
2020 やまなし教育フォーラム アンケート結果について

フォーラム実施日：令和２年12月13日（日）午後２時～午後４時

参加者数：211名 （申込人数 214人※[大学生79 高校生135]）

アンケート回答期間：12月14日（月）～12月18日（金）

アンケート回答数：160件（回答率 75.9％）

※申込人数は事前辞退者12人を除いた数

アンケート方法
・フォーラム当日にアンケート実施をお知らせし回答協力のお願い。
・グーグルフォームのアンケート機能を使用。
・回答URLを12月14日（月）に参加者にメール（高校申込は担当者へメール）によりお知らせ。

参考資料①

ota-yoshida
テキスト ボックス
参考資料２



質問１．あなたが所属する学校について 質問２．どのようにフォーラムを知りましたか

※ 4～7はその他の具体的な回答内容

高等学校 101 60.1%

大学（山梨県内） 48 28.6%

大学（山梨県外） 11 6.5%
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1 フォーラムのポスターを見て 25 14.9%

2 在校している学校の職員から 109 64.9%

3 山梨県総合教育センターのホームページを見て 1 0.6%

4 山梨大学からの課題・案内 20 11.9%

5 大学の掲示板に貼ってあったポスターを見て 2 1.2%

6 友人からの紹介 2 1.2%

7 大学の実習先の先生にちらしをもらった 1 0.6%



質問３．フォーラムの開催時期について 質問４．「別の時期がよい」と回答した方へ、具体的にい
つの時期がよいですか（できれば理由も併せてお答えくだ
さい）

〇7月~8月
長期休みと重なるのでオンライン・オフライン問わず参加しやす
く、教採への取組を始めやすいため。

〇夏であればいつでも
受験と被ってしまう

〇夏頃のはっきりと進路選択をしなければいけない時期だとさらに
良いと思う

〇8~9月がいいと思います
12月だと高校3年生でも進学先が決まってる人が出てきているから

〇夏
共通テストが近いため

〇夏休み頃
推薦入試を受ける高校生にとって今の時期だと少し遅いから

96%

4%

ちょうどよい 別の時期がよい

ちょうどよい 154 91.7%

別の時期がよい 6 3.6%



質問５．将来の職業について 質問６．前の質問で「教員になりたい」と回答した方に質
問です。具体的な働きたい校種または職種は何ですか？
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教員になりたい （山梨県で）教員になりたい

（山梨県以外で）教員になりたい 教員以外の職業に就きたい

まだ決まっていない

教員になりたい 54 32.1%
（山梨県で）教員になりたい 72 42.9%
（山梨県以外で）教員になりたい 8 4.8%
教員以外の職業に就きたい 6 3.6%
まだ決まっていない 20 11.9%
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小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 養護教諭 栄養教諭

小学校 49 34.8%
中学校 53 37.6%
高等学校 23 16.3%
特別支援学校 4 2.8%
養護教諭 4 2.8%
栄養教諭 0 0.0%



質問７．フォーラムの満足度について 質問８．このフォーラムに参加してよかったことは何ですか
（抜粋）

第１部 第２部
不満 2 1.2% 2 1.2%
やや不満 5 3.0% 1 0.6%
ふつう 24 14.3% 36 21.4%
満足 84 50.0% 79 47.0%
非常に満足 45 26.8% 42 25.0%
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良さや苦労を知ることが出来た

来年度の教採の詳細や現役の先生方のアドバイスがとても参考になった

採用試験の流れや内容を知ることができた

山梨で先生になりたいと強く思えた

年ごとの教員採用試験の倍率を知れた

先生方の生の声が聞けたこと

先生という仕事が身近に感じられたこと

将来教員になり働いていくイメージを具体的にすることが出来た。

将来について詳しく考えるきっかけになった

県内と県外の大学のいい所を聞けたところ

校種を決めたきっかけや、児童生徒とのコミュニケーションで心掛けていることを様々な先生から聞けたこと。

教職につくまでの道のりを知ることができた

教員採用試験のモチベーションが上がった。

“山梨県で”教員になるということの魅力を改めて感じられたこと。実際の若い先生方のお話を聞くことができたこと
も大変貴重だった。

教員のやりがいを知ることが出来た

教員の表と裏を知ることが出来たことで、さらに山梨で教員を目指したいという思うようになった。

教員の仕事のリアルなお話を聞けたこと、養護教諭の方や支援学校の先生からもお話を聞けて視野が広がったこと

教員の楽しさや、選考についての細かい説明がわかりやすかったです。



質問９．このフォーラムはどのような点を改善した方がよいと思いますか（抜粋）
カメラの画質が少し気になりました。

その場で質問を送れるようにしてほしい

パネルディスカッションの時のマイクの音の大小

パネルディスカッションは出来るだけ同じような回答は省略してもいいかなと感じました。

パワーポイントがズレている時があったように思う。

ベテランの先生方のお話も聞く機会を設けたらより良かったと思う。「山梨県で」教員をするメリットがあまり伝わってこなかった。

もう少しディスカッションの時間を多くした方が良いと思います。

もう少し細かい所まで話せて貰えると嬉しい。

音声が聞こえない場合の対処の仕方がわからなかった方もいたと思うので(自分含め)もう少し細かい指示を下されば幸いです。

画面共有されたりされなかったりしていた。どちらかに合わせてほしかった。

活動している様子などをより多くの写真やビデオを扱って紹介して欲しかった

機械操作が少し難しかったです。

教員の良い面の話が多く、大変な面や辛いことなどの話が少なかったこと。

教師として長年働いている方のお話も聞きたかったです。また別の視点から、山梨県で教師として働くことについて知ることが出来ると思います

午前中に、行ってほしかった．

講義を受ける人も参加できる話し合いのようなものをしてほしい

高等学校の教諭の話も聞きたかった。

今回はオンラインだったので、資料があるとわかりやすかった

時間どおり始まれば良かった。

若い先生ばかりだったので、ベテランの先生が長く続けることでよかったことなども聞けるようにするようにしてもよいと考える。



質問10．その他、感想、意見等ありましたらご記入ください vol.1
高校のときの化学の担当だった廣瀬先生が会長になられていて驚きました。
私は大学で県外へ出ましたが、山梨県が大好きで、山梨に戻って教師をやりたいと思っています。このような機会を設けていただきありがとうございました。
昨年度に引き続き、本年度も参加させていただきました。山梨県で教員をする魅力を改めて感じました。将来の進路選択に生かそうと思います。ありがとうございました。

ありがとうございました。

いい経験になりました

オンラインでの開催でなかなか難しい中でしたが、参加者にきちんと映像と音声が届くようにしていただいていてとても良かったです。ありがとうござました。

オンラインでの開設は気軽に参加できて個人的にとても良かったので今後このようなことをまたやるとしたらオンライン枠を続行して欲しいと思う。

オンライン上という形でしたが、参加することができて良かったです。お話しして下さった先生方の幸せそうな様子を聞いて、教員という仕事について興味を持てました。
このフォーラムでのお話を、今後の進路決定に生かしていければと思います。ありがとうございました。

このコロナの中で参加していただいた先生には本当に感謝したい。自分も来年の採用試験に向けて精進していきたい。

たくさんのお話が聞けてよかったです。今後の参考になりました。
とてもいい経験になりました！
本当にありがとうございました。
とてもためになりました。ありがとうございましたり

とても楽しい講義でした！ありがとうございました！

とても参考になりました。小学校の先生になりたいという思いが強まりました。

とても充実した良いフォーラムでした。ありがとうございました。

とても分かりやすく、ためになりました。

とても勉強になりました。ありがとうございました。
とても有意義な時間でした！実際に教師になったら、なるには、と漠然としていた将来のことが現実味が帯びてくる感覚がし、とても楽しかったです！新型コロナウイルスの影響で県立図書館で開催出来なかったのは残念でしたが、オンライン
で開催していただいてありがとうございました。
とても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。

とても良い機会を設けていただきありがとうございます。現場の先生の話もとても現実味があり面白かったです。大学生の立場で言うと、教員採用試験の変更点などの説明はとてもありがたかったです。欲を言えば、教育委員会の方の話や山梨
の教育について聞きたかった気がします。来年教員採用試験を控えているので山梨を受けるかどうかを決めたいと思います。

また、次の機会があれば参加したいと思います。

またこういった機会があったら参加したい

各学校の先生方から、いろいろなお話を聞けて、興味深かったです。しかし、私は、高等学校の先生のお話をメインに期待していたので、急遽キャンセルということで、非常に残念でした。

学校の先生のことで今まで知らなかったことなどを知れてよかったし、先生になりたいという思いが強くなった

貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。

貴重なお話を聞けてよかったです。すごく自分の進路を考えていく上で参考になりました。ありがとうございました。

去年に比べて第1部を聞いていてためになった。赤裸々にお話ししてくれることでイメージが分かりやすく、山梨県の教員についてよく理解を深められたと感じる。

去年は現地で先生方の熱いディスカッションを聞くことができ、現地の方が良いのではと思っていましたが、オンラインでも先生方の貴重なお話や熱意を感じられたので、有意義でした。お時間を作っていただき、ありがとうございました。

教員という職業は、大変なところもある一方で、その分やりがいのある仕事だということがわかりました。教員になりたいという気持ちがさらに強まりました。
教員という職業は大変なこともありながら、子どもたちが日々成長していく過程を一緒に歩んでいける立場なのだと感じました。また、成長をサポートしていけるように、裏では先生方が動きながらいかに子どもたちに経験させていくことが大
切になってくるのだと思いました。貴重なお話をありがとうございました。



教員という職業を目指すようになってからあまり経たないが、このフォーラムを通してやっぱり教員を目指したいという気持ちが強まりました。まだまだ勉強すべきとさこと、知るべきことを沢山しれたような気がします。これからまだ悩むことはあると思
うが、自分の目標のひとつとして掲げ、後悔のない選択ができるようにしようと思える良い機会でした。ありがとうございました。

教員になるには、自分が何をすべきなのか、正直明確ではありませんでしたが、このフォーラムを通して教員採用試験のために何をすればいいかがわかって良かったです。
教員になるまでにしておくべきことをもっと具体的に知りたかった。
でも教員のことについて知る良い機会になった。
教員を目指している人にとって、とてもよい機会となった。
教師になろうか迷っている中、この講義で自分の夢を決める糧になったと思います
教職について詳しく聞くことが出来るとても貴重な機会となりました。ありがとうございました。
具体的なお話や試験について聞くことができて、充実したフォーラムでした
今まで、漠然と｢教師になりたい｣としか考えていなかったが、今回のイベントで沢山の先生方のお話を聞いて、本気で目指すきっかけになった。
参加して良かった。
今まで知ることが出来なかった教育の現場についても知ることが出来て良かったと思います。
今回このような機会を設けて頂いたことに感謝しています。来年度、教員採用試験を受験するため、夢を叶えられるよう努力します。
今回のオンラインの方が事前にとった質問をもとに話を進めてくださったので、昨年よりもより詳しいことを聞けてとても良かったです。
ありがとうございました。
今回のフォーラムで先生方の声が聞けて、教員になりたい気持ちが強くなったので、是非この先も続けていただけると嬉しいです。
今回参加することができて本当に良かったです。ありがとうございました。また、このようなフォーラムを開催していただけると嬉しいです。

今回初めてD.R.Pに参加させて頂き、大変参考になった。オンラインでの参加も初めてだったため、少々トラブルもあったが、良い経験ができたと思う。
小学生の先生から栄養教諭の方までさまざまな意見をきくことができ、よかった。私は高校教諭を目指していることもあり、もし機会があれば高校教諭の方のお話もききたい。
まだ、進路の詳細は決まっていないが、これから判断をしていくよい経験になったと思う。

今後の進路に活かしていこうと思います。
最近、教師の仕事が大変だとよく聞くようになり教師になろうか迷っていたが実際に働いている人の話を聞き、今の教師という仕事の現状を知ることが出来たし、やはり教師になりたいと強く思った。また、それぞれの分野の仕事の違いやなり方などなかな
か聞くことの出来ない話が聞けて、将来を今までより具体的に考えられた。
昨年に引き続き参加させていただきましたが大変有意義な時間でした。
参加させて頂きありがとうございました。
参加してよかったです
自分が知りたかったことが知れたのでとてもよかった。また、参加したいと思った。
自分の将来について考えるとても良い機会になりました。
自分の将来のイメージを固めることが出来た。今後も今回のような体験を活かして、将来のために役立てたい。
自分は先生になりたいというよりは教師という職業を調べることを通してより良い学習を送りたいと思っています。そのため今回のように教師の方々の思いや考えを知ることができて本当に良かったです。ありがとうございました。
将来のことを考えるのに役立ちました。ありがとうございました。
将来教員になりたいと考えているので、高校教員の方の話を聞けなかったのは少し残念でしたが、実際に自分が教員として働くイメージができた。現在高校３年生なので、大学でのことも聞けてよかった。
生の声を聞くことができ、教員生活がイメージできました。貴重なお時間ありがとうございました。
先生方のお話以外にも、山梨県の教育委員会の方直々に山梨の教員採用試験について詳しいお話しが聞けてよかったです。
前半の先生の同志のディスカッションがとても面白かった。具体的な話がたくさん聞けてよかった
大学生になってからも参加したいです。
普段ではわからない教育現場の情報を得ることができてよい機会でした。
来年度も開催していただきたいです

質問10．その他、感想、意見等ありましたらご記入ください vol.2
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