
厚木市教育委員会だより「Ｅｄｕ Ｎａｖｉ」第４号（平成30年９月1日発行） 

インターネットモニターアンケート結果 

 

１ 回答者 

合計 78人 

性別 男性32人 女性46人 

年代 20代４人 30代15人 40代27人 50代11人 60代９人 70代以上12人 

 

 

２ 紙面で紹介した情報の中で、最も興味を持った記事はどれですか。 

１面「地域の学校 公民館」                            29人 

２・３面「学び続ける先生たち」「みらいの種」「イチオシ政策」            39人 

４面「「エデュナビフェイス」「親子のための耳よりインフォ」「数字で見るあつぎの教育」 10人 

 

 

３ 興味を持った（持てなかった）具体的な理由をお聞かせください。 

【１面】 

・地域の中で世代関係なく集える場所があることとても大切なことだと思います。 

・公民館の役割を知ることができたので。 

・公民館はもっと利用したかったなと思ったから。 

・いつも「公民館だより」で、参加したい行事の情報がないか見るのが楽しみだから。 

・公民館の地域差を感じます。南公民館や西公民館のようにあってほしいです。 

・公民館に馴染みがなかったので、知らないことがあった。 

・わたし自身、公民館をよく利用しているので、これからも利用しやすい公民館であってほしい

です。 

・地域の交流の場所として大切。 

・それぞれの学校等について知ることができた。 

・公民館には、選挙の投票に行くだけです。もっとＰＲした方が良いのでは。 

・地域社会における公民館の重要性のため。 

・ときどき公民館を利用しているため。 

・「公民館だより」で地元の公民館の催し物などの情報にふれているので、結構身近な存在である

ため。 

・地域の学校、公民館を身近に感じることができた。 

・公民館で開催されていることを知ることができたので。また他の市で、公民館がないところも

ありと知り、厚木がそういった面でとても充実していることを、知ることができたので。 

・公民館の記事が参考になったから。 

・興味があったので良かった。 

・近所の公民館の活用方法に興味を持った。 



・先日も公民館にて小学生の夏休み企画に参加しました。日常では体験できない経験や交流がで

き、今後も参加していきたいと思います。 

・公民館はたまに利用します。また、子供たちも安心して通える環境だと思います。色々な情報

があり、とてもありがたいです。 

・知らない内容が多かったので良かった。 

・余暇活動を有意義に過ごす場があることは、重要だと思いました。 

・自分が思っていた部分と異なることが多くあり、勉強になりました。 

・地域の住民がもっと利用できる学校や公民館のあり方を考えるので。 

・地域の学校、公民館の記事がもう少しほしかった。 

 

【２・３面】 

・２・３面の「学び続ける先生たち」に興味を持ちました。「教育は、人なり」。そのとおりだと

思います。子供達の教育、生活環境が異なる中、教える側の苦悩も多いことと思います。先生自

身も、健康に留意され指導力向上に努めていただきたいと思います。 

・先生達の一生懸命な顔や楽しそうな顔、いつもと違った表情が多く紙面に出ていて良かったと

思う。記事を読まなくて伝わってくる写真が多くて、素敵な紙面でした。 

・不断の学びは評価できます。ですが、知識や技術だけではなく、人間性・人格・道徳観・倫理

観・日常の言動などの向上にも努力して欲しいと思います。 

・教師も精進していると思った。 

・知っている先生が出ていたから。あと、先生も勉強しているのだと思いました。 

・先生の能力の差が無いようになるのは良いと思う。 

・先生方の努力を知ることができました。ありがたいです。 

・今は先生も多様な対応が求められるので、大変な時代だと思います。こういう活動の紹介や先

生も頑張っていることを記事にするのは良いことだと思いましたし、私自身も理解が深まりまし

た。写真に写っている方々の表情が素敵です。 

・「先生のための寺子屋講座」が有ることを初めて知りました。ボランティアなどを含め、教育に

関わる人も沢山居るので、教員以外の人も参加できるようになると良いです。 

・先生方も大変だと感じました。 

・授業内容の変化をもっと詳しく教えてほしい。 

・先生が楽しみながらも、真剣に学ぶ姿が伝えられていて、先生の存在がすごく身近に感じまし

た。子供達を育てていくことに先生の役割・責任は大きく、これからもしっかり自己研鑽に励ん

でもらいたいです。 

・時代がどんどん変化して、新しい指導法やＩＴ関連の知識にもついていかないといけない先生

たちは本当に大変だと思います。 

・教える側も努力が大変だと思いました 

・教員免許は更新制ではないけれど、より良い経験・知識を積んでいただきたいです。 

・保育園はたくさんあるみたいですが、先生は足りていますか。そのようなところにも力を入れ

るべきだと思いました。 

・今、教員への期待と教員の過重労働に目が向けられています。教員への期待の大きさから、一



方的に責任を押し付けてはいけないと思います。 

・教員の方が実際に教室で使える研修を受けられることは、とても良いことだと思った。 

・先生のための研修を実施しているのは良いことだと思いました。教員を続ける以上は、大学で

勉強してそれで終わりではなく、日々研鑽を重ね、己を高める努力を生徒に示してほしいと思い

ます。 

・先生たちは見えないところでも絶え間なく努力されているのだなと脱帽です。 

・子供がいるので。 

・記事に自分の娘のコメントが載っていてびっくりしました。そして、写真も娘とお世話になっ

ている先生が載っておりびっくりしました。大切に保管しています。 

・近年、教育方針の変化が著しく、親としてはありがたいことですが、教育側に立つと、授業を

続けながら新しいことを取り入れるのはとても大変だと思っていました。それとは異なりますが、

先生方も学ぶ場があると、意見交換もできるし、みんなで学べるという輪ができるので、こうい

った取り組みは若い世代だけでなく、教育者全体で取り入れていくことが必要になっていくので

はないかと感じました。 

・教員の方にも、生き生きと頑張ってほしい。 

・先生たちも生徒のために勉強されていて、感心しました。 

・先生の寺子屋、凄く羨ましく、興味が湧きました。良いシステムだと思います。 

・学校の先生に継続研鑽を続けて頂かないと困ります。グローバル化やインターネット普及など

子供を取り巻く生活環境・文化が大いに変化しています。変化に対応できない先生は退場してい

ただくしかありません。 

・教育者として、子供の成長のため、未来のため、自らも学ぶ姿勢を失わない先生のまなざしは

立派だと思います。先生はいつの時代も子どもの憧れ、そしてお手本であってほしいので、学び

続ける姿勢を貫いていってほしいと思いました。 

・先生のための寺子屋講座は、先生の自己研鑽に役立っていることが分かりました。 

・先生達も日々勉強していて、子供たちの成長のために頑張ってくれているのがよくわかりまし

た。 

・子供がいないため、教育する先生方のレベルアップを期待したい。 

・先生のための寺子屋講座があるなんて知りませんでした。日々学び続けている先生方、かっこ

いいですね。これからも子供たちのために頑張ってほしいと思いました。 

・教える側も 学びをやめずにいることが、子供達のためになると知りました。 

・学び続ける先生たちは当たり前のことだと思った。会社員も社内研修等があり、日々学んでい

ます。先生だけが特別なことではないです。研修で学んで、教育に生かしていくことは当然のこ

とだと思います。 

・「イチオシ政策」の日体大とスポーツ振興で連携。息子が「スポーツキャンプイン日体大2018」

に参加したのですが、ゴルフ、体幹トレーニング、ダブルダッチ、栄養学…と内容がすばらしく、

とても充実した一泊二日でした。参加できたことを幸運に思いました。 

・「イチオシ政策」はとても良い政策だと思いました。子育てに良い環境が整っていると感じまし

た。 

・「イチオシ政策」の給食に地場野菜を導入。これはどんどん推進してもらいたいです。幼稚園の



給食では、「今月の地産お野菜はキャベツ」など、ひと月に一種類で、他は輸入物を使用している

そうです。幼児の大事な食事で外国産野菜を食べさせたくないのですが、給食なので仕方なく。

来年からの小学校では給食のお野菜、是非期待しています。 

 

【４面】 

・厚木で義太夫語りが引き継がれているということを初めて知り、かつそのような文化的なこと

があるのだと驚いたので。 

・特に「数字で見るあつぎの教育」は、いつもと違った観点で面白かったです。 

・初めて知った内容が多かったから。 

・鮎まつりに、教育委員会ＰＲブースを出展されたとのこと。とても良い取り組みだと思いまし

た。 

・児童のヘルメット着用率の記事を見て、我が子も自転車を乗るようになったら準備しようと思

った。 

 

【その他】 

・私に子供がいないのであまり学校は身近なものではないので。 

・「エデュナビ（Edu Navi）」って初耳です。 

・特になし。 

・特にない。 

 

 

４ １面で公民館の取組について紹介しましたが、どのような講座や催しであれば参加したいと

思いますか。 

・土・日曜で開催した方が参加しやすい。 

・子供の「ある・なし」関係ない人が参加できる料理教室。 

・赤ちゃんからお年寄りまで集えるイベントがしてみたい。 

・ＬＧＢＴ関連の講座。 

・回覧や掲示だけでは参加し難いですね。まずは、参加のきっかけ作りの充実を期待します。 

・気楽に身体を鍛えられる(エアロビ、ストレスなど)、気楽に作品作りに取り組める(大人の塗り

絵)。 

・薬膳料理。 

・子供と参加できる講座。 

・生活の知恵がつくような講座や、現代人が忘れてしまったけど覚えておかないといけないよう

なことに関する講座。 

・仲間が増えるような講座。 

・高齢者の運動教室。 

・20代から40代向けなどの年齢限定したもの。 

・無料の実用講座や趣味講座、無料駐車場確保の上でのイベント。 

・手話に興味があるので、手話教室。 



・国際情勢や資産運用。 

・写真に関する講座を希望します。デジタルカメラの普及に伴い、カメラの機能、撮影方法等学

びたいことが多くあります。 

・親子で楽しめる講座。 

・お茶会 おしゃべり。 

・手軽な運動教室。 

・識見豊かな講師による講座。話したがり屋の薄っぺらな話はダメ。こういう人多いです。 

・ネイルケア。 

・年寄りが楽しめる、落語や物まねなどの演芸を望みます。 

・子供と参加できる物作り。 

・健康食品、健康管理に関する講座。 

・写真に掲載されている座禅教室は面白そうだと思いました。家庭菜園をやっているので、農家

の方にコツを教えてもらいたいです。 

・地域の歴史講座。 

・古文書の講座があれば受講してみたい。 

・特になし。 

・親子で楽しめるもの。 

・模型の製作。 

・公民館での講話会、子供向けおはなし会。 

・運動や趣味に繋がるもの。 

・特に希望はありません。 

・気軽に参加しやすいもの。ハーバリウムや雑貨づくり。 

・日中の時間帯だけではなく、土・日曜や夜の時間帯にも各種講座がたくさんあればいいと思い

ます。 

・仕事終わりの夜にやってくれる講座を希望します。 

・平日は無理なので休日に。 

・厚木のことや地域のことを知ることができる講座、子どもや自分の見聞を広げることのできる

講座に参加したい。 

・英語、料理、工作、もっと、たくさんあるといい。 

・厚木は古来より歴史を誇る町ですが、新しく居住した人たちが過半数であると思います。地域

の歴史を語る場などがあれば、さらに住みやすく、歴史のある町と実感できそうです。 

・英会話、資格取得支援講座など。 

・楽しい催し。 

・地域の活性化として親子で参加できるイベントがあればよいと思います。 

・厚木北地区は公民館が古く小さく、場所も利用しづらいのでそちらの改善の方を期待します。 

・化学系の実験やジオラマやプロの技が見られるなど、子どもと一緒に参加できるもの。 

・日本酒についての講義。 

・特になし 

・平日は仕事があるので、土・日曜に開催され、思いっきり趣味性に振った講座であれば、興味



が湧くかもしれません。 

・特になし。 

・親子で参加できるものが良いと思います。 

・誰もが気軽に参加できる企画を希望します。 

・特になし。 

・プロの陸上長距離選手による講座があると良いです。練習メニューや体のケアの仕方などを教

わりたいです。 

・個人的に、最近眠りが浅くなっているので、睡眠学のような講座があれば、すぐにでも参加し

たいです。 

・特に公民館の講座や催しに参加したいとは思わない。 

・味覚の秋。おいしく食べて健康ダイエット講座。 

・話し方教室や手話教室、ペン習字のような教養講座があると参加したくなる。 

・公民館の運営イメージをより良くＰＲして欲しい。 

・私の年代でも気軽に受講できる講座。公民館は敷居が高い。 

・1人で参加する子供でも楽しめるようなイベントを催したら良いと思います。(グループワーク

など)。それから、風車を一緒に作る体験や、一緒に焼き芋を焼いて食べる体験などが楽しいと思

います。 

・高齢者と子供たちが触れ合えるような講座やイベント。 

・子供でも参加しやすい講座。 

・自己啓発の講座。 

・特に意見はありません。 

・演芸教室、手品教室、音楽演奏教室。 

・誰でも参加できる料理教室など、世代間の交流イベントがあると良いと思います。 

・防災や減災の講座。 

・特にない。 

・運動や勉強など、子供たちが学校で学んでいることの大人版で、習い事感覚で通える講座。 

・特になし。 

・小さい子供と一緒に体を動かして楽しめる講座。 

・幼稚園児も参加できる親子料理教室など。９月22日の昔のお菓子作り教室は珍しく幼児歓迎だ

ったので喜んで真っ先に申し込んだのですが、抽選で外れてしまい、がっかりでした。もう少し

幼児も参加できる食育関係の講座を増やしてください。 

・大人と子どもが特技を増やせるような催し。例えば、けん玉検定を目標にしたり、年齢に関係

なく仲間になって切磋琢磨できたりする講座はどうでしょうか。 

・地域のお年寄りや、子供達が一緒に楽しめるような折り紙や紙細工などを作る催し。 

・既に開催している講座や催しもありますが、親子料理教室は家庭ではなかなか一通りできない

ので、良い時間がつくれて参加しやすいと思いました。 

・災害が多いので、親子で体験できる災害知識等。子供と一緒に体験できる理科教室等々。 

・花関係や心理学関連など。 

・1日講座、英会話などの語学（語学の場合複数日程で、かつ休日開催）。 



 

５ その他、今回の「教育委員会だより（Edu Navi）」について、意見、感想があればお聞かせ

ください。 

 

・今後とも色々な活動を取り込んで欲しい。 

・大人になって、社交的で満遍なく教育指導ができる小学校の先生はすごいと思っていました。

子供達と同じようにダンスをしたり、新しい事を教えしたりしてくださったのは、先生になっ

てからも研修などで勉強をされているからだとわかりました。 

・教育委員会の取り組みなど積極的に配信して欲しいと思います。 

・役立つ情報が多かった。 

・次号も読ませてもらいます。 

・特になし。 

・毎回知らないことが多く、勉強になります 

・寺子屋が、市で行っている研修事業なのか、県主体なのか、国なのか、曖昧でよく分からなか

った。寺子屋の内容については具体的エピソードがありよく分かった。 

・本体（広報あつぎ）との違いがよくわからないです。 

・先生方が学んでいらっしゃる姿を見て、安心して子供を任せられると感じました。 

・特になし。 

・家族に学生がいないと、どうしても関係ない冊子と思ってしまうので、税金を納めているから

には、いろいろな人に読んでもらえる工夫が必要だと思う。 

・教師の方々も勉強していることを知りました。 

・社会教育と学校教育の在り方の他、スポーツに関する教育についても掲載して欲しい。 

・発達障害がある子たちへの取組など特集してほしい。 

・「エデュナビ（Edu Navi）」って初耳です。 

・特になし。 

・公民館に配布している予算の配分に市がタッチしてほしい。 

・ありません。 

・自転車のヘルメット着用について、もっと知りたかったです。子供に着用させるために親も一

緒に購入しようと量販店に行きましたが、大人用は無いと言われました。厚木の量販店では大

人用も扱ってもらえると子供の着用率ももっと上がるように思います。 

・地道にいろいろな活動が行われていることが良く分かった。 

・他の場所では公民館が少ないということを知らなかった。厚木市にはかなりの数の公民館があ

って便利だったのだと気づいた。 

・残業や部活などいろいろとニュース等で取り上げられていますが、先生たちも頑張っていただ

きたいですね。 

・参考になりました。 

・郷土芸能学校なるものがあることを初めて知った。 

・教育委員会の発行であれば、ターゲットを子育て世代に絞って子供も楽しめる紙面にしたらい

いのではないか。 



・新しい情報発信源として進歩していること望んでいます。 

・特にありません。 

・余り馴染みのない義太夫語りの朝倉さんを「ＦＡＣＥ」で取り上げておられましたが、共鳴す

るものがありました。これからもいろんな分野で地道に活動され、社会に貢献さている方をピ

ックアップして下さい。 

・今後も楽しみにしています。 

・学校給食に地場農産物を取り入れていることは、食べ物を残さず大切に食べ、農家の苦労と、

その努力の味をおいしくいただく点でも大変良いことだなと思いました。 

・ネーミングが発音しにくいです。 

・色々知ることができて良かったと思う。定期的に発行してほしい。 

・写真が多く、写真をまずみて、記事も読んでみようという気持ちになりました。 

・良いと思う。 

・少子高齢化になりましたが、教育委員会が主体となって、次世代を背負う若者に対するケアを

することはとても大事だと思います。 

・特になし。 

・分からない。 

・１面の記事は何について書いているのかわかりづらかったです。"Edu Navi"のロゴが目立って、

記事タイトルが埋もれていました。一方、２，３面はわかりやすく見やすいレイアウトだった

と思います。内容も先生たちの挑戦が書かれていて、分野は違いますが刺激を受けました。 

・先生にとっても、悩み相談ができる、働きやすい環境ができてほしい。 

・興味のある講座があったので、早速友人を誘って情報の収集をしようと思う。 

・特になし。 

・市立小学校に通う児童のヘルメット着用率が 73.7%と、意外と少ないことが分かりました。不

幸な事故に合わないようにすることも大切ですが、万が一巻き込まれた際に身を守るものとし

て、100%に近づける活動を進めてほしいと思いました。 

・私の場合、子供はとっくに成人してしまい、今のところ孫もいません。子供が学生の時は、必

然的に Education 関係の情報は、今みたいにネットで得ることは出来ませんでしたが、情報を

得ようと気が付くと第六感を働かせていました。今現在は、全くと言っていいほどそのような

情報には関心が向かなくなりました。おそらく子供に孫が出来れば、また目を向けていくと思

いますが。 

・現在は4面ですが、可能であれば、もっとボリュームアップして内容を充実すれば良いなと思

います。 

・明るい面だけでなく、課題に関しても記載すべきではないかと思った。 

・今後も私たちの知らない教育の世界をぜひ紹介してください。 

・特になし。 

・このまま継続して欲しいです。 

・市内の何校かにある「通級教室」について詳細を知りたいです。 

・ヘルメットの助成について、年度が替わればまた助成を受けられることを知らなかった。 

・先生も、生き生きと活動できるようになってほしい。 



・読み応えがありました 

・特になし 

・特筆すべきことはありません。 

・知らない内容がまだまだあり、興味深かったです。 

・いわゆる義務教育を受けるべき世代である小学生に関する記事から年配の方の生涯学習まで、

幅広く特集を組んでいたのが良かったと思います。 

・「イチオシ政策」で具体的な活動内容を知ることができて良かった。 

・教育委員会が普段どんなことをしているのかわからなかったので、先生達のことなど、普段知

らない情報を知ることができてよかったです。 

・学校に通う子がいないので参考になります。 

・特に意見はありません。 

・定期的な発行は今後も継続してほしい。 

・教育委員会がどのような活動をしているかよく分かり、毎回楽しみにしています。 

・給食に地場農産物を使用しているのは、いいですね。季節ごとに加えて、もっと回数が増える

といいなと思いました。 

・特にない。 

・先生方の頑張りが伝わり、とても楽しく読めました。 

・特になし。 

・時代とともに教育指針や内容が変化してきて、それに対応するために教師らがさまざまな研修

を受けていることを知った。子供たちが意欲的に学べる環境が整えられることは大切だと思う。 

・先生の勉強会があるのは知っていましたが、内容までは知らず、こんな研修してるんだと興味

深く読ませていただきました。先生って大変ですね。 

・終わった催しだけでなく、これからの催しの紹介があれば良いと思った。例えば、教育委員会

ＰＲブース、事前に知っていたら覗いてみたかったと思いました。 

・厚木市で教育を受ける事が安心であると 印象づけられると思いました。子供達の未来の為に そ

れを知れる事は 全ての保護者にとって安心感があります。 

・職場が小学校で、我が子の学校でＰＴＡの本部役員をしている関係で、週の殆どでどちらかの

学校に滞在しています。そこで見るのは、先生方の努力と心持ち、日々の更なる勉強・研究、

児童との関わりの模索…他に沢山のことを抱えながら笑顔で毎日の学校生活を送っていらっし

ゃること。本当に尊敬し頭が下がる一方です。その為、このような様々な場面を紹介すること

はとても良いことと思いました。 

・先生や警察が信じられない時代になっているように思います。先生の仕事は激務で割に合わな

いという言葉も聞きますが、誇りと「心」を持った先生が増えてくれることを願います。 

・全体的に興味が持てるものではなかった。 


