
 人 ％ 

男 12 7.5  

女 143 89.9  

未回答 4 2.5  

  159 100.0  

 

70.4

23.3

6.3

はい

いいえ

どちらともい

えない

未回答

69.8

3.8

26.4

ある

ない

未回答

40.3

50.3

6.3 3.1 とても参考に

なった

まあまあ参考

になった

あまり参考に

ならなかった

全然参考にな

らなかった

未回答

3.8
11.3

1.9

64.8

13.8

4.4
保育園・幼稚園で配布

されたチラシ

ポスター

広報

小牧市保健センター

からのお誘い

その他

未回答

44.0

27.0

0.6

5.7

22.6 大変よい

よい

普通

悪い

大変悪い

未回答

第 16回県民公開講座（共催：小牧市）アンケート集計 

性                  年齢               参加者 
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県民講座の印象            講話は参考になったか？            講話は理解できたか？ 

 

 

 

 

 

 

                             

 

今後心がけたいと思ったことは？        講座把握法                   小児センター利用 
（重複あり）人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座時間                講座の時間帯                     講座の曜日（重複あり） 人 

 

 

 

   

  

 

 

  

 人 ％ 

20～29歳 3 1.9  

30～39歳 14 8.8  

40～49歳 20 12.6  

50～59歳 24 15.1  

60～69歳 65 40.9  

70～79歳 22 13.8  

未回答 11 6.9  

合計 159 100.0  

 人 ％ 

乳幼児を持つ保護者 12 7.5  

保育・保健関係者 78 49.1  

関心のある方 58 36.5  

未回答 11 6.9  

合計 159 100.0  

 人 ％ 

今回の時間帯でよい 99 62.3  

午前中がよい 40 25.2  

午後 3～5時頃がよい 1 0.6  

午後 6時以降がよい 1 0.6  

いつでもよい 12 7.5  

未回答 6 3.8  

合計 159 100.0  

 人 ％ 

ちょうどよい 149 93.7  

短い 4 1.6  

長い 1 0.4  

未回答 5 2.0  

合計 159 62.9  

 人 ％ 

小牧 134 84.3  

その他 22 13.8  

未回答 3 1.9  

合計 159 100.0  

 

平日がよい 103 

土曜日がよい 7 

日曜日がよい 1 

長期休暇中(夏休みなど)が

よい 
3 

いつでもよい 45 

未回答 7 

合計 166 

 

子どもが入院した
ことがある 

4 

子どもが通院した
ことがある 

7 

研修で来たことが
ある 

5 

電話相談したこと
がある 

2 

なし 140 

未回答 7 

合計 165 

 

％ ％ ％ 

％ 
％ 

159人回収／173人 

H25.2.22.母子保健推進協議会資料５－２ 



No４ 講話後、今後、心がけたいと思ったことはありますか？具体的には？ 
子供の側になって考えるという事を学んだ。 
話しをよく聞く。共感してあげる。 
厳しさより優しさ(イソップ童話の北風と太陽)を思い出した。 
子供の存在を大切にすること。 
肯定する。 
行動には理由があることを念頭においてかかわることを心がけたい。 
子供の行動をよく観察する。 
形として見えるものではなく、形として見えないものを見る事が出来る人になりたい。 
何を言いたいのか笑顔で聞きたいと思う。 
寄り添うこと。 
誰のための支援なのか自問しながら関わっていきたい。 
行動を(育てにくい子供)見つめながら関わるよう心がけたい。 
孫との関わり方を考え直したい。 
行動の反対側(別の視点)を気づいてあげる事によって変わってゆく。 
ただおこるのではなく、どうしてそのような行動をとるのか考え、関わりたいです。 
子供を認めてやる。 
子供の気持ちを受け止めてあげた上で、自分の気持ちも伝える。育てにくい子供の話を肯定的に   
よく聞いてやり理解することで長所を引き出してやれるのでは？と思った。 
「大人が困る」行動には理由があるという事で、ただ困っておこるだけでなく、理由を考える時間が 
大人にも必要だと思った。 
1回は相手のいいぶんを受け入れてあげることの大切さ。 
優しい気持ちで接すること。太陽になること。 
話しを聞いて、隠れていることも含めて理解する。 
子供をよく観察して子供の立場にたって理解すること。 
普段からのコミュニケーション、よく話しを聞く。 
1回は受け止めてあげる。受け入れ、寄り添う。 
相手の気持ちを理解することに努めたい。 
１つのことについてこだわりが強い。孫が発達障害といわれたが今小学 1年であるが最近親のい 
いつけをよく守るようになったが将来反動がでないだろうか。 
子供の意見もよく聞く。話し合うことも大切。 
その子供の親の立場になって考えアドバイスができたら。 
気長に関わること。 
大人が望む子供でなく子供が望む大人。 
話しをゆっくり聞いたり説明したり、理解をさせる言葉がけをしようと思った。 
短所だけでなく長所もしっかりと見つけていくこと。その子自身も困っていることを受けとめていく。 
育てにくい子について、厳しい人の言うことをきく姿をみていると優しく接することへの自信がゆらぐ 
こともあったがそれでよいと再確認した。そのまま実行していこうと思った。 
子供の自己肯定を高めることが育てやすさにつながること。 
子供の目線で困った感に寄り添うこと。「太陽」になるよう心がけたい。 
その子の特性を理解すること。 
孫ができたので気をつけたい。 
頭から困ったと決めつけないように寄り添うようにしたい。 
子供から見て信頼できる親になる。 
親に寄りそいたい。 
話しを聞く。 
その年代にそった理解を心がける。 
子供を理解した言葉がけ。 
子どもを認めてあげる。ほめてあげる。 
子供の気持ちを理解して、あせらず少しづつ分かってあげる様に。 
子供が望む大人になること、視点をかえてみる。なかなかできないけどほめて優しく関わる。 
互に信頼出来る関わり方をしたい。 
親から相談があれば今日の話を参考にして親子と一緒に考えたいと思う。今の若い親には私 
が気づいていても言えないことが多い。 



望む、求めている親にまずなろうと思います。 
子どもへの伝え方で子どもが理解できるよう、して欲しい行動を言う。 
過保護は良いけど過干渉はダメ、という言葉が印象に残りました。 
昔はスーパーなどで泣きわめいている子どもさんを家族の問題と思って見てましたが、もう少し 
お母さんに寄りそった声かけが出来ればと思いました。 
親にも子にも声かけをして安心(一時的にでも)できるといいと思う。 
否定的に物事を見ること。大人が子どもに合わせる努力をすること。 
聞く、気持ちを受け止める。 
子どもは手のかかる存在ということを意識して子どもたちの思いによりそっていきたいと思います。 
なんで、こんな行動を？その理由をよく理解しようと思います。 
優しくゆったりとした気持ちでまず受けとめる気持ちで接することを心がけたい。 
育てにくい子の気持ちによりそうということ。 
声かける。 
まずは子供をよく見て、自分の感情を押しつけないように心がけたい。 
嫁とまごとのしつけで見守る中でとても参考になり、口ぞえしないと思いました。 
よく観察して声を掛けたいと思う。大人も子供も同じ人間という視点で接したい。 
子供の立場になってもう一度考えることが必要。 
親として娘へのアドバイスが出来たらと思う。 
一度子供の気持ちを受け止めてあげること。 
話しを聞いてあげる。 
子供に対して否定的な言動を言ってしまうので、小さな事でも誉めるよう心がけたい。 
子供への伝え方で、○○はダメじゃなくやってほしいことを伝える、ということ。 
過保護は良いけど過干渉はダメ。 
やさしい大人になる。子どもが望む大人になる。 
子供の行動を別の視点で見る。前向きにとらえること。 
子供によりそう、こどもにあわせる。 
その子とその親の気持ちをよく考えてあげたいと思いました。 
子供を不安にさせない。 
見守り、傾聴。 
声かけのしかたなど。 
まず子供の方に立って話をきく。 
話を聞くだけでも、少しは理解してあげられるかな？ 
能動的に受け入れる。焦らないこと。 
北風と太陽のお話のように。 
一呼吸置いてから相手を見る。 
子供によりそう事。 
子供がのぞむ大人(親)になって関われるようにしたい。 
子どもに大きな期待は子どもにとり否定となる。 
子どもが望む大人になる。ということ。子どもに何か教えたとき、その理解の具合を確認し、フィー 
ドバックすること。 
育てにくい子の方が主役・・・育ててみえる親にとって嬉しい考え方・・・発見でした。 
厳しさよりも優しさが人を動かす力になるという言葉を日常生活から身につけて実践できるように 
なりたい。 
子どもの目線にたってよりそうこと。親も子も個性があるので、一人一人丁寧に大切にみていきたい。 
積極的に声をかけたい。 
もっと具体的にお話してほしい！子供と親との連携など！ 
具体的に話しかける。 
優しい気持ちで接する。 

     
 
 
 
 
 



＜本日の公開講座のご感想や公開講座で聞いてみたい内容は＞ 
子供の存在を通して大人が成長することに気づくことができました。ありがとうございました。 
現在中３の女子で小学 3年に他県より離婚により母親とともに実家に帰ってきました。小学 5年の頃より
他人との接触が徐々に苦痛になっていたようで、子どもらしい伸びやかさが無くなり内にこもる傾向が出
てきました。今、高校受験の大切な時期なので、どのような高校を選択したら良いか？本人はおとなしい
校風の学校を望んでいます。勉強もあまりせず、パソコンに夢中なので不安です。自分の云いたいこと
が上手に表現出来ず読みづらいかと思います。失礼！ 
ずい分昔になります。現場に居たことがあり困ったり困り感に寄り添うことは場面によって寄りそうことが
むつかしく思っていましたので興味があり受けさしていただきました。保護者に対しての対応もむつかしく
思ったこともありました。現場では生かすことができませんが参考になったかなと思いました。有難うござ
いました。 
今日はありがとうございました。仕事や自分自身子育ての中で難しいことに悩んでいることも多いので今
日はとても参考になりました。自分自身反省することも多かったです。 
小さい子供の支援する場所は多いが、中学生高校生、思春期の子供やその親はどこでどう相談したら
いいのか。育てにくい子として育っていって、思春期をむかえた子や親やそのまわりのかかわりについて
も、きける機会があるといい。たぶん育てにくい子は小さいときだけでは終わらない。 
今はアスペルガー、自閉など細かい病名がありますが、私の時代には変わった子、だけで過ぎていって
たので、その辺の感覚をこちらが変えて、受けとめるのがむずかしい。もう少し理解したいです。 
先生の経験により、得た本日の話は大変すばらしかったです。 
子育て中で、自分の接し方がどう子供に影響するのか心配、不安があり参加しました。本や文章で見れ
るような内容ではなく、実際どんなケースがあって、親にどう話し、子がどう成長につながったのか、ドキ
ュメンタリーな話が聞きたいです。 
ご講演ありがとうございました。 
暖房をきかせすぎ。 

講座の話での理解は難しいが質問の中での回答の方が理解しやすかった。内容が難しいと思う。 
始まった頃から睡魔におそわれぼんやり聴いてしまって申し訳ない気持ちです。 
孫育て(じいちゃん、ばあちゃん)について。 

もう少しふみこんだ話を聞きたかった。 
         


