研修会参加の感想

等

※３５件の回答

１

良い刺激になりました。私も来年は青森で参加したいです。

２

諸富先生のお話は、何度目かになりますが、どのように生徒に関わるべきかを学ばせていただきま

した。参考になる、目からうろこのことばかりでした。
３

諸富先生のキャラ溢れるお話と、ブレイクアウトでの実践で、充実した時間を過ごすことが出来ま

した。今日の学びを子どもたちに少しでも多く還元できるように、これからさらに学びを深めていきた
いと思います。運営してくださいました先生方、ありがとうございました。
４

途中回線がつながらないというハプニングが何度かありましたが、運営スタッフの冷静な対応によ

り、楽しく参加させていただきました。諸富節最高でしたが、できればレジュメの内容についてもっと深
くお聞きしたかったです。ありがとうございました。
５

諸冨先生のパワーを感じました。有意義な研修会になりました。ありがとうございました。

６

とても楽しい研修会でした。先生のテンションで元気がわいてきました。また全国の先生方ともシ

ェアリングできたのが、オンライン研修ならではでした。後半の不登校のお話も伺いたかったです。
７

自分の受け持っている児童の顔を思い浮かべながら、お話を聞いていました。「何か悩んでいるの？」

と聞くのは、デリカシーがないことだということや、 雑談からはいり、自分から話したくなるような雰
囲気を作ったり、 自分自身が話しかけてもらえるような過ごし方をしたりすることが 大切だと分かり
ました。 ２学期から学級経営や生徒指導に生かしていけそうです。 諸富先生のお話を聞くのは今回で
３回目です。 毎回楽しく、勉強になるお話ばかりです。 また機会がありましたら、参加したいと思いま
す。 ありがとうございました。
８

諸富先生の講義は今回が２回目でしたが、１回目同様、楽しく参加することができました。グループ

ワークでは、他の人の興味をもって質問するということが難しく感じました。今までも寄り添って話を
聞いていたつもりではありましたが、実際のところその人本人ではなく、話題に興味があっての内容が
ほとんどだったのかもしれません。大変勉強になりました。今回の講義を生かし、援助希求したくなるよ
うな雰囲気を出せるようさらに勉強して参りたいと思います。ありがとうございました。
９

オンラインの場で、教育相談、カウンセリングに携わる皆さんと、諸富先生の講義の内容について実

践的に理解、実感できたことはとても良かったです。まずはリレーション、関心を示すことでこちらに関
心をもってもらう、子供に関わる以前の教員同士の関係性について、校内や教育相談の中で取り組んで
いきたいと思います。
10 Zoom でも諸富先生は諸富先生でした。なんか久々に研修したいことが学べた感じがします。
11 校内分掌で教育相談に携わっているので、学級経営はもちろんですが、関わる方々に対して安心感・
安全感を与え、
「この人なら援助を求めたい」と思ってもらえるような人間になろうと思いました。あり
がとうございました。
12 本日は、大変有意義なお話を聞くことができ、本当に感謝しております。 最近、子供と繋がってい
ないような感覚を持って日々過ごしておりました。その感覚の理由が大変はっきり見えて来ました。
13 zoom とサテライトの両方の運営は大変だったと思いますが、サテライトで実施していただき、あり
がとうございました。昨年より、研修会の中止や zoom での研修会ばかりでしたので、直接、会場で、皆

さんとお顔を見て話し合いができ、嬉しく思いました。また、想定外のこともあり、ハラハラもしました
が、スタッフの皆さんが臨機応変に対応して下さいましたので、参加なさったグループの先生方とはリ
レーションをとることができ、楽しみながら話し合いができたと思っています。そして、ＳＣの私は、
『そ
ばにいるだけでホットとできるＳＣ（
「こころの安全基地」になる）
』になれるように子どもたちや先生方
に（関心をもって）寄り添っていきたいと思いましたし、先生方が仲良く、楽しくお仕事をすることで、
子どもたちも元気になるのだと改めて思いました・参加できて良かったです。ありがとうございました。
14

話しかけやすい雰囲気を大切にしていこうと思いました。忙しさがバレるようではまだまだだなぁ

と反省しました。
15 久しぶりに諸富先生の講義が聞くことができ、大変楽しく有意義に過ごすことができました。 特別
な支援を必要とする生徒や保護者が、増えてきたように感じています。そこに、教育相談の役割はけして
少ないものではないと思っています。生徒や保護者、そして同僚にも、話しやすい相手になろうと決意を
新たにしました。 研修会を開くためにご尽力いただいたスタッフのみなさん、本当にありがとうござい
ました。
16

今回の研修内容は、二学期からまたは明日から使えるなぁ～と感じる事例がたくさんありました。

日頃の教職員同士のストレスや教師集団で支え合うことも今は何かと問題があるのだと考えました。世
代によってヘルプを出す・出せないということもありますが、そもそもそういう点になじむ・なじまない
という事もあるのでは？と感じました。諸富先生のことですから、その点は分析済みと思いますが…。
17

諸富先生の講演は何度聞いても、生徒や周りの人との関わりのヒントなることが多く、自分を見つ

めなおす機会になりました。ありがとうございました。
18 諸富先生のユーモアあふれる研修にたくさん笑い、たくさん学びました。 温かく人を支えられる教
師でありたいと思います。
19

児童生徒との人間関係の育成に関して体験的に参加出来たことがとても有意義でした。また、研究

を通して児童生徒への“関心”について考えが深まり、再認識できたことが実りです。
20 諸富先生に惹かれて申し込みしましたが（ごめんなさい）研修が始まると司会の方、研修担当の方の
お人柄に惹かれ、アウトブレイクの時間での先生がたとのの交流が楽しく、穏やかでいい時間を過ごす
ことができました。ありがとうございました。今後とも機会がありましたら、よろしくお願いいたします
21

とても楽しく参加させていただきました。交流を通じて青森でも広島でも同じようなことがあるん

だなと当たり前ですが改めて感じました。
22 ユーモアあふれるお話で、最後まで楽しく講演を聴かせていただきました。 話しやすい雰囲気を果
たして自分が作ることができているかどうか、 改めて問い直すことができました。 人間関係のプロと
胸を張って言えるような教師になれるよう、 よりよく接していく努力をしていきたいと思います。 コ
ロナ禍の大変な中、講演をしてくださった諸富先生、 機会を設けてくださった関係者の先生方に深く感
謝申し上げます。
23 zoom に不慣れなので、それがうまくできるか心配でしたが、それほど苦労せずでき、無事に参加で
きたことにほっとしています。 諸富先生のご講演は数回聴いていますが、同じ話を聴いてもまたそうだ
そうだと納得できますし、毎回エネルギーをもらうことができます。今回も zoom ではありましたが、録
画されたものを見るのとは違い、いつもどおりグループワークも交えた研修でとても勉強になりました。
また、コロナになってから、対面の研修はほとんどなく、やっと再開された研修も同じ地域の人同士の研

修なので、今回の研修のように、異職種で地域も異なる先生方との交流はとても久しぶりでうれしかっ
たです。講演内容そのものももちろんよかったのですが、それも含めてとても楽しく研修できました。事
務局の先生方は、この研修のために準備にとても苦労されたことと思います。本当にお疲れ様でした。ぜ
ひ、今日は美味しいお酒を飲んでください。
24

諸富先生のお話が聞けるということで、とても楽しみにしていました。今まで何度か先生のお話を

聞く機会がありましたが、今回も勉強になりました。かかわりが少ないと思える子に厚めにかかわる、と
いうことを夏休み明けから意識して学級経営に取り組みたいと思います。
25

やはり一番心に残ったことは、リレーションは心と心のつながりであるということ。気持ちと気持

ちの温かいつながり。このことが根底にあってはじめて人間関係を作ることができるのだなということ
です。 日常の畳みかけるような生活の中であろうとも、このことに立ち戻って、子どもたち、保護者、
同僚、家族などの身近な人たちに付き合えるようにしていきたいと思います。 がんばる勇気を授かった
思いです。
26 楽しく、和やかに参加させていただきました。やはり「子どもたちのため」
「学校のため」などと同
じ方向を見ている方々の集まりでもありますので、普段の研修会の倍以上のものを得られた感覚でいま
す。本当にありがとうございました。
27

久しぶりにカウンセリング・教育相談について講演を聞いて、参加者の皆さんと話すことができて

刺激を受けました。ありがとうございました。
28 具体的なお話しとワークですぐに実践できる内容でした
29

とても楽しく受講させていただきました。心残りとしては、最後の不登校対応についてもっと聞き

たかったです。
30 初めての都道府県を超えた Zoom 研修と初めての諸富先生のお話と、大変貴重な経験をさせていただき
ました。またこのような機会がありましたら、参加させていただきたいです。ありがとうございました。
31

相手への愛を伝える方法として、話している内容よりも本人に関する内容を質問するほうが有効で

あることが分かった。また、
「教師は人間関係のプロでなくてはならない」という言葉は心にとめておき
たいと思った。 ワークの内容については、温かい関係づくりに役立つものが多くあった一方で、子供に
やらせるのは危ないのではないかと感じるものもあった（例えば、解決したい議題について皆で意見を
バトンのように回していくワークは、最後の発表者となる子供の緊張が非常に高まると思ったし、教員
の上手な介入がなければ一部の子供の吊るし上げにもなりかねないと思った）。活用するときは入念に準
備をしてから行うようにしたい。 ブレイクアウトルームで素晴らしい先生方とご一緒できたことは良か
った。 研修全体を通して、良い教育・悪い教育の示し方が明快で分かりやすかった反面、ワークのデモ
ンストレーションが分かりづらくスムーズに進まなかったり、講師側のネット環境により通信が何度も
途切れたりと残念な場面も多くあった。
32

サテライト会場での参加でしたが、会場の参加者と演習することができてよかったです。諸富先生

のお話にあった、
「そばにいるだけでほっとできる教師」になれるよう、努めていきたいと改めて思いま
した。
33

研修会は本当にごくろうさまでした。事前に何度も講習をくりかえしたものの本番でお手伝いでき

なく大変申し訳ないと思います。諸富先生は一般むけでよいのですが、もっとずしんとくる内容がほし
かった。

34 諸富先生のお話が楽しみで申し込みました。期待どおりたいへん楽しいお話をうかがうことができ、
パワーをいただきました。校務の関係で途中抜けることがあり、申し訳ございませんでした。
35

初のオンライン開催ということで、きっと大変な思いをされて実行に至ったではないかと拝察しま

す。参加させていただいて、諸富先生のペーシングに見事にはまり、とても楽しく学ばせていただきまし
た。ブレイクルームも非常に楽しく温かい雰囲気で交流できました。とても満足しています。クラス会議
についてはもう少し深く知りたいと思いましたので、夏休み、
「フォーカシング」
「プロセスワーク」
「ク
ラス会議」について研修しようと思います。
36 初めての Zoom での研修会でしたが、楽しく受ける事ができました。わかる！と頷ける所があり、その
真意に気付けました。
37 zoom での研修会でしたが、講師の方の素敵さも伝わり、参加された方々と交流する時間があったの
がとてもよかったです。 諸富先生のお話は 10 年ぶりくらいでしたが、基本を思い出し、さらにアップデ
ートされた内容でしたので、明日からの自分に役立たせていこうと思っています。 時々、回線が途切れ
てしまうのが残念でしたが、後半はそれすら楽しめました。 本当は直接お会いした方がもっと楽しかっ
たとは思いますが、海を越えて青森県の方とお話しできたのは、オンラインならですね。 参加させてい
ただきありがとうございました。 参加するにあたり、度々、問い合わせをさせていただきましたが、お
忙しい中、ご丁寧に対応していただきありがとうございました。

その他（ご意見・ご要望等ご自由に記入ください）

※ ２２件の回答

１

運営スタッフの皆様、お疲れ様でした。また、ありがとうございました。

２

不登校の子への対処について、時間がないのが残念でした。

３

スタッフの皆様におかれましては、中断等もありご苦労されたことと思いますが、大変有意義な研

修会をなりました。ありがとうございました。
４

今回運営を担当された中南支部の先生方、大変おつかれさまでした。時々の回線の不具合も、参加さ

れた皆さんの懐の深さというか、多少のことでは動じないマインドと大らかさで、終始和やかに進み、私
自身は楽しく最後まで受講できました。勿論、諸富先生の講話の内容とお人柄も大きかったと思います。
今大会が最後ということでしたが、ここに集った皆さんとは、志を同じくして、またどこかで学びを共有
できるだろうと思うと楽しみです。本当にお疲れ様でした。
５

生徒より先に教師支援が必要。今日の話題は現状にピッタリでした。

６

運営スタッフの先生方、準備や当日の運営、本当にお疲れ様でした。 また、機会があれば参加させ

ていただきたいと思っていますので、どうぞ、よろしくお願い致します。感謝。
７

このような機会をつくってくださりありがとうございます。運営等本当にお疲れさまでした。

８

非常に楽しい研修会でした。ありがとうございました。

９

企画・運営ありがとうございました。次回の 11 月 13 日の研修会にも参加したいと考えています。

10 運営スタッフの皆様、お疲れさまでした。 ズームに不慣れで、皆様に御迷惑をお掛けしました。申
し訳ありませんでした。
11

最後の大会となりましたが、コロナ禍の中で実現できるよう、様々に工夫してくださりありがとう

ございました。 長きにわたり、この会を続けてくださった先生方に心から感謝いたします。ありがとう
ございました。
12 zoom 研修おかげで、青森の先生方と交流をもつことができました。世界が広がることを実感してい
ます。
13 やはり時間が足りなかったなと。企画・運営ありがとうございました。またよろしくお願いいたしま
す。
14 途中腹痛による離席のため、午前中のブレイクアウトルームに参加できませんでした。 大変ご迷惑
をおかけしました。
15

学校教育相談研究会が今回の研修会をもって終了するとのこと。私も長年在籍し、お世話になりま

した。ありがとうございました。また、長年この会の運営に携わってこられた先生方、大変お疲れ様でし
た。
16 zoom やサテライト会場の準備や運営大変だったろうと思います。コロナ禍でも工夫すれば様々なこ
とができると思いました。わたしはサテライト会場にいましたが、zoom を使って研修会など(この研修だ
けでなく）に参加してみたいと思いました。スタッフの皆様お疲れさまでした。
17

研修にあたり、申し込みや資料等の手配に戸惑っているにもかかわらず、早急にかつ快く対応して

いただいたことに感謝します。 ご準備等でお疲れさまでした。ありがとうございました。
18

午前中はカメラマイク設備を準備することが出来ず、お手数お掛けしました。チャットを使わせて

いただきましたが、他の先生方の温かさも感じられ感動しております····· 当初の案内や連絡メールに
はカメラ、マイク設備の準備と記載されていなかったのですっかり抜けてしまっていました。申し訳あ
りません。(他の研修では視聴型が多かったので、ワークショップの存在を忘れておりました·····)次回
以降、早い段階でマイクカメラ設備の準備を·····とご連絡頂けると助かります。 今日は誠に申し訳ござ
いませんでした。
19 ネットトラブルなどの中でしたが、開催いただき、諸富先生、運営の皆さんに感謝です。ありがとう
ございました。
20 準備から当日の運営まで、お疲れ様でした。オンラインということで、いろいろ大変なこともあった
と思いますが、とても充実した内容でした。ありがとうございました。
21 ごくろうさまでした。次回はもっとできるように勉強します。
22

今回のようなオンライン研修だと気軽に受講できるので、たいへんよい機会をいただいたと思って

おります。運営のみなさまもおつかれさまでした。ありがとうございました。
23 ありがとうございました。

