
2021山梨の教育みらいフォーラム事後アンケート結果
申込人数 参加人数 回答人数

大学生 43 34 19
高校生 111 104 55
合　計 154 138 74

事後アンケートの内容
1 あなたは 高校生 大学生

2 出身地 山梨県

3 フォーラム全体の満足度 満足 おおむね満足 やや不満 不満

4 ３．で「満足」、「概ね満足」と答えた理由 （自由記述）

5 ３．で「やや不満」、「不満」と答えた理由 （自由記述）

6 第１部の満足度 満足 おおむね満足 やや不満 不満

7 ６．で「満足」、「概ね満足」と答えた理由 （自由記述）

8 ６．で「やや不満」、「不満」と答えた理由 （自由記述）

9 第２部の満足度 満足 おおむね満足 やや不満 不満

10 ９．で「満足」、「概ね満足」と答えた理由 （自由記述）

11 ９．で「やや不満」、「不満」と答えた理由 （自由記述）

12 現在、学校の先生になりたいですか。

13 どの校種または職種になりたいですか。 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 養護教諭　 栄養教諭

14 山梨県でなりたいですか。

15
フォーラムについて、ご意見・ご要望があれば自由に
書いてください。次回の参考にさせていただきます。

（自由記述）

その他（自由記述）

はい その他（自由記述）

なりたいと考えている なりたいと考えていない どちらともいえない

【別添資料２】



1 2 出身地
高校生 55 74.3% 山梨県 70 94.6%
大学生 19 25.7% その他 4 5.4%

（長野１、群馬１、東京１、茨城１）

3 全体の満足度 6 第１部の満足度 9 第２部の満足度
満足 45 60.8% 97.3% 満足 55 74.3% 97.3% 満足 43 58.1% 90.5%
おおむね満足 27 36.5% おおむね満足 17 23.0% おおむね 24 32.4%
やや不満 2 2.7% やや不満 2 2.7% やや不満 7 9.5%
不満 0 0.0% 不満 0 0.0% 不満 0 0.0%
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第２部の満足度（大学生） 第２部の満足度（高校生）
満足 10 52.6% 94.7% 満足 33 60.0% 89.1%
おおむね満足 8 42.1% おおむね満足 16 29.1%
やや不満 1 5.3% やや不満 6 10.9%
不満 0 0.0% 不満 0 0.0%

12 現在、先生になりたいですか。 13 どの校種または職種になりたいですか。14 山梨県でなりたいですか。
先生になりたいと考えている 65 87.8% 小学校 28 37.8% はい 67 90.5%
先生になりたいと考えていない 2 2.7% 中学校 31 41.9% その他 7 9.5%
どちらともいえない 7 9.5% 高等学校 13 17.6%

特別支援学校 0 0.0%
養護教諭 1 1.4%
栄養教諭 1 1.4%
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大学生 大学生 高校生 大学生 大学生 高校生

現役で活躍されている
先生方のパネルセッ
ションを通して具体的
に仕事をイメージしや
すかったり、採用試験
に関する情報を細かく
教えていただけたた
め。

先生方から直接お話を
聞けたので、より教員
という夢が身近に感じ
ました。高校生同士で
も話し合えたので、自
分に近い意見を聞くこ
とができて良かったで
す。

「先生」に関する様々な
ことについて、学校や
学年は違うものの同じ
夢を持つ人達と言葉を
交わすことで、新たな
考えが生まれたり、自
分の考えを深めること
に繋げられたと感じる
から。

現役の先生の話や、同
じ職業をめざしている
現役の先生の話や、同
じ職業をめざしている
同級生たちと話すこと
ができ、同級生たちと
話す現役の先生の話
や、同じ職業をめざし
ている同級生たちと話
すことができ、ことがで
き、有意義な時間を過

教科別のことや教師の
一日のスケジュールな
ど細かいことが知りた
かった為

昨年とほぼ同じ内容
だったので。分科会も
あまり得られるものが
なかった。

現場の先生方のお話
を聞かせていただける
貴重な機会をありがと
うございました。私も先
生方のように魅力のあ
る教員になりたいと思
いました。

様々なタイプの先生方
のリアルな体験談を聞
くことで、自分の視野を
広げられたと思うから。
また若い先生方という
こともあり、身近に感じ
られたから。

実際に教壇に立たれ
ている先生方のお話を
聞き、将来山梨県で教
育に関わりたいという
思いが強くなったから
です。また、生の声を
聞くことができ、楽し
かったです。

高校では高校教員に
ついてしか聞けない
が、小中、栄養、養護、
特別支援と、同じ教員
でも違うところの話も聞
くことができたから。

もっと先生方の大変な
部分、つらい部分を聞
きたかった

知りたいことや現役の
先生方の話を聞くこと
で、学校の様子を知れ
たり、教員の魅力につ
いて再確認できたりし
たから。

実際に働いている先生
方の声をたくさん聞け
たし、進路に対する不
安が今回参加したこと
で少し解消したから。

教職のことを今まで以
上に知ることができた
し、同じ目標を持つ人
たちを意見を交わすこ
とができて、とても貴重
な経験になり、勇気も
もらえました。

まとめて「学校の先生」
という仕事についてで
はなく、小中高校や養
護教諭,栄養教諭に分
けてそれぞれのリアル
な内容を知ることがで
きた

教員の実態や学校の
様子などについて知る
ことができた。時間制
限のあるなかではあっ
たが、質問に回答して
いただきたかった。

小学校から高校、特別
支援学校など、色々な
現場で教員として働い
ている方々に話を聞け
て、とても充実した良い
時間になったから。

実際に教員として働い
ていらっしゃる先生方
のリアルな声を聞くこと
が出来、進路選択にお
いて参考にしようと
思った。

現場ではたらく先生方
のリアルな声や、ネット
で調べても出てこない
ような一日のスケ
ジュールなどを知るこ
とが出来たので。

パネラーの先生方が
日常に心がけているこ
とや教職でのやりが
い、大変さをわかりや
すく説明していたから

非常にためになるお話
ばかりでよかったで
す。また教師志望の方
の意見などが聞けてよ
かったです。

様々な種類の教師の
ことについて知ること
ができた。グループの
人達と会話をしていろ
んな考え方が得られた

尽きたい職業の生の
声を聞くことができ、自
分自身の職業選択へ
とても参考になったか
ら。

パネルセッションで先
生方の教師としての生
活のイメージや大切に
していることを聞くこと
が出来たため。

実際に教育現場で働
いている先生方のお話
を伺い、より深いところ
まで、教育について知
ることが出来たから。

今まで知らなかった先
生の裏側まで知ること
が出来て、将来の夢を
決めるひとつの手立て
になったと感じるから。

小・中・高による違い
や、支援学校につい
て、養護教諭、栄養教
諭の話も聞くことがで
きたから。

現場の先生方の話を
聞くことができたこと
や、教採についての情
報を得ることが出来た
からです。

同じ世代の人と意見交
換を沢山できたこと。ま
た、現役の先生の話が
とても良かった。

実際に先生の話を聞く
ことができたり、同じよ
うに先生を目指す同世
代の人と話ができたか
ら。

教員の仕事のやりが
いや他の高校生のなり
たい教師像などについ
て知ることが出来たか
ら。

教員という仕事におけ
る「教育」だけではな
く、システムや経験上
の面白さを教えていた
だいたから。

実際に教員になった方
の生の声が聞け、有意
義な時間を過ごすこと
が出来たから。

実際の教員になった
方々からの話が聞け
て、少し教員がどのよ
うなものなのかを理解
することが出来た。

山梨で先生になること
を詳しく知ることができ
たし、県外との場合も
比べて教えてくれたこ
とで、納得できた

実際の先生方の話も
聞けてとてもよかった
です。ありがとうござい
ました。

普段あまりこのような
交流する機会がないの
で、同じ教員を志す歳
の近い人との交流が
新鮮だったから。

自分のなりたい職業で
悩んでいてこの機会で
かなり教師という仕事
内容や大変なことが分
かったため

現役の先生から話を聞
けたのは、貴重な体験
だった。また、同じ夢を
志す同級生がたくさん
いることを知れた。

校種ごとにどのような
違いがあるのか、地元
で教師になるメリットな
ど分かりやすかった。

実際に働いていらっ
しゃる先生方の意見
や、実態をすることが
できたから

学校ではあまり聞かな
い教職の知らなかった
1面も知ることができま
した。

先生方から直接聞けた
ので、小学校の先生に
なりたいという気持ち
が強くなりました。

現役の先生方の話や、
来年の採用試験に向
けて具体的な説明を聞
くことができたから。

知りたいことをほぼ知
ることができ、同じ高校
生の仲間と意見交換を
することができたから。

色々な視点から山梨
県で先生にもなること
についての話を聞くこ
とができたから。

利点ややりがいだけで
なく、大変なところも教
えていただけたため。

現役の先生方などから
現在の教職について
聞くことができたから。

詳しく教員のやりがい
や心得などを知ること
が出来たから

教師の魅力ややりが
いについて知ることが
出来たから。

普段聞くことができな
い先生方の本音を聞く
ことができたから

先生方の実際の話や
教員になるまでの流れ
について詳しく聞けるこ
とができたから。

教員になるということに
ついて、現実的なこと
をふまえながら真剣に
考える機会になったの
で良かった

とてもわかりやすい
フォーラムだった。一
部、二部共に有意義な
時間だった。

先生達から実際の話を
聞いたり同世代の方々
とリモートでお話するこ
とができたから

現場の先生方のリアル
な話を聞くことが出来
たから。

現教員の方々が自分
の気になっていたこと
に関して話してくださっ
たから。

色々な角度からの先
生方の意見や状況を
聞けたから。

現場でないと分からな
いことをたくさん教えて
いただけたので良かっ
た

若手の先生の話や、教
員採用試験の内容に
ついて聞けたのが良
かった。

先生達がどう思って仕
事をしているのかなど
沢山知れたから。

教員についてより深く
知ることができ、興味
を持てたから。

自分がなぜ教師に興
味を持っているのかが
分かったから

現役の教員の方のお
話が非常に参考になっ
たため。

先生達のやりがいや
大変な事などが分かっ
たから。

現役の様々な先生が
トークしてくれ、わかり
やすかった

知らなかったことや気
になっていたことを知
れたから

小学校教員や養護教
諭等幅広い現場の経
験を知ることが出来た

現役の先生方や同級
生の生の声を聞くこと
が出来たから

同世代の人と意見交
換をする機会になって
良かったから。

コロナ禍でなかなか他
の人と話すといった経
験がなかったから。

さまざまな校種の先生
方の話が聞ける良い
機会となった。

現場で働いている先生
たちの貴重な話を聞く
ことができたから

先生からやりがいを聞
き、更にやってみたい
と思ったから

自分の知りたい内容が
1部でほとんどわかっ
たため

フォーラムに参加しな
いと聞けない話や内容
が多かったから

先生方のディスカッショ
ンが分かりやすかっ
た。

自分の進路について
しっかり見直すことが
出来たから。

多くの人の意見を聞い
たり交流したりできて
参考になったから

実際に勤める人の声を
聞けるのはレアだから

先生方に実際の様子
を聞くことができたから

実際に働いている人の
話を直接聞けたから。

現在の教師の状況が
詳しく知ることができた
から。

山梨県の教職につい
て、多様なことを知るこ
とができたから。

面白かったが、リモート
はやりづらいと感じた
から。

音声が所々切れてし
まったから

自分の教育感につい
て考えるきっかけに
なったからです。

実際の現場の様子を
知ることができたため。

知りたいことをほぼ知
ることができたから。

小中高の先生に関す
る情報が得られたか
ら。

学校別の課題やメリッ
トを知ることができたか
ら。

現職の先生方の生の
声が聞けて良かったた
め。

不安を共有できて安心
した。

自分の教員への志を
話すことができたから

教師はどんな魅力があ
るのかよくわかった

生の先生の声が聞け
たから

さまざまな仕事に触れ
ることができたため。。

音声が切れてしまった
から

現場で働く先生から直
接教えてもらえたか
ら。

ありがとうございまし
た。色々勉強させてい
ただきました。

学校教諭の実態を知
れたから。

新しく知ることが出来
たものがあったから。

自分の聞きたかったこ
とが大体わかった

現場の先生の話を聞く
ことが出来たから。

県内・県外の大学の利
点を知れたから。

詳しい内容を知ること
が出来たから。

話が分かりやすかった
から

現役の教員の方のお
話が非常に参考になっ
たため。

将来の進路についてと
ても参考になったから

周りの意見を知ること
が出来たから

自分の知りたかったこ
とが知れたから。

実際の教員の方々か
ら話が聞けたから。

たくさんの先生方の意
見を聞けたから

現役の先生のお話を
聞くことができたから

教採について色々知
れたから

山梨での教育について
詳しく学べたから。

皆さんの意見を聞くこ
とができたから

楽しかったしタメになっ
たから

知りたいことが知れた
から。

先生方のお話が聞け
てよかったです。

教員について深く知る
ことができたから

教採への理解が出来
て準備ができるから

流れがスムーズであっ
た

新たな情報を得ること
が出来たから。

教師を目指す気持ちが
高まったから

実情聞けてよかった ためになった 教師についてしれた

先生について聞けたか
ら

学ぶことが多くて充実
した時間だったから

教員からの生の声を聞
けたから

フォーラム全体が「満足」、「概ね満足」と答えた理由

高校生 高校生

第１部が「満足」、「概ね満足」と答えた理由
フォーラム全体が「やや不満」、「不満」と答えた

理由
第１部が「やや不満」、「不満」と答えた理由



大学生 大学生 高校生 大学生 高校生 大学生 高校生

教員選考検査の要項、
流れについて知ること
ができました。変更点
などの情報もありがと
うございました。

少人数なことで話しや
すかったし、同じ高校
生の方たちがどんなこ
とを考えているのかや
知りたかったことが知
れて良かったから。

自分と同じ立場の人た
ちが何を考えているの
かなどを知って、より頑
張らなきゃと思ったり、
ほっとすることができた

他校の高校生の皆さ
んと意見交換を出来る
貴重な機会だった。周
りの学生さんから良い
影響を受けることが出
来たと思う。

来年度の内容につい
て、決まっていないこと
ばかりなのかもしれな
いが、少しでも触れて
ほしかった。

お題が出されてそれに
着いて話し合うと思っ
ていたので、トピックに
したいことを聞かれて
もすぐに答えられず誰
も喋らない時間があっ
たので。

交通の便が良いところ
が良い

まだ決めていない 私たちのために、この
ような会を開いていた
だきありがとうございま
した。

貴重な機会に参加させ
ていただきありがとうご
ざいました。今回の機
会を活かして進路選択
をしたいと思います。
小学校教諭になれるよ
う今やるべきことを一
生懸命していきたいと
思います。

情報を細かく得ること
が出来たため。ただ、
資料が画面サイズより
大きくすべて把握する
のが少し難しかった。

講座自体は良かったと
思うが、自分の使った
端末の不具合でしっか
りと講座を受けること
が出来なかった。

自分の学部以外の人
とも交流でき、教員を
目指すきっかけや考え
方を共有できたので、
充実した時間だったと
思う

多く話すことは出来な
かったけど、それぞれ
の志望理由や考えを
共有することが出来た
から。

オンラインでのディス
カッションは、意見交流
があまりなく、質問され
て答えるという感じで、
難しかったから。

先生にはなりたいが山
梨県で、というこだわり
はない

まだ悩んでいる 本日はありがとうござ
いました。改めて、山
梨の教員を目指したい
と思いました。

第２部でコーディネー
ターさんがいたのはあ
りがたかったと思いま
す。とても有意義な時
間を過ごすことができ
ました。ありがとうござ
いました。

教員の適性を判断する
基準の変化や（変な言
い方ですが）トレンドを
知ることが出来たか
ら。

まず、円滑に話し合え
てよかったです。他の
教員を目指している人
の話も聞けて視野が広
がりました。

自分と同じ高校生の仲
間と意見交換をでき、
考えを深めることがで
きたから。

他の高校の方のなりた
い教師像や自分が将
来やってみたい学校
(小、中、高)について
話が聞けたから。

あまり発言しない人が
多かったから

東京都 悩んでいる 来年こそは対面で参加
したい。

人数の関係で難しいか
もしれないが、グルー
プ分けの時に希望業
種の先生と対話が出
来たらいいなと思った。

教員採用について変
更点を詳しく知ることが
できたため。

同じ悩みや、目標、な
ど持った人たちと話を
することができて充実
した話し合いだったと
思います。

緊張はしたものの、同
じグループの人達の思
いや考えを知り、視野
が広がったと思うか
ら。

友達以外と自分たちの
進路について話すこと
がなかなかないのでい
い経験になった

会話がしにくかった 千葉 参加者とブレイクアウト
セッションで小グルー
プをつくり対話ができる
機会を設けていただき
たいです。

来年も実施して欲しい
です コロナが落ち着い
ていれば、実施に会場
に行って話を聞いたり
ディスカッションをした

教職試験の変更点や
加点などわかりやすく
説明されていた。

同じぐらいの歳で目指
す夢も同じ人の意見を
聞いて意識が高まった
から

意見交流や質問を通し
て先生という職業の良
いところを再発見でき
たから。

なかなかできない体験
ができた。司会役の先
生ががんばってくれた
から。

途中マイクの不調かな
にかで電子音が混じっ
てしまい聞き取りづら
い箇所があった。

今回はこのような場を
設けてくださり、ありが
とうございました。

教員採用試験の特徴
について詳しく知ること
ができたため。

同じ志を持つ高校生と
話をできてお互いに頑
張れたらいいなと思う
ことができたから。

高校生同士で将来の
話をすることで多くの
刺激を受けられたか
ら。

多くの教員を目指す
方々の話を聞いてモチ
ベーションがあがった
ので

第2部でトークする内容
を画面に映してくれると
話しやすいです

教員採用試験などにつ
いて、見通しを持つこと
が出来たから。

同じ立場で教職員とい
う仕事について考える
人の話を聞くことがで
きたため。

同じくらいの年齢の人
と意見交換ができて、
新たな発見があったか
ら。

質問内容などががこれ
からの自分にとって役
立つものとなったため

このような機会を設け
てくださってありがとう
ございました

教員採用試験につい
ての説明がとてもわか
りやすかったです。

自分の意見を同年代
の人と共有することが
できて楽しかったから。

他校、他学年の同じ道
を目指す方とお話する
ことが出来たから

教員という職業につい
てみんなでディベート
することができたから

貴重な体験になりまし
た。ありがとうございま
した。

教採についての情報を
得ることが出来たから

同世代の人の進路に
ついて聞いたりするこ
とができたから。

同じく高校生で教員を
目指している人たちの
話を聞けたから。

様々な人と意見交換で
きたのはとてもいい経
験だった。

第1部、とても興味深い
内容が多く良かったで
す。

教採のシステムがよく
わかったから

同じ歳で同じ志を持つ
人と話せて刺激的だっ
たから

先生のサポートのおか
げで質問などを気軽に
できたから。

しっかりと質問に回答
していただき、考え方
が深まった。

質問タイムをもっととっ
て欲しいです。

採用試験の概要を知
ることが出来たから。

自分と年齢が近い人と
話ができ、楽しかった

同じ教師を目指す人た
ちと交流ができたか
ら。

凄くいい機会だったと
思うが、もう少し話した
かった。

教員採用試験につい
てもっと知りたい

採用試験について詳し
く知れたから

意見の交流を通して、
考えることができたか
ら。

さまざまな意見がある
ことがわかり､安心した
から。

色んな情報が知れた
から

また参加したい

教員になるまでの流れ
が詳しくわかった。

グループで色んな意見
を聞けたから。

質問がしにくかったか
ら。

意見が言えてよかった

同じ目標の人と話して
楽しかったから

気持ちの共有できてよ
かった。

色々な人と関わり会え
たから

たくさん意見を聞けた
から。

同じ夢を持つ人と色々
な事を語り合えたから

フォーラムについて、ご意見・ご要望第２部が「やや不満」、「不満」と答えた理由

高校生

第２部が「満足」、「概ね満足」と答えた理由 山梨県で学校の先生になりたいですか。
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