥バイマーヤンジンさんの歌もトークもとても心を打た
れる内容で良かったです。（山口県 50代 女性）
♥感動しました。子ども達に聞かせてあげたいです。（広
島県 40代 女性）
♥子どもに聞かせてやりたいと思う内容でした。（広島
県 30代 男性）
♥講演会にぜひお呼びしたい。もっと話し（歌）が聴き
たかったです。（広島市 40代 女性）
♥バイマーヤンジンさんのトークときれいな歌声は最高
でした。（広島市 40代 女性）
♥素晴らしい歌声でした。経験されたことをわかりやす
くお話されもっともっと聞きたかったです。（広島市 女
性）
♥曲間のトークがとても良かった。アトラクションとし
てではなく、きちんと講演として聞いてみたいと思った。

（広島県 40代）
♥チベットでの貧しい生活を思い出されて、涙をながし
ながらの歌にとても感激しました。もっと聞きたかった。

（広島県 50代 女性）
♥歌もよかったが話をもっと聞きたいと思いました。（広
島県 40代 男性）
♥ヤンジンさんの歌唱とトークがとても良かった。素晴
らしかったです。もう一度、お会いできることを楽しみ
にしてます。（広島市 50代 女性）
♥ことばにならないくらい感動しました。（広島市 50代 
男性）
♥楽しく、ためになるお話でしたし、そういう心の込も
った歌だったので感動しました。（岡山県 40代 女性）
♥ヤンジンさんの歌もすばらしかったが、その人のバッ
クボーン、信じていること、など、知れてすごく学びが
ありました。（岡山県 20代 男性）
♥ヤンジンさんからパワーをいただきました。（岡山県 
60代 女性）
♥楽しいトークでした。（岡山県 40代 男性）
♥とてもいい話だった。子どもにも聞かせてもよいかな
と思った。（岡山県 40代 女性）
♥お話と歌が楽しかったです。（岡山県 40代）
♥お話に感動しました。（岡山県 30代 男性）
♥世界の違いでも楽しく生活できている幸せであること
がよくわかった。また、聞きたいです。（岡山県 40代）

♥トークの中に今、日本人が忘れかけている物があるの
では？（岡山県 50代 男性）
♥すごく歌声もよく、すべてのことに感動をくれた。（岡
山県 30代 男性）
♥日本の豊かさに甘えている自分を振り返り、自分が出
来ることは何かを問うきっかけになった。（鳥取県 40代 
女性）
♥ヤンジンさんの歌もトークもとてもすばらしかったで
す。我が県にも呼びたいです。（鳥取県 40代 女性）
♥歌もすごく良かったけど日本の良さを伝えてくれて日
本人なのを感謝しないといけないと思いました。（広島
県 40代 女性）
♥志の大切さ、感謝の気持ちの大切さを学んだ。（広島
県 40代 男性）
♥日本はとても住みやすい国なんだといってくれて、あ
たりまえのことだと思っていた自分がはずかしい。（広
島市 30代 女性）
♥改めて日本について、教育について考えさせられまし
た。すばらしいお人柄でした。聴けてよかったです。（岡
山県 50代 男性）
♥同じ母親（人間）として相通じるところがあった。歌
も良かった。（岡山県 40代 女性）
♥歌も素敵だが、トークに感動した。今の生活に改めて
感謝すること、外国人に対して親近感がわいた。（広島
市 30代 女性）
♥歌もとてもすばらしかったですが、お話も大変おもし
ろかったです。（広島市 40代 女性）
♥外から見た日本が少しわかった。（鳥取県 40代 男性）
♥学ぶことの大切さを考えさせていただいた。（鳥取県 
40代 男性）
♥話がおもしろかった。（鳥取県 40代 男性）
♥歌もすばらしかったけど、お話が大変感動しました。

（岡山県 40代 女性）
♥もっとトークもSongも聞きたかったです。講演会に
来てほしいくらいです。（岡山県 40代 女性）
♥楽しかったし、考えさせられた。テーマに添った話だ
った。（岡山県 50代）
♥ユーモアあり感動ありすてきな時間でした。バイマー
ヤンジンさんの話をもっと聞きたかった。（広島県 40代 
男性）
♥ヤンジンさんのトークにとても感動しました。（島根
県 30代 男性）
♥母親業をがんばってないなと反省した。（広島市 40代 
女性）
♥ヤンジンさんの苦労をパワーに変えて幸せをつかみと
った様子に感動しました。もっとお話が聞きたいです。

（広島県 40代 女性）
♥トークの内容に感動した。今の日本の豊かさが普通で
はない。有難い時代である。（広島県 40代 男性）
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♥母として、日本の母として、誇りが感じれたし、心あ
たたまるお話でした。（岡山県 30代 女性）
♥涙がでてしまった。でも、楽しい。スゴイですね。ヤ
ンジンさんかっこいいです。（岡山県 30代 女性）
♥今の生活、周囲の方への感謝を、改めて大切、ありが
とうと感じさせて頂きました。（岡山県 40代 女性）
♥心が洗われ、気づかさせてくれた。（岡山県 40代 男性）
♥ヤンジンさんの本を読んだ事があります。とてもよか
った。（広島県 40代 女性）
♥お話も歌もとてもよかったです。（岡山県 30代 女性）
♥ヤンジンさんのお話しと歌声が心にひびきました。自
分をふり返り見つめなおしました。（岡山県 30代 女性）
♥歌もトークも良かったし、日本のすばらしさを再確認
させられました。（岡山県 50代 女性）
♥教育の大切さを感じた。（岡山県 30代 女性）
♥とても感動的なお話と、歌声でした。「感謝すること」

「今の幸せ」をとても感じています。子ども達にも、何
かを教えるのではなく、大人の生き方、姿をそのまま伝
え、感じてもらえることが、大切なのでは、と気づかせ
て頂きました。（岡山県 30代 女性）
♥日本のすばらしさを感じる事ができ、明日から自分に
できることをしていきたい。（岡山県 40代 女性）
♥話も楽しかったし、歌もとてもよかった。日本の良さ
をあらためて知った。（岡山県 50代 女性）
♥ヤンジンさんの人としてのあつみを感じました。「桃
の花さくころ」という歌がとても心うたれました。歌の
内容はわからないですが涙がでそうでした。（岡山県 40
代 女性）
♥歌声に感動した。生い立ちの話、涙をうかべて話され
ていて、とても感動した。（岡山県 30代 女性）
♥歌もしゃべりもよかった。今までにない体験できた。

（岡山県 40代 男性）
♥とても感動しました。（岡山県）
♥歌だけでなく、話も素晴らしかった。（岡山県 30代 
男性）
♥心があらわれました。改めて日々の生活を見直したく
思います。（岡山県 40代 女性）
♥歌も良かったし、お話がすごく心に響きました。（岡
山県 40代 女性）
♥とても楽しく、私の知らない世界が聞けて良かったで
す。（岡山県 40代 女性）
♥トークも歌もよかったです。又、聴きたいです。（岡
山県 40代 女性）
♥話がとてもよかった。感謝の気持ちをもって生活しよ
うと思えた。（岡山県 40代）
♥すばらしい歌声とトーク、何より感謝の気持ちで過ご
すこと、人間の努力で豊かになること、教育が大切とい
うことが伝わって、感動しました!!（岡山県 40代 女性）
♥ヤンジン氏の講演はとてもよい。学校設立等々、ＰＴ

♥トークも歌もすばらしかったです。（広島市 50代 女
性）
♥感動しました。（広島市 50代 女性）
♥改めて日本で暮らす幸せに気付かされました。ヤンジ
ンさんの楽しくも心を打つ話しと、迫力ある歌声に感動
しました。（広島市 40代 女性）
♥感動しました。（広島市 40代 男性）
♥ヤンジンさんの活動にとても感動しました。教育の大
切さを改めて感じました。（岡山県 40代 女性）
♥良かったです。歌声が美しい。話もとっても良かった
です。（岡山県 50代 男性）
♥とてもすてきな話と歌で、もっと聞きたいと思いまし
た。（岡山県）
♥ヤンジンさんの素敵な歌声に、ふだんの疲れがいやさ
れました。日常の疲れと言っても、今の天国のような生
活に慣れ、甘えている自分にハッとしました!!しあわせ
な日々に感謝して生きていきます！（岡山県 30代 女性）
♥日本での生活があたりまえだと思っていたが、世の中
はそうでないことに気づかされた。何かをしなければな
らないと思っても出来ないが、行動できることを考えよ
うと思った。（広島市 40代 女性）
♥ヤンジンさん、とても良かった。心を洗われた様でし
た。感動しました。（広島市 40代 女性）
♥とても感動しました。（岡山県 30代）
♥歌もトークも上手だった。（岡山県 40代 男性）
♥地域のイベントにも来て頂きたい。（岡山県 30代 男
性）
♥心にひびく歌声、お話、すごく良かったです。（岡山
県 50代 女性）
♥大変感動しました。（岡山県 40代 女性）
♥素晴らしい歌声はもちろん人情味あふれる、本当に心
からの感謝いっぱいのトークは心にしみて感動的でし
た。言葉ひとつひとつに想いがあふれていて、胸がいっ
ぱいになりました。（岡山県 40代 女性）
♥歌もお話も大変素晴らしかったです。日頃あたり前だ
と思い感謝する気持ちをなくしてしまっている、日々の
生活や家族への思いを新たにすることができました。（岡
山県 50代 女性）
♥ヤンジンさんの話とてもたのしかったです。（広島県 
40代 女性）
♥勉強・教育を受けられるありがたさをあらためて感じ
ることができました。（広島県 30代 女性）
♥チベットと日本の生活環境の違いが良くわかった。（岡
山県 40代 女性）
♥感動しました。歌声はもちろん、お話もすばらしく、
もっとがんばろうと思いました。（岡山県 30代 女性）
♥ヤンジンさんの生き様に感動しました。（岡山県 40代 
男性）
♥歌声もトークもよかった。（岡山県 30代 女性）
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Ａと深いつながりがあると思った。単なる音楽だけでは
なかった。意識、教育、の大切さが感じられた。（岡山
県 40代 男性）
♥親への感謝の気持ちを改めて教えられた。（岡山県 40
代 女性）
♥教育の大切さを改めて強く印象づけられた。（岡山県 
50代）
♥バイマーヤンジンさんのお話に感動しました。（岡山
県 40代 女性）
♥自分達の生活を別の視点から見直すことができた。（岡
山県 50代 男性）
♥あたり前のように教育を受けれたり、生活できている
ことがどれだけすごいことかを再認識できた。子どもに
も伝えたい。（岡山県 40代 女性）
♥声と語りが感動した。（岡山県 50代 男性）
♥ヤンジンさんとてもきれいでした。日本でとてもいき
いきして生活しているのだなあと思いました。苦労もと
てもあったと思います。（岡山県 40代 女性）
♥歌も、お話も最高でした!!　日本で生きて当たり前の
ことが何より幸せなことだと改めて気付かされました。

（広島県 40代 女性）
♥バイマーヤンジンさんの話はおもしろく感動的で歌も
よかった。学校で子どもたちにも聞かせてやりたい。（広
島県 30代 男性）
♥お話は楽しく、歌はすばらしく、またお話の内容も感
動的でした。とても得した気分です。ありがとうござい
ました。（広島県 40代 女性）
♥豊かな日本の子どもたちにきかせたいと思った。（広
島県 40代 女性）
♥自身の経験を通して、人を育てること、人が大事であ
ることを再確認できました。感動しました。（広島県 40
代 男性）
♥話しもとても楽しくて、歌もとてもステキでした。（広
島県 50代 女性）
♥心にしみる歌と心にひびくトークでした。ありがとう
ございました。（広島県 50代 男性）
♥感謝の気持ちなどとても大切なことを思い出させても
らいました。（岡山県 40代 女性）
♥チベットの話もすごく楽しくて歌声もすてきでした。

（岡山県 40代 女性）
♥最高でした!!　是非メインで聞きたかった。（広島県 
30代 女性）
♥トークが楽しくて、歌もよかったです。（広島県 40代 
男性）
♥素晴しかった。心、洗われた。（広島県 男性）
♥トークと歌すばらしかったです。（広島県 30代）
♥ヤンジンさんのきれいな歌声と心が伝わってきた。（岡
山県 40代）
♥ヤンジン氏の話、歌は、とてもよかった。日本人より

も日本を愛し、改めて、日本のよさを考えさせられまし
た。（岡山県 40代 女性）
♥本当にいいお話と歌でした。感動して涙が止まりませ
んでした。自分の子どもにも絶対に聞かせたいと思いま
した。また、ぜひにお会いしたいし、お話もききたいで
す。ありがとうございました。（岡山県 30代 女性）
♥感謝を忘れる事のないバイマーさんに感謝です。（岡
山県 50代 女性）
♥音楽がもちろん、トークは体験を話され、とても感動
しました。もっとトークを聞きたかったです。（島根県 
40代 女性）
♥歌も良かったが、それ以上に語りに酔いしれた。（島
根県 40代 男性）
♥チベットの話、バイマーヤンジン最高。（広島県 40代 
男性）
♥歌声が、よかったし、トークもよかった。（広島県 30
代 女性）
♥違った価値観、人生観から今の我々を見ることができ
たように思う。（島根県 40代 男性）
♥歌もよかったですが、お話がとてもよかったです。感
動しました。（島根県 40代 男性）
♥運は一瞬、縁は一生という言葉が心に響いた。親の縁、
先生の縁、地域の縁などは大切だと思いました。（広島
県 50代 男性）
♥話もとてもおもしろく、聞き入ってしまった。（広島
県 40代 女性）
♥トークの内容が分かりやすく楽しみながらいろいろ考
える事もあり心に響いた。（鳥取県 30代 女性）
♥感謝の気持。（鳥取県）
♥チベットのことがよくわかった。人権教育につながる
ものがあるなと思いました。（岡山県 40代 女性）
♥音楽とトークに非常に感動させられました。元気を頂
きました。（岡山県 40代 男性）
♥チベットの曲をもう少しききたかったです。（広島市 
50代 女性）
♥歌も、おしゃべりも大変良かった。又、機会があれば
聞きたいです。（岡山県 40代）
♥うたもトークもとてもひきこまれた。楽しかったです。

（岡山県 40代 女性）
♥勉強することが、どれだけ大事か、ありがたい事か、
生き方でみせて頂き、心うたれました。（広島市 40代 
女性）
♥人生経験、日本の良さを改めて、痛感させられた。（山
口県 40代）
♥あたりまえのことの良さを気づかせてくれた。（山口
県 40代 男性）
♥体験談が色々聞けてよかったです。（広島市 40代 女
性）
♥歌も素晴らしかったが、トークがとても良かった。も
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た。子どもに、聞かせてやりたいと思います。（広島県 
40代 女性）
♥素直な感謝の気持ちの大切さが伝わるトークでした。

（山口県 40代 男性）
♥歌や話で伝えたいことがわかりやすかった。（山口県 
40代 男性）
♥歌もすばらしかったが、話がとても良かった。教育の
必要性、大切さをあらためて気付かせてもらった。（島
根県 40代 男性）
♥歌、トーク大変上手でした。（鳥取県 40代）
♥神秘的なチベットの曲も聞け、お話しも楽しかった。

（鳥取県）
♥おもしろいし、体験談も良く感動させられた。（鳥取
県 40代 男性）
♥子どもたちに聞かせたいとても心にひびく歌とお話で
した。（広島県 30代 女性）
♥教育の大切さが本当に良く分かりました。（広島県 50
代）
♥バイマーヤンジンさんの歌声と、トークがすばらしか
った。もっと、話が聴きたかった。今の日本人の忘れた
事を、改めて、気付かせて頂きました。（山口県）
♥心にひびくものがあった。（山口県 30代 女性）
♥大変感情がこめられたお話、歌により感動した。（鳥
取県 30代 男性）
♥教育の大切さを再認識しました。（鳥取県 50代 女性）
♥思った以上にチベットの素晴らしい話と日本がいかに
幸せであるかを考えさせられる歌と話でした。涙が出ま
した。（広島県 30代 女性）
♥お話が楽しかった。（広島県）
♥山口にも来てもらいたい。子どもが聞いてほしい。（山
口県 50代 男性）
♥いいね。（山口県 40代 男性）
♥バイマーヤンジンさんが歌の合間に語られる思いがい
っぱい伝わってきました。ありがとうございます。（広
島県 50代）
♥もう一度聞きたい！　歌はもちろんお話がとてもよく
て、もっと私達は感謝しなければ…と思いました。（山
口県 50代 女性）
♥自分の国に10校も学校を建てた方なのに、すごい人な
のにとても親しみやすくおもしろい話をされる方で、す
ごくステキでした。（広島市 40代 女性）
♥歌もさることながら、楽しい話をありがとうございま
した。心にひびくお話でした。（広島市 50代）
♥歌もトークも大変良かった。話しもとてもユーモラス
で良かった。（広島県 40代 男性）
♥歌も素晴しかったけどお話が特によかった。人柄も素
敵な方ですネ。単ＰやブロックＰでも是非講演をしてほ
しいと思う位、魅力的な話でした。ありがとうございま
す。（広島県 40代 女性）

っと聞きたかった。（岡山県 50代 男性）
♥歌、トークはよかった。（岡山県 40代）
♥歌もトークも素晴らしく、笑ったり涙したりとても楽
しめました。日本は豊かな国なのに、不満だらけの私が
はずかしくなりました。（広島市 40代 女性）
♥楽しいお話でした。やさしい気持ちに感動しました。

（広島市 40代 女性）
♥歌とお話、大変感動しました。（岡山県 30代 女性）
♥話しが楽しく、教育の大切さを実感しました。（岡山
県 40代 女性）
♥講演会だけでも十分面白い。（山口県）
♥身の上話（苦労話）に、とても感動しました。（御主
人との出会い話や子どもの頃の事、日本の事など）話が
ユーモアがあって、面白かったです。（山口県 40代 男性）
♥中学校にもきて頂きたいと思った。（岡山県 40代 女
性）
♥とても良かったです。また、聞きたいと思いました。（岡
山県 40代 女性）
♥他国との文化の違い、教育の大切さを再発見。講師の
人柄もとてもよく、まだまだ歌とお話を聞きたい、と思
った。（鳥取県 40代 女性）
♥心にしみましたよ。（鳥取県 50代 男性）
♥日本の良さを考えさせられた話しでした。（山口県 40
代 男性）
♥日本にいる当たり前がとても素晴らしいのだと実感で
きた。（山口県 40代 女性）
♥異国の話、自身の話、心から感動し、涙しました。（岡
山県 40代 女性）
♥とても楽しかった。思いが伝わるアトラクションで聞
けて良かった。（岡山県 30代）
♥歌だけだと思っていたがトークがとてもおもしろかっ
た。しかもおもしろいだけでなくとても感動しました。
日本のいい所も再確認出来、前向きな考え方も見習いた
いと思いました。（鳥取県 40代 女性）
♥改めて教育の大切さ、すばらしさを感じることができ
た。ヤンジンさんならではこそ、感じとることができた
であろうその感性に感動した。（鳥取県 50代 男性）
♥笑いあり、感動あり、心に響く歌声でした。（鳥取県 
40代 女性）
♥鳥取県民として、ふるさとが流れたとき、感動しまし
た。日本という恵まれた国で、ハングリーさが失われつ
つあると感じました。（鳥取県 30代 男性）
♥チベットの話など大変よかったです。（鳥取県 40代 
男性）
♥歌はもちろん、トークで笑いと涙ありで楽しませても
らいました。（広島県 40代 女性）
♥教育の大切さを改めて感じられた。（山口県 30代 男
性）
♥ヤンさんの歌もよかったけど、おはなしも感動しまし
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♥伸びのある声、楽しい話で良かったが、キーボードの
音が少し大きく歌が聞きにくいと感じた。（鳥取県 40代 
男性）
♥ユーモアあふれるおしゃべり（涙が出そうなところも
あり）とすばらしい歌声に感動しました。日本の歌があ
んなに素適だと思ったことはありません。（岡山県 50代 
女性）
♥バイマーヤンジンさんは以前テレビのテレビ寺子屋で
拝見していたのでとてもより共感しました。バイマーヤ
ンジンさん日本で頑張ってチベットの子どもたちの希望
になってほしいです。ファイトです。応援します。（岡
山県 40代 女性）
♥笑いと涙ありで、とても楽しませていただきました。

（鳥取県 40代 女性）
♥感動しました。このお話しをもっともっとたくさんの
方に聞いてほしいしまだまだお聞きしたいです。明日か
らこれからがんばろう、と思えるお話しでした。（山口
県 40代 女性）
♥今の日本が豊かであると痛感しました。（山口県 40代 
男性）
♥優しく、強い人間性が感じられた。（広島県 50代 男性）
♥お話も楽しく、内容も良く、ＰＴＡ向けだと思いまし
た。（広島県 40代 男性）
♥ヤンジンさんがメインでもよかったのでは？（鳥取県 
40代 男性）
♥歌もだが、話が大変よかった。人生観も胸を打った。
感動して涙が出た。ＰＴＡ大会にふさわしい。講演会に
呼んでもすばらしい話をして頂けそう!!（島根県 40代 男
性）
♥バイマー・ヤンジンさんが素晴らしかった。感動しま
した。（広島県 40代 男性）
♥お話しもおもしろく歌もお上手で自分自身のことを考
えさせられた。山口県のＰＴＡでもお呼びしたいと思い
ました。（山口県 40代 女性）
♥トークもとってもおもしろく、かつ、感動もあり、チ
ベットのことを初めて聞いた。歌の迫力もすごく、すば
らしかった。ありがとうございます！（山口県 40代 女
性）
♥歌と話の内容共にすばらしかったです。（山口県 40代）
♥ヤンさんの人柄がとてもすばらしく歌声もすてきでし
た。（岡山県 40代 女性）
♥話がとても感動的で子ども達にも聞かせてやりたいと
思いました。また、歌にも思いが伝わってくるようで、
とても良かった。（島根県 40代 男性）
♥歌がある事で、午後からの講演も楽しめる。（島根県 
30代 男性）
♥チベットから来られて日本への思い故郷への思いの心
の美しさを感じさせられた。（岡山県 40代 女性）
♥日本ではあたりまえの事がすごく幸せで恵まれている

ことを再認識できた。（岡山県 40代 女性）
♥素朴で、純粋。感謝の心が伝わってきた。（岡山県 40
代 男性）
♥感動するお話が聞けました。（岡山県 30代 女性）
♥歌のアトラクションには私も共感できるものがたくさ
んあった。（岡山県 40代 女性）
♥うちの中学校に来て子ども達にも話しや、歌をきかせ
てやりたいと思います。（岡山県 30代 女性）
♥歌も素晴らしかったですが、お話に感銘を受けました。
識字率が高まり、誰でも教育を受けることが出来ますよ
うに…。（岡山県 40代 女性）
♥子育てや日本での今の生活についてなどいろいろなこ
とを考えさせられました。バイマーさんの人柄が伝わっ
て来て歌も大変良かったですが、トークも非常に良かっ
たです。バイマーさんの日本での子育てについてなども
っといろいろ話をききたいです。（広島県 40代 男性）
♥歌ありトークあり楽しく過ごせました。（広島県 40代 
女性）
♥ヤンジンさん、素晴らしかったです。また聴きたいで
す。本当に楽しかったし感動しました。前向きな気持ち
になりました。（島根県 30代 女性）
♥改めて、今ある日本の環境を知るとともに教育の大切
さを学ばせていただいた。（島根県 30代 男性）
♥チベットというあまり知ることのなかった国の話を通
して私達の生活がどれだけ便利で教育を受けられるとい
うことのすばらしさを改めて考える良い機会となりまし
た。（岡山県 40代女性）
♥トークがおもしろかった。（岡山県 30代 女性）
♥大変感動しました。ぜひまた聞きたいです。（岡山県
50代 男性）
♥感動しました。（広島県）
♥気分が変わった。（広島県 30代 男性）
♥人柄の良さが出ている。気持ち良く聞くことができた。
面白かった。（岡山県 30代 女性）
♥ヤンジンさんの歌声と、話が良かったです。話は、外
からみた日本として、あたりまえがあたりまえでなく楽
しかったです。（岡山県 女性）
♥笑いのツボを押えたトーク。（広島市 40代 男性）
♥国とか関係なしに人として大変感動するお話でした。

（広島県 30代 女性）
♥あたりまえの生活（日本）に、日々感謝していこうと
思いました。（広島県 40代 女性）
♥日本の豊かさを改めて実感できた。（岡山県 40代）
♥歌もですが、トークの内容に感動しました。改めて今
の生活の豊かさに気付かされました。あたり前になって
いることに気付き、親や周囲のすべての人への感謝を改
めて感じました。とっても良かったです！１時間あっと
いう間で、もう少し時間が長くても良かったです。（岡
山県 30代 女性）
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よかった。（山口県 40代 女性）
♥バイマーヤンジン氏、歌に大変感動しました。（島根
県 30代 男性）
♥歌もすばらしかったですが、トークがとてもおもしろ
く、楽しませていただきました。（広島県 40代 女性）
♥話もとてもおもしろくて歌声も素敵でした。（広島県 
40代 ）
♥すばらしい歌声とお話も楽しかったです。日本から出
ないと良さがわからないのだと思いました。（岡山県 30
代 女性）
♥あおげばとうとしとふるさとはとてもよかった。涙が
出た。すごく大変な思いをして大学を出られて、今のダ
ンナさんに出会えて日本に来られてよかったですネ。歌
声がステキでした。（岡山県 40代 女性）
♥話をもっと聞きたかった。（岡山県 30代 女性）
♥忘れかけていた感謝を思い返した。（島根県 40代 男
性）
♥感動した。（島根県 40代 男性）
♥お話もとても楽しく、自分が恵まれている事を、認識
させて頂けた。歌もステキでした。（山口県 40代 女性）
♥人生、心情の深い方だった。（広島県 40代 男性）
♥ヤンジンさんのお話は楽しくておもしろいトークと歌
であきることなく時間を過ごさせて頂きました。菊地先
生忙しい中ありがとうございました。（広島県 40代 女
性）
♥もっと聴きたいと思いました。歌と講演のバランスが
よくてお話の内容ももっと聞きたかった。（広島県 50代 
）
♥話しが面白かったと思います。（広島県 40代 男性）
♥素敵な歌声と色々考えさせてもらえる話に感動しまし
た。ありがとうございました。（岡山県 30代 女性）
♥おもしろかったし、人生経験が、今の自分に生かせて
いる所が、良かった。（岡山県 40代 ）
♥美しい声に、心がふるえました。お話しも、楽しくも
あり、彼女の生き方は、すばらしいと思いました。あり
がとうございました。（岡山県 40代 女性）
♥感動しました。（広島県 30代 女性）
♥トークも歌声も感動しました。（広島県 30代 女性）
♥学ぶことの大切さについて改めて考えさせられた。チ
ベットの曲がもっと聞けるとよかった。（島根県 50代 
男性）
♥自分の中学校にもと思いました。楽しい会話と唄で楽
しかったです。（広島県 50代 女性）
♥ヤンジンさんのトークもすばらしかった。もっと長く
話しを聞きたかったしもっと多くのチベット音楽も聞き
たかったです。（岡山県 40代 女性）
♥心にしみる歌声とお話でした。幸せだと言う事を認識
させられました。（岡山県 40代 女性）
♥歌声はもちろんですが、バイマーヤンジンさんの生い

♥歌がすばらしく感動しました。（岡山県 40代 女性）
♥話しもおもしろかったし歌もきれいだった。（岡山県 
10代 女性）
♥笑顔とトークが素敵でした。（岡山県 40代 女性）
♥地元市Ｐで呼びたい。ＰＴＡの活動外でチベットの支
援に協力をしたいと思った。（山口県 40代 男性）
♥人間として生きる力を教えられました。（山口県 50代 
男性）
♥もう一度講演として聞きたいと思った。（山口県 40代 
男性）
♥歌も良く、話も上手で大変良かったです。（広島県 40
代 女性）
♥バイマーヤンジンさんの、涙あり、笑いあり、歌あり
が大変よかった。（広島県 40代 男性）
♥アジアの中の日本、日本とアジアの国について改めて
知ることができた。（広島県 40代 男性）
♥ヤンジンさんの人生から、教育の大切さを改めて知る
ことができました。歌もよかったです。（島根県 40代 ）
♥ヤンジンさんの思いが伝わる歌とお話でした。感動し、
考えさせられるところがありました。（岡山県 50代 男
性）
♥お話しが大変楽しく歌もすばらしかったです。（広島
市 40代 女性）
♥色々と苦労されたバイマーさんのお話、楽しかった。

（広島市 40代 女性）
♥現教育へ活かされないかと思う。（岡山県 50代 ）
♥チベットを思われる熱い心、日本を大好きだと言って
くださる温かい心をとても強く感じました。心にビンビ
ン響く歌声に感動しました。ありがとうございました。
日本に住んでいることに感謝を忘れず、子育て頑張りま
す。（岡山県 50代 女性）
♥トークも歌も今大会に合っていた。（広島県 40代 ）
♥おもしろかった。島根でも。（島根県 30代 男性）
♥日本の昔の歌の良さを再認識させて頂いた。話しもと
ても良かった。（山口県 40代 女性）
♥トークも歌もとても良かった。（岡山県 30代 女性）
♥心がこもった話に感動した。（岡山県 40代 男性）
♥泣けました。こんなに清らかな心の人がいてくれて、
本当に救われた思いがしました。子どもにも聞かせたい
と思いました。今の自分の環境に感謝します。貴重な時
間になりました。（岡山県 30代 女性）
♥楽しいお話とすてきな歌でした。（岡山県 50代 男性）
♥歌声もすばらしかったのですがお話がとても心に響き
ました。改めて日本のすばらしさに気付かされました。

（岡山県 30代 女性）
♥日本の素晴しさを改めて感じる事が出来、大変よかっ
た。子ども達にも伝えたいと思う。（岡山県 30代 女性）
♥日本人として改めてすばらしい国だと思いました。バ
イマーヤンジンさんの今までの人生の話が聞けたことも
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立ちに感動し、そして今の自分は幸せだと感じたし、学
ぶことの意味を考えさせられました。本当によかったで
す。（岡山県 40代 女性）
♥トークがおもしろかった。歌声もよくて、和みました。

（岡山県 30代 女性）
♥とても話が上手で、本当にすばらしい内容だったと思
う。まだまだ自分もがんばらないとと勇気をもらった。

（岡山県 40代 女性）
♥日本のよさを改めて感じた。（岡山県 40代 男性）
♥苦労された子どものころの経験が歌声ににじみ出てい
た。すばらしかった。（岡山県 40代 女性）
♥歌もよかったがお話しに感動しました。（広島県 40代 
男性）
♥歌とトーク、とても感動しました。どうして勉強する
のか、どんな思いで勉強するのか、子どもにも聞かせて、
考えさせたいと思いました。歌もとても感動しました。

（岡山県 40代 女性）
♥チベットの現状等を教えてもらい、日本は恵まれてい
る事が分かりました。大変良かったです。（広島県 30代）

記念講演
♥飾らない言葉で、子どもを人として接する素敵な講演
でした。（鳥取県 30代 男性）
♥コミュニケーションがとれる子どもにしていきたいと
思いました。（広島県 40代 女性）
♥話が良くわかりやすかったです。（岡山県 50代）
♥私は1日に２冊くらい本を読むくらい読書が好きです。
我が子にも０才の時からたくさん本を読み聞かせしてき
ました。とにかく心に言葉の引き出しを作り、ぎじ体験
を積み重ねてやろうと思ったからです。そのおかげで自
主勉強でノート一冊くらい物語を書いたりする子になり
ました。今日のお話で、より深く考えることができたの
で、できるだけ自分の言葉で考えを伝えられる人間にな
れるよう、親子ともにがんばっていきます。本当によか
ったです。ありがとうございました。（岡山県 30代 女性）
♥自分の体験から子育ての意見をきけてよかった。（広
島県 40代 男性）
♥話しがとても楽しかった。勉強になりました。（岡山
県 30代 女性）
♥TVで見ていられる方が、話しをされて納得した所も
あります。（岡山県 40代 女性）
♥子どものことをよく見ている方だと思いました。今の
子どもは考える力がたりない、コミュニケーション能力
がたりていない。（岡山県 40代）
♥今の私達の生活を見なおす事が出来た。（岡山県 50代 
女性）
♥勉強になりました。ちょうど受験生の息子がいます。
私も勉強します。（岡山県 30代 女性）

♥「話せる」人にするために具体的に考えられているこ
と、「できの悪い子」と思ってしまう子への接し方等参
考になりました。（広島県 30代 女性）
♥子ども達がコミュニケーションが出来なくなっている
のが我々の教え方が原因の一因である事に気が付いた。

（広島県 50代）
♥長時間の講演でしたが、子どもたちと大人の関係をあ
らためて考える機会になりました。（鳥取県 30代 女性）
♥相手のせいにせず、自分の未熟さを考える機会となっ
た。（島根県 50代 男性）
♥教育についての考え方に共感出来た。（山口県 40代 
男性）
♥子どもを尊重する大切さ。（島根県 40代 男性）
♥実体験に基づいたお話、楽しかったです。子どもを変
えるには大人から！（広島県 40代 女性）
♥子どもとのコミュニケーションの大切さを感じた。（山
口県 40代 男性）
♥自分の考えを持ち、それを伝えられるような人間に育
てたいという考え方に大変共感し、勉強させて頂きまし
た。（山口県 30代 男性）
♥身近な話しの内容で、お偉い先生であるのに、きさく
な雰囲気にして下さいました。（岡山県 30代 女性）
♥なるほどなあと感心して聞かせてもらいました。参考
にさせていただきます。（岡山県 50代 男性）
♥身近な話題で、説得力ある内容でした。楽しめました。

（山口県 50代 男性）
♥とても興味深く、時間を忘れて拝聴することができま
した。（山口県 30代 女性）
♥テーマを理解するのに時間がかかりました。ごめんな
さい。強いクラブチームはそれを親が望んでいるので成
り立っていると思います。菊地先生は嫌いなんだなーと
理解しましたが、それを×と言うのは中立に考えると？
でした。ただ子どもを活き活きとすくすく成長させるた
めとの理論から言うと×ですが。（岡山県 40代 女性）
♥上から言うだけではなく、子どもを1人の人として見
て、話をしなければならないと感じました。（岡山県 40
代 女性）
♥子どもの個性に応じ、それにこたえてあげる自分のコ
ーチングテクニックをみがくこと。（山口県 40代 女性）
♥子どもとのコミュニケーションについて考えさせられ
る内容でした。（岡山県 30代 女性）
♥人と人のあり方について、改めて見つめなおすことが
できました。お話の内容にとても共感しました。（岡山
県 40代 女性）
♥菊地先生の身近な話（内容）が非常によかった。（岡
山県 40代 男性）
♥子どもたちのコミュニケーション力がよくなるよう考
えていこうと思います。（岡山県 40代 女性）
♥人に自分の思いや意見が言えることはすばらしいと思
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島県 40代 男性）
♥とても親しみのもてる方だなと思いました。話もおも
しろく時間のたつのが早かったです。（島根県 50代 男
性）
♥生活の中の大切な事を改めて感じることができまし
た。（島根県 50代 男性）
♥菊地弁護士さんに会えただけでも満足です。（島根県 
30代 男性）
♥親としても子どもができないことを子どもだけのせい
にしていないか自覚できた。（島根県 40代 男性）
♥自分の考え、思っている事を素直に言えるように一人
の人間として育てる事が大切。（岡山県 50代）
♥深かったです。（鳥取県 30代）
♥菊地さんが地域に密着していること（バレーボールを
通して）に対してビックリした。何事も長い時間するこ
とより、工夫することで時間の使い方が上手くなる気が
した。家庭でも子どもに対して長時間することより、工
夫して短時間でも真剣に出来ることをしようと思う。（岡
山県 50代 女性）
♥話もよくわかり良かったです。（岡山県 50代 女性）
♥コミュニケーションの大切さ、自らが行動で示すこと
の大切さを改めて考えさせられました。わかりやすく、
とても良いお話でした。（島根県 40代 女性）
♥学ぶとはどういうことだろうということを考えさせら
れました。大人も子どもも学ぶ物さしが違う。お互いを
尊重することの大切さを聞けたような気がします。（鳥
取県 40代 男性）
♥人として生き方、原点を教えていただいたように思い
ました。ありがとうございました。（山口県 60代 男性）
♥ご自身もPTAの評議員をされているということで、
経験から学んだ話はとてもわかりやすかった。指導方針
は共感できた。（山口県 40代 男性）
♥今、子育て中のなかであらためて、再確認で大事な事
を教えていただいたと思います。（岡山県 40代 女性）
♥話を聞いて子どもに対する指導の考え方が変わった。

（広島県 40代 男性）
♥子どもとのかかわり方、この年になってよく分かりま
した。「バカ野郎」は言わないようにします。もう一度
教え方を考えます。（岡山県 60代 男性）
♥飾らない生の声、よく伝わりました。（島根県 40代 
女性）
♥子育てとは、自分育てだと感じました。言葉ではだれ
でもいいことがいえるけど、態度ではごまかしきれない。
考え方をかえる事、みかたをかえることが大切だと感じ
ました。（岡山県 30代 女性）
♥菊地弁護士を身近に思えた。大人が子どもに見本を見
せる生き方が大切である。（岡山県 50代 男性）
♥直接、先生の話しが聞く事ができ、感動しました。（広
島県）

う。今は言えない人が、大人も子どもも多いと思う。（岡
山県 40代 女性）
♥“子どもも同じ一人の人間として扱う”ということが
大切と再認識した。（岡山県 40代 女性）
♥親の背を見て子は育つ…ですね。やっぱり親が、がん
ばってる姿を見せなくてはダメなんだなと思いました。

（山口県 30代 女性）
♥子どもを育てることは自分が成長することだと感じま
した。（岡山県 50代 女性）
♥菊地先生の話が聞けるとは思わなかったので嬉しかっ
たです。（広島市 30代 女性）
♥社会で通用する人間に育てることが大事。そのために
大人としてできることを工夫してやっていこうと思いま
した。（広島市 40代 女性）
♥同じ母親として、元気づけてもらえるいいお話と歌で
した。今、とても幸せでーと話をするヤンジンさんはと
てもすてきでした。（菊地先生）子どもたちがちゃんと
意見がいえるようにしっかり話をきいてあげられる親に
なりたいと思いました。大人になって自分の考えをいえ
ないような大人にはなってほしくないので。（岡山県 30
代 女性）
♥経験談を交えてのお話でわかり易かった。よかったで
す。（鳥取県 40代 女性）
♥地域での子育てに生かせる内容だった。（鳥取県 40代 
男性）
♥わかりやすくて、ためになりました。今後に活かした
いです。（広島県 30代 女性）
♥コミュニケーション、対話するという考えがよく分か
った。選手と監督の立場での話もあったが親子でも、子
どももいち人間という事で対話、会話を大事にしようと
思った。（広島県）
♥むずかしい内容でなく、耳を傾けやすかったです。（広
島県 40代 女性）
♥良い話が聞けて良かったです。（岡山県 40代 女性）
♥学校、会社でも、考えて自分の意見を話す事が本当に
重要だと改めて考える事が出来た!!（岡山県 40代　男性）
♥子ども自身が自分で考え、自分でメッセージが伝えら
れる子どもに、子どもを一人の人間として尊重し、あつ
かっていくという育て方が出来るといいな！親自身が成
長していかないといけないなと思いました。（広島県）
♥大人の言動を考えさせられました。（広島県 40代 男
性）
♥人（子ども）と対等に話をする大切さが伝わりました。

（広島県 40代 女性）
♥子どもとの会話、プレゼンの大切さを、子どもの素直
な意見の大切さを痛感出来た。（広島県 60代 男性）
♥子どもとの話し方を少々考えさせられました。（広島
県 40代）
♥テーマがはっきりしていて、分かりやすかった。（広
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♥トーク楽しかったです。（広島県 40代 女性）
♥大人が大人になってないと思い知らされた。（鳥取県 
50代 男性）
♥とても勉強になる内容でよかったです。（岡山県 40代 
女性）
♥大切にしたいこと、大事なことは行動で実行実践でメ
ッセージを送る大切さを思い出させてもらえた。（岡山
県 30代 女性）
♥大人の姿勢の大切さを考えさせられました。（鳥取県 
60代 女性）
♥新しい気づきがありました。（鳥取県 40代 男性）
♥大人が親がしっかりとした生き方をしていくことが大
事で、素直で優しい気持ちで生きていこうと思いました。

（鳥取県 30代　女性）
♥子育て、子の意欲のもたせ方を実際の場面からわかり
やすく話された。全ての教育の根本となるいい話だった。

（岡山県 50代 男性）
♥先生の経験、体験をふまえた講演で、身近に感じた。
子ども、人に対する気持ちが優しく、又お話を聞きたい
と思った。（岡山県 30代 女性）
♥指導者のあり方を再認識させて頂きました。（鳥取県 
40代 男性）
♥子どもにどのような力をつけさせればいいかと大人の
役わりが良くわかった。（鳥取県 40代 男性）
♥先生の子ども達との接し方がとても良いと思いまし
た。（岡山県 40代 女性）
♥子どもの頃は教えを知るためにたくさん考えていたの
に大人になるにつれ…。でも今は何でも知りたく、先の
先まで考えるようになりました。そうすると、人生楽し
くなりました。（広島市 30代 女性）
♥菊地先生のゆとりの子育てのお話が聞けて、良かった
です。自分も少し肩の力を抜いて、子どもと接したいと
思いました。（広島市 40代 女性）
♥とても分かりやすいお話で良かったです。テレビで拝
見する菊地先生とはまた全然違って親しみ易くて、おも
しろい人なんだなぁと思いました。ありがとうございま
した。（岡山県 40代 女性）
♥教え方という考え方が良かった。（岡山県 50代 男性）
♥普段何気なく咤る事も少し考えて、咤り方を変えれば
大人も子どもも相互に理解する事が出来ると感じた。（岡
山県 40代 男性）
♥中高一貫に入っている息子が、高校入試の決断をしま
した。それを決めた時のこの子の目の輝きを信じて親と
して支えていこうと思っていました。今日のお話しで最
終決心がつきました。参考になりました。ありがとうご
ざいました。（岡山県 40代 女性）
♥菊地先生はえらい方ですが人間は皆同じ平等であり、
お互いを尊重していかなくては立派な大人にはなれない
ことを教えて下さいました。（岡山県 40代 女性）

♥今後の子育て、子どもとのコミュニケーションに参考
にしたいと思いました。（広島市 40代 女性）
♥自分自身の考え方はまちがっていないと教えられた。

（鳥取県 40代 男性）
♥弁護士さんという視点からの地域へのかかわり方と、
普通の地域のおじさんとしてのかかわり方のお話がおも
しろかったです。（鳥取県 40代 女性）
♥気どらずさりげなくとても大切なことを話していただ
き、大変勉強になりました。（岡山県 50代 男性）
♥穏やかな口調で、とても大切なことを教えて頂いたよ
うで、本当によかったです。（岡山県 50代 女性）
♥今自分が考えている事のヒントをいただきました。（岡
山県 40代 男性）
♥子どもとの関わりかたで大変参考になりました。（鳥
取県 40代 男性）
♥いつもテレビで観ている菊地先生の生の姿が見られて
嬉しかったです。（島根県 40代 女性）
♥子どもへの接し方の手がかりがつかめた気がしまし
た。楽しいお話でした。（岡山県 40代 女性）
♥考える力を大人も必要だと思った。一生勉強かな。（岡
山県 30代 男性）
♥子育てに多いに役立ついい話でした。（鳥取県 40代 
男性）
♥子どもへの接し方について、大変参考になるものでし
た（鳥取県 40代 男性）
♥子どもとの接し方を考えるきっかけになる話をきかせ
てもらった。（岡山県 40代 女性）
♥菊地先生のお話には、説得力があり、今後の家庭指導
に役立つと感じました。（岡山県 40代 男性）
♥魅力的な生き方…。人として生きるうえで必ず必要で
あるとおもった!!（鳥取県 40代 男性）
♥子どもとのやり取りのお話、楽しかったです。子ども
のコミュニケーション能力を育てる事の大切さを再確認
です。（鳥取県 50代 女性）
♥子どもが大人に対することについて、よくわかりまし
た。（鳥取県 50代 男性）
♥スポーツの指導を通じて考えられた子どもとの接し方
について教えていただき参考になりました。（鳥取県 50
代 男性）
♥話の内容も受け入れやすく、興味深く聞かせて頂きま
した。大変勉強になりました。頭のどこかに置いて実践
できたらより良い子育てができそうです。（岡山県 40代 
女性）
♥自分の考え方が変わりました。（岡山県 40代 女性）
♥子どもの好奇心や自主性を高められる関わりをしてい
きたいなぁと改めて考えることができました。（岡山県 
30代 女性）
♥先生の体験を交えてのお話でわかりやすかったです。

（岡山県 40代 女性）
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♥大人の人間力アップをしてわからない子に教えてや
る。（１つポケットだけでなく、次のポケットと）１人
の人間としてあつかい、話す事に耳をちゃんと傾けてや
る。疑問をもったことに対し、どうしてそうなのかなど、
考えれず、コミュニケーション不足の多い子どもたちを
作らないように大人が見本をみせる。子どもの口を封じ
るのではなく、子どもからどんどん言える子になってほ
しい。（岡山県 40代 女性）
♥先生の経験に基づいた話がわかりやすい。（岡山県 30
代 男性）
♥体験談を交えての話、とても楽しかったです。（岡山
県 30代 男性）
♥いろいろな所で活躍されている日々の生活の様子を楽
しく聞かせていただきました。（岡山県 40代 女性）

全般的
♥まだまだ取り組むべき事が多々あると感じさせる研修
会でした。ありがとうございました。大変有意義な時間
となりました。（広島市 40代 男性）
♥１つ１つが充実した内容でした。（山口県 40代 男性）
♥アトラクションも感動しました。開会式の皆様のスピ
ーチからすごい方ばかりで圧倒されました。準備された
方、スタッフの方々に感謝します。（広島県 40代 男性）
♥初めて参加させて頂きました。皆さんの熱意を感じま
した。（広島県 40代 女性）
♥いろいろ勉強になりました。（広島県 40代）
♥とてもすばらしい大会をありがとうございました。来
年、出雲もがんばります。おこしください。お待ちして
います。（島根県 40代 女性）
♥PTAの活動は大変なこともありますが、今回参加さ
せていただいて、PTAの団結力の大切さをあらためて
感じて、また頑張ってみようかとパワーをもらいました。
運営にたずさわった方々に感謝します。ありがとうござ
いました。（島根県 40代）
♥広島から来た甲斐があった。（広島県 50代 女性）
♥とても楽しく有意義な時間がすごせました。（広島市 
40代 女性）
♥講演やアトラクションが普段開くことができない貴重
な方々のもので興味深かったです。お弁当もおいしかっ
たです。同封の資料も観光、研究大会にふさわしいもの
など、バリエーションがありよかった。P案内のスタッ
フがとても感じがよく、ありがたかったです。お疲れ様
でした。（島根県 30代 女性）
♥大変キレイな会場で、映像もあり、わかりやすかった。
役員の皆様、大変お世話になりました。（広島市 40代）
♥スタッフの方々のきめ細かな準備に感心しました。来
賓の方々のあいさつ等も素晴らしかったです。（島根県 
40代 男性）

♥長男と次男で全くちがう性格のため子育てで少し悩ん
でいました。今日の講演をうかがって、自分をみつめ直
す良いきっかけをいただきました。（岡山県 40代 女性）
♥子どもをしかる前に、今一度自分を問い正すことを再
認識させられた。（岡山県 30代 男性）
♥はいと素直に聞く子をよしとしている自分がいまし
た。分かりやすく考えさせられる話でした。（岡山県 60
代 女性）
♥私の子ども達はスポ少でバレーボールをしています。

“自分の言葉で伝える”できない理由がわかった気がし
ました。（岡山県 40代 女性）
♥自分の考えをもち、自分の言葉で人に伝えることので
きる子どもを育てることの大切さを紹介していただい
た。（岡山県 50代 男性）
♥大人や先生がどう子どもと接するべきか勉強になっ
た。（岡山県 40代 男性）
♥親だからといって、上から指示ばかりしてないで、子
ども自身に考えさせる機会を持つことにしようと思いま
す。（岡山県 40代）
♥納得のいく話でさすが菊地先生だなと思いました。フ
ァンです。（岡山県 30代 女性）
♥大人が見本の同じ目線で、勉強になりました。（岡山
県 40代 女性）
♥子どもを1人の人間として尊重することが大切だと感
じた。（岡山県 30代 男性）
♥身近にある例をとって、話をしていただいたので、よ
り心に響きました。子どもへの接し方、親の責任をあら
ためて感じました。今後に活かしたいと思います。（岡
山県 40代 女性）
♥コミュニケーションの大切さを改めて思い感じた。（岡
山県 30代 男性）
♥自分の子どもへの接し方について、考えさせられる内
容でよかった。（岡山県 40代 男性）
♥良い子であることは、いいことなのか考えさせられま
した。自分で考えて、コミュニケーションのとれる子育
てをみつけていきたいです。（岡山県 40代 女性）
♥共感できる所が多く、あきる所がなかった。（岡山県 
30代 女性）
♥目からウロコなこといろいろ!!よかったです。（岡山県 
30代 女性）
♥おもしろく、しかもシンプルな話でした。良かったで
す。（岡山県 40代 男性）
♥子ども達にきちんと自分の言葉で自分の考えを伝える
ことができる大人になってもらいたいと思いました。（岡
山県 40代 女性）
♥菊地先生の話を聞いて、子どもにどうゆうふうに教え
たらいいのか分かりやすく説明してくださいました。こ
れから先、子どもと一緒にがんばっていきたいと思いま
した。（岡山県 30代 女性）
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♥全体的には進行等もスムーズで良かったと思います。
ただ１つ不満なのは、できたら靴をぬがずにそのまま会
場に入れたら良かったと思います。（広島県 40代 男性）
♥大会への熱意を感じました。（広島県 50代 女性）
♥晴れの国岡山、玉野の力　素晴らしかったです。大会
委員長、実行委員の方々、お疲れ様でした。ありがとう
ございました。（山口県 50代 男性）
♥スムーズな進行ですばらしい大会でした。県P連の皆
様、大変お疲れさまでした。勉強になりました。（岡山
県 40代 女性）
♥おもてなしの心がありました。（岡山県 50代 男性）
♥来賓の方のスピーチ、短いのはよかったが、早口でわ
かりにくい。間を考えたスピーチ、相手の心をつかむス
ピーチをされてはと思った。時間通りの進行でよかった。
役員の方々、大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。（岡山県 40代）
♥大変すばらしい会でした。スタッフの方々の心づかい
があちこちに感じました。おつかれさまでした。ありが
とうございました。（山口県 50代 男性）
♥役員、スタッフの皆様、大変お疲れさまでした。とて
も為になる大会でした。（岡山県 40代 女性）
♥プログラムの構成がよかった。（岡山県 40代 女性）
♥玉野市長はじめ玉野関係の方は返事も大きな声で、さ
わやかだった。玉野市に好感がもてた。（岡山県 40代 
女性）
♥企画・運営の努力をかい間見ました。ありがとうござ
いました。ステージの風船もGOOD。（広島市 40代 女性）
♥身近なことであるが大切なこと!! 伝えたいことがよく
わかった。（鳥取県 40代 男性）
♥初めて参加しましたが、面白かったです。今後の
PTA活動に活かして行きたいです。途中で帰る人、閉
会式前に帰る人がいて、少し残念。（岡山県 30代 男性）
♥最初は参加するのが少しおっくう（スミマセン）でし
たが、とてもためになる良い内容でした。とくに、ヤン
ジンさんのお話も歌も素敵で心をうばわれました！（岡
山県 30代 女性）
♥玉野少年少女合唱団良かったです。（岡山県 30代 男
性）
♥身近で、とてもききやすい内容でした。（岡山県 40代 
女性）
♥子どものために出来ることがたくさんあることに気づ
かせてもらいました。全体的に、わかりやすい、実践、
アトラクションと話、講演だったと思います。ありがと
うございました。（岡山県 40代 男性）
♥どの部門も、とても勉強になりました。又、参加させ
て頂きたいと思いました。（岡山県 40代 女性）
♥いろいろなことを学ぶことができ、親自身の教養も深
まった。これからのPTA活動に何らかの形で反映させ
たい。（岡山県 40代 女性）

♥オープニングセレモニーから最後まで楽しませて頂き
ました。本当はもっと早く帰るつもりでしたが、色々な
人達がさまざまな取り組みや考えをもって子育てという
テーマでがんばっておられるのだなーと思いました。ス
タッフの皆様本当におつかれ様でした。（鳥取県 40代 
男性）
♥青ジャンパーの役員の方の接し方がていねいで気持ち
良かったです。（岡山県 40代 女性）
♥お疲れ様でした！（鳥取県 40代 男性）
♥初めて参加させて頂きました。PTAにいないと見る
事が出来ないのはもったいない様なすばらしいイベント
でした。準備をされたスタッフの皆様、本当にお疲れ様
でした。（広島県 40代 女性）
♥企画・運営がすばらしく参加して良かったです。（岡
山県 40代 女性）
♥今大会の内容を持ち帰って、PTA活動に活用してい
きたいと思いました。（鳥取県 30代 男性）
♥空気感が居心地よかったので、みなさんの想いが良い
のだと感じました。チベットの方の想いが、人を動かす
人間性のあるすばらしい方だと思いました!!!　すばらし
い歌声と人間として見習いたいです。来てよかったです。
バイマーヤンジン氏!!　サイコーです。ファンになりま
した。感謝の気持ち大切なことを教わりました!!!　おい
しいお弁当ごちそうさまでした。（広島県 30代 女性）
♥初めてPTA研究会に出席させていただきましたが、
色々と感じたことを地元に持ち帰って学びを広めていけ
たらいいなっと感じました。（島根県 40代 女性）
♥スタッフの方の対応が丁寧。（島根県 40代 男性）
♥とくにまとまりある大会でした。（島根県 40代 男性）
♥とても充実した研究大会でした。運営にたずさわった
皆さん、おつかれさまでした。ありがとうございました。

（島根県 40代 男性）
♥スタッフの接客対応が大変良かったです。（島根県 40
代 男性）
♥スタッフの皆様のおかげで良い大会でした。ありがと
うございました。（広島県 50代 男性）
♥今後につながる前向きな気づきがたくさんありまし
た。ありがとうございました。（広島県 50代 女性）
♥スタッフの皆さんに気をつかっていただきました。（島
根県 20代 女性）
♥みなさん、本当にありがとうございました。来て良か
ったです。（広島県 30代 男性）
♥非常に良い内容でした。（すべて）初めて参加しまし
たが、参加してよかったです。（島根県 50代）
♥とても楽しいトークでした!!　わかり易い説明で良か
ったです。（島根県 50代 男性）
♥玉野市Pのおもてなしの心遣いが大変良かった。（山
口県 40代 男性）
アンケート数　948枚


