令和 2 年度
札幌市 PTA 協議会オンライン研修セミナーアクセス解析レポート
及び視聴者アンケート報告
オンライン研修セミナー総括
本年度は、初めてのオンライン研修セミナーでありましたが、視聴された会員の方には好評で、ホームペー
ジのアクセス数も 12 月 14 日~20 日までの PV 数（ページビュー数）は 1,635PV あり、セミナー視聴ページは
373PV ありました。視聴端末の内訳として、モバイル端末が全体の 61.85%、次いでデスクトップパソコンが
33.41%、タブレット端末での視聴が 4.74%との結果が出ました。初めてのオンライン研修セミナーで限られた
期間での準備・告知でありながら、たくさんの方に視聴して頂くことが出来ました。
アンケートでも「次回もオンラインで開催して欲しい」「視聴期間を長くしてほしい」と次年度以降も、オ
ンライン研修セミナーへの期待値が高い意見や感想が多く見受けられました。また、「親子で視聴した」「普
段は平日開催の為、仕事で参加できないが前から興味はあった」「小さい子どもを抱えて講演に参加するのは
気が引けるが、今回は参加できた」というような感想もあり、現在のライフスタイルに合った開催方法を選択
する事で多くの会員の要望に応えられる可能性を感じられました。
今後数年間は、コロナ禍によって北海道の経済活動が低迷し、生活を維持するために仕事や家庭における拘
束時間が増え、感染予防対策への取組みに対し敏感になる事が予測されます。会員の「PTA 活動のオンライン
化」への忌避感が少ないことを踏まえ、今後は移動時間や場所に拘束されずに、非接触で行えるオンライン活
動を積極的に利用することで、より効率的で質の高い活動が望めるのではないかと考えます。

ア ン ケ ー ト 総 括 （ 12 月 20 日 23： 59 時 点 /ア ン ケ ー ト 回 答 数 36）
本年度は、コロナ禍中という事もあり、オンライン研修セミナーへの切り替えは好評でした。参加できる
日時も猶予があったため、例年参加できない会員の方もアンケートの回答者に見受けられました。また、一方
で参加方法についての質問に対し、「参集型」「オンライン型」と選べるようにして欲しいとの要望も多く、
それぞれのメリット・デメリットを把握し、次年度以降の課題として捉えたいと思います。
質問１）どちらの地区にお住まいですか？
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質 問 ２ ） セミナーに参加したのは何回目ですか？
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質問３）初めてのオンライン研修セミナーでしたがいかがでしたか？

次年度もオンライン研修セミナーで参加したい
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オンライン又は参集型講演選べるようにして欲しい
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質問４）セミナーの開催時期はいつがいいですか？
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質問５）開催する曜日はいつがいいですか？
日曜
3%

月曜日

火曜日

5%

11%
水曜日
3%

木曜日
5%
金曜日
3%

いつでも良い
64%

土曜日

6%

質問６）講演時間はどのぐらいが良いですか？
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質問７）今回の講演の内容はいかがでしたでしょうか？（※複数回答可）

自分の私生活や仕事に役立てたい
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子どもの成長に役立てたい
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今後のPTA活動に役立てたい
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いつか役に立つと思う
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質問８）講師、セミナーの内容についての感想がありましたらご入力ください。

忘れかけていた当たり前のことを、思い出させてくれました。講演内容も難しくなく、良かったです。
異業種でも共有したい価値観がたくさんある。明日から新鮮な気持ちで子供達に向き合えます。ありがとうござい
ました。
大変興味深く聞かせていただきました。以前より金田一先生のお話には興味がありました。ワークショップ形式で
はなかったことを残念に思いますが、次回への興味へつながりました。子育ての中で心から認めることがどれだけ
できているのか自問する時間でした。片手間で話を聞いていないか内省する時間でした。日ごろから「気持ちは言
葉にしないと伝わらないよ」と子供に話していますが、それを自分自身どれだけできているか改めて考えさせられ
ました。そして今日から、子供に話す言葉にもより説得力が増すように自分自身も実践していきたいと思う時間で
した。「負けるな！！」この言葉に励まされ、その言葉を有効的に使って励ませるように親も学び、実践していか
なければなりませんね。ぜひ、今度は生でお会いしてみたいと思えました。オンラインでの開催、ありがとうござ
いました。
人として母として接客業をする身として今後更に考えて行動に出して行きたいと、強く思いました。
うちの 4 人の子供達が金田一先生に大変お世話になり、今回のセミナーの講師が金田一先生と知り、とても楽しみ
にしていました。やはり、講演内容は大変面白く、しかもわかりやすく、私でも実践していけそうな内容でした。
ありがとうございました。お元気そうなお姿を拝見出来て嬉しかったです。生でまた、お話しを聞きたいです。
・マイクの響きで聞こえづらいところがあった。
・その場にいた方の反応（笑い声や感嘆）がなく講師がやりにくそう。
・ホワイトボードは見えない。
コロナ禍で想う心を失っている人が自分も含め増えたように感じます。大変貴重なお話有り難うございます。
子育てをしている中で「認める」ことで子どものその後が変わる経験をしていたので、「認めて欲しい」欲求を感
じとる大切さを再確認しました。「頑張れ」の代わりの言葉を探す事があり、「負けるんでない！」使ってみたい
と思いました。ありがとうございました。
最初から涙が出てしまう 講座でした。同じ様な経験があり わかっているけど一歩が出なかったり、心のどこかで
後悔があったのでしょうね…それと、先生の 一言一言や言葉の表現の素晴らしさに感心いたしました。
見習いたいと思います。素敵な講座をありがとうございました。
とても素晴らしい、講演内容で、心が軽くなりました。

ありがとうございました。

金田一先生の想いが伝わってきてとても感動しました。
画面越しでしたが、魅力あふれる人柄が伝わってきました。
吉永先生の ANA のチームの話は大変感動いたしました。
少し聞き取りにくかった。
金田一さんがショッピングキャスターをされていたことを知っていたのでどんなお話しをされるのか興味があり、
今回拝聴させて頂きました。言葉の習慣化についてのお話では、自分の相槌は相手を肯定出来ているものだったの
か「はっ」としました。金田一さんのお話は自ら感じた事や経験で、言葉に力と説得力がありました。とても勉強
になりました。
想う心の先生を視聴しました。子どもにどんな人になってほしいのか、また働くことについて学びがありました。
半面、ネット社会では想う心の表現を偽善と言われることがある、他へ関心と感性を持つことで必要以上に自分が
苦しくなる、こんな子どもの環境では美しい理念も通用しないのが現実。成果主義をやめて自分らしくいることに
価値を見出せる親でいたい。

吉永さんの実際のエピソードを交えたお話に何度も涙が出ました。とても感動的な内容でした。
丁寧で柔らかな語りや軽快な明るさであっという間に時間が過ぎました。素晴らしかったです。
コロナ禍である今年は時間的には余裕がありながらも、感染対策が必須となった日常の細かい効果や実用性ばかり
に目が向き、人を想う心がずいぶん足りなくなっていることに改めて気が付きました。
チームでなければなし得ないものがある事を、日々の中から子ども達に伝えられるよう自らを律して行きたいと思
います。
二つのセミナーを聞きました。相手を思う気持ち、自身や他者を認める、伝えることの大切さ、など当たり前であ
りながら忘れがちな事を振り返りました。これらを忘れず明るく気持ちよく過ごしたいと思いました。
想う心は伝えないと伝わらないという言葉が印象的でした。子供たちにも培われるよう、自分も自然に伝えられる
人間になりたいと思いました。温かい逸話が多く、途中から泣きっぱなしでした。ありがとうございました。
言葉の持つ影響について改めて考える機会を持てました。うなずきと相槌をちゃんと伝えられる、笑顔で感謝でき
る人になりたいと思いました。ありがとうございました。
内容に変化があって大変によかったです、後半は感動しました。
どちらの講師の方のお話も興味のある内容で大変良かったです。９０分長いかな・・・と始め思いましたが、あっ
という間でした。仕事で保育補助をして 1 年ですが、生かせそうな事がありました。ありがとうございました！吉
永先生のインスタのフォロー、金田一先生の紹介されていた本を早速、図書館で予約しました！
子どもとの関わり方で、変えなきゃと思っていたことを改めて教えられた。for me になっていたことを気づかされ
た。相槌を打ちながら、相手を受け入れて話を聞くようにしたいと思った。
どちらの講演も拝聴しました。吉永様のお話は一貫性があり、エピソードのおかげでわかりやすかったです。金田
一様は例え話がいくつも出てきて混ざってしまい、わからなくなりました。色々と話したいのはわかりますが、エ
ピソードは２つまでにしていただけると、より伝わりやすいと感じました。
心に響く講演でした。チームで、という言葉は、PTA の講演として大切なテーマだと感じました。客室乗務員の経
験や、接遇のプロということで、大変聴きやすく、引き込まれる話の数々でした。
子供との接し方の基本を学ぶことが出来ました。
とてもありがたい内容で、ぜひ期限を決めて、この後も拝聴したいです。
元客室乗務員の方のお話を伺うのは初めてでした。乗客と接する際の配慮があることはわかってはいましたが、講
演でのお話ほどまでに深い想う心があるとは認識していませんでした。日々の生活の中で私も少しでも実践できた
ら、家族や職場の人間関係が大きく変わるだろうと思いました。
とてもありがたい内容です。
吉永先生のお話を少し聞いてから、これは高校生の娘にも聞いてほしいと思い、一緒に視聴させていただきまし
た。娘はこの様なセミナーは初めてでしたが、『面白かったね。良かった！』と言っておりました。
年頃の娘なので同じ話を私がしても馬耳東風な所があるのですが、第三者の方からのお話だと素直に入ってくるよ
うで、今回のオンライン視聴は大変ありがたい試みでした。

質問９）今後、招いてほしい講師について、お名前をご記入ください。

また、金田一 仁志さんのお話を聞きたいです。（2 件）
パントマイムの『カンジヤママイム』さん。動育で、心を動かされます。
目を離せませんので、印象に残ると思います！
スポーツ指導者など
中野信子さん

質 問 10） そ の 他 、 ご 感 想 ・ ご 意 見 を お 聞 か せ く だ さ い 。

外に出ることが難しい環境の中でも、このような機会を与えていただき、ありがとうございます。
参加型のセミナーは興味があっても仕事の都合で時間や日程を合わせるのが難しく参加出来ませんが、オンライン
でのセミナーは時間も好きな時に観られるのでとても良かったです。
・PTA 研修がオンラインになって、小さな子供がいても真冬の悪路でも公演が聴けて嬉しい。
・学校 PTA の講演も中止にしないでオンラインで開催してほしい。
・インクルーシブ教育や障害について知りたい。同じ学校内に支援学級があるにもかかわらず「障害とは何か」の
説明なしに共生は無理だと思う。子どもだけでなくその親にも意識が必要。自ずと「人権」「虐待」も理解できる
と思う。
オンラインは見たい時に見られるのがいい。交通費もかからないし。講演会をオンデマンドで買い取って配信、日
P 連で回せば PTA 会費の削減になりますね。真夏の教室へのクーラーの財源にするとか。心は身体あってこそで
す。
平日は仕事がありますし、休日は子どもの送迎などで忙しくしているので、今回のような動画配信がとてもありが
たいです。また、家事の合間に細切れに見たり、キッチンでながら見をしたり、1.25 倍速で少し早めに視聴するこ
とで手早く見たりすることもできました。
オンライン化によって初めてセミナーに参加することができました。開催ありがとうございます。
時間がある時に視ることができ、とても良かったです。カメラの切り替えもあり、見やすかったです。
内容に興味はあったのですが、90 分というのが 最初の一歩を遠ざけてしまいました。見始めるとあっという間で
したが、家で見ると途中で数回止めながらになってしまう…という感じでしたので
携帯ではなく、ＰＣで視ることをオススメします。
始めて参加しましたが、動画配信は都合のいい時に聴くことができて、大変良かったです。参加し、ためになりま
した。
オンラインだと自由な時間帯や曜日で見られるので、スケジュールが立てやすく受けやすく、とても良かったで
す。いつも仕事などと被って行けなかったりしたので、今回の講演会は画期的で貴重でした。コロナでも良いこと
がありました!ありがとうございました。
時間が少し長く感じましたが内容は素晴らしく、
自分の時間に合わせて見られるセミナーは良かったと思います。
仕事や子育てがあり会場に行くのは、都合がつかなく諦めることも多いのですが、オンラインセミナーは時間のあ
る時に見られるので大変ありがたかったです。また開催を希望します！
今年はセミナーの参加をあきらめていましたが、オンラインで参加できて良かったです。
初めてのオンライン研修セミナーということで、準備など大変だったと思います。開催してくださりありがとうご
ざいました。

音声に関して、吉永様はハンドマイクで話していたので聴き取りやすく何の不自由も感じませんで

したが、金田一様はハンドマイクの時は聞き取りやすいのですが、演台のスタンドマイクだとアクリル板に反響す
るからなのか何をしゃべっているのかよくわからない時間が多くて、残念でした。金田一様は俳優という仕事柄も
あり、体を動かして話されるので、ヘッドセットマイクなどを活用したら良かったのではと感じました。
オンラインの研修は初めてでしたが、自分の都合の良いタイミングで受講でき良かったです。
オンラインの形であったので、参加できました。
いつもは気になっていても、会場に足を運んで聞く時間がとれなかったので、とても有難い取り組みでした。

以上

