全ぷれセミナー2017ｉｎ愛知 幸田町立南部中学校のみなさん（よさこい参加者）アンケート結果
№ 質問1
ぷれジョブのことを
ｱ.知らなかった
ｲ.名前はきいたことがあった
ｳ.知っていた
1 ｱ.知らなかった

質問2
ぷれジョブに参加している子供達をどう思いますか？

質問3
質問4
自分が何か役に立てそうなことは？ その他具体的なことあればご記入下さい。
その他、何か思った事、質問などあれば、
□定例会に参加してみたい
ご記入下さい。
□一緒にお仕事をしてみたい
□将来サポーターをやりたい
□家族にぷれジョブの話をしたい
普だんないような方たちとの交流ができてすごくいいと思い □家族にぷれジョブの話をしたい
まだ知らない人に話してあげて、地域にぷれジョブと
ました。
いうものを広げていきたい。またぷれジョブがあった
ら参加したい

2 ｱ.知らなかった

話しかけてくださったり、帰りぎわに手をふってくださった
り、すごく明るいと思いました。

□一緒にお仕事をしてみたい
□家族にぷれジョブの話をしたい

3 ｱ.知らなかった

楽しそう。交流してみて、楽しいことは一緒で、楽しさを共有 □将来サポーターをやりたい
することができました

4 ｱ.知らなかった

笑顔がとても多くて、和ませてくれた
ｿｰﾗﾝのことを、とてもがんばっていると思った

5 ｱ.知らなかった

ぷれジョブは地域の人たちと繋がりを広げる活動だから、 □家族にぷれジョブの話をしたい
それに歳をかんけいなく子どもも参加してできるのはいいこ
とだし、こういうことから繋がりをもっと広げれると思った。

6 ｱ.知らなかった

みんな楽しんで、ｿｰﾗﾝにも一生懸命に取り組んでいて明る □家族にぷれジョブの話をしたい
い子だなと思いました。

7 ｱ.知らなかった

みんな自分達といっしょに楽しそうに踊ってくれたから、す
ごく優しい人たちなんだと思いました。

8 ｱ.知らなかった

地域の方々との交流を大切にしていてすごいなと思いまし □定例会に参加してみたい
た。

9 ｱ.知らなかった

すごく元気がよくて明るく笑顔がとてもすてきだなと思いま
した。

□家族にぷれジョブの話をしたい

10 ｱ.知らなかった

自分のできることを全力でやっていて見習いたいと思いま
した。

□家族にぷれジョブの話をしたい

11 ｱ.知らなかった

色んな事にすごく積極的で、フレンドリーでした。一般の人 □一緒にお仕事をしてみたい
よりも物事をなしとげることが難しいはずなのに、何にでも □将来サポーターをやりたい
挑戦し、やりぬいていく姿はとてもかっこよかったです。ぷ
れジョブの子達を見習って、色んな事に挑戦し、やりぬいて
いきたいです。

12 ｱ.知らなかった

とても楽しそうでした。

13 ｱ.知らなかった

色々な障害を持っていても、それぞれがんばっているんだ □家族にぷれジョブの話をしたい
なと思った

ｿｰﾗﾝの練習の2回の顔あわせや、本番当日、みなさ サポーターの方はどんなことをされていますか。
んとおどったり、話したり、あそんだり（じゃんけんと ※（表、３ページ目 一番下に説明 記入）
か！）して、とても楽しい時間をすごすことができて、
とてもうれしかったです。ありがとうございました。
今回、ｿｰﾗﾝで交流させてもらえて、とても楽しかっ
たです。また、機会があるならば、お会いしたいな
と思いました。

□家族にぷれジョブの話をしたい

□家族にぷれジョブの話をしたい

□定例会に参加してみたい
□家族にぷれジョブの話をしたい
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私は今回参加するまで身近で行っていることをしりま
せんでした。もしできるならパンフレットやポスターを
駅や学校にはっていただければ、参加できる人がふ
えると思います。

障がいのある子とこういった機会でふれあえるの
はとてもうれしいです。ふだん、障がいのある方を
みかけると目で追ってしまう自分がいやです。な
ので、こういう機会で楽しくふれしができることがと
てもうれしかったです。
障害を持っている人も色々な体験できることが
あってすごいと思った

№ 質問1
ぷれジョブのことを
ｱ.知らなかった
ｲ.名前はきいたことがあった
ｳ.知っていた

質問2
ぷれジョブに参加している子供達をどう思いますか？

質問3
質問4
自分が何か役に立てそうなことは？ その他具体的なことあればご記入下さい。
その他、何か思った事、質問などあれば、
□定例会に参加してみたい
ご記入下さい。
□一緒にお仕事をしてみたい
□将来サポーターをやりたい
□家族にぷれジョブの話をしたい
□定例会に参加してみたい
今回のソーラン交流のようにぷれジョブの人と一緒
□家族にぷれジョブの話をしたい
に取り組むようなことがまたできたらいいと思いまし
た。

14 ｱ.知らなかった

元気に話しかけてきてくれるのでとても楽しかったです。

15 ｱ.知らなかった

自分から積極的にいろいろな人とつながろうとしているかた □家族にぷれジョブの話をしたい
素晴らしいと思う。

16 ｱ.知らなかった

障害の人が１人ではなくみんなで集まることにより、周り人 □家族にぷれジョブの話をしたい
に手助けをしてもらえたり、さまざまな人とコミュニケーショ
ンをとることにより、ぷれジョブに参加している方々は成長
していけるのではないかと思った

17 ｱ.知らなかった

自分達にもできることはないかと考え、それを行動に移して □家族にぷれジョブの話をしたい
いること、そしてそれによって、仲間の輪が広がっていくこと
はとてもすごいと思った。

18 ｱ.知らなかった

障がいがあっても、頑張って仕事をしていてすごいと思いま □家族にぷれジョブの話をしたい
す。

19 ｱ.知らなかった

地域のために仕事をしていてすごいと思った。

20 ｱ.知らなかった

障がいをのり越えようと日々頑張っているというのを感じま □定例会に参加してみたい
した。ぷれジョブに参加していた子どもたちは障がいがある □家族にぷれジョブの話をしたい
からこそとても温かい心も感じることができて、差別される
のではなく周りが一緒になって楽しんでいる所を見てとても
温かさを感じました。

21 ｱ.知らなかった

話しかけてくれたり、話しをしたら返してくれたりと、接する □家族にぷれジョブの話をしたい
ことが多くできました。障がいがあるなかでの生活は想像し
にくいけど、大変なことも多いと思うけど、１日１日を大切に
過ごしていると思った

22 ｱ.知らなかった

障害があることで大変な部分も多くあると思いますが、色ん □家族にぷれジョブの話をしたい
な企業でお仕事を体験するのは、自分の将来もイメージし
やすいと思うし、夢をもつきっかけにもなると思うので、頑
張ってほしいし、協力したいです。

23 ｱ.知らなかった

たくさんの地域とのつながりをつくろうとしていて、すごいと □家族にぷれジョブの話をしたい
思った

24 ｱ.知らなかった

とても楽しそうにおどっていた

25 ｱ.知らなかった

ふだん、友だちとかしかと遊んだり関わっていたりしている □家族にぷれジョブの話をしたい
子どもたちが、幸田町のいろんな人と交流できていて、い
いなと思いました。

いろんな人と関われるすごく素敵なイベントだと思
う。

→家族に話すことで、理解や、ぷれジョブの輪がさら また今回のように、ぷれジョブのみなさんと交流
に広がると思います。
ができる日を楽しみにしています。

□将来サポーターをやりたい

□家族にぷれジョブの話をしたい
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学校の場でぷれジョブを知ってもらうためにどんどん みんな一緒になって楽しんでいてとても温かさを
広げていきたいです。
感じたし、差別されず共に社会をつくっていこうと
しているのがとてもつたわりました。たくさんの人
にぷれジョブを知ってもらえたらと思いました。

№ 質問1
ぷれジョブのことを
ｱ.知らなかった
ｲ.名前はきいたことがあった
ｳ.知っていた
26 ｱ.知らなかった

質問2
ぷれジョブに参加している子供達をどう思いますか？

質問3
自分が何か役に立てそうなことは？ その他具体的なことあればご記入下さい。
□定例会に参加してみたい
□一緒にお仕事をしてみたい
□将来サポーターをやりたい
□家族にぷれジョブの話をしたい
※しょうがいのあるこたちにもよんでもらえるように、ひらが □家族にぷれジョブの話をしたい
しょうらい、おとなになったら、ぷれジョブをひろめた
なですべてかかせてもらいました。よみにくいことがあるか
いとおもいました。
もしれませんが、ごりょうしょうください。
＊＊＊
ぼくは、しょうがいをもってるこにたいして、さべつてきなか
んがえをもっていたりしていません。どっちかというと、しょ
うらい、いっしょににほんというくににすんでいくなかまなの
で、いっしょにがんばっていきたいとおもいます。こんかい
は、おどりをとおして、ぷれジョブのかたがたとつながること
ができてよかったです。

27 ｱ.知らなかった

普段あまり交流する機会はないから、交流してみて楽し
□家族にぷれジョブの話をしたい
かったし、参加してくれた子どもも楽しそうにしていてくれた
と思うからよかった

28 ｱ.知らなかった

それぞれが各自できる範囲で、自分の力を発揮しており、 □家族にぷれジョブの話をしたい
とてもよい雰囲気がつくれていたので、とてもよかったと思
います。

29 ｲ.名前はきいたことがあった

一緒にｿｰﾗﾝをおどってみて、すごいと思いました。

30 ｲ.名前はきいたことがあった

最初は、しゃべりにくいなと思っていたけど、回数を重ね
□将来サポーターをやりたい
て、ちょっとずついろんなことを知っていくと普通にしゃべれ □家族にぷれジョブの話をしたい
たし、仲良くできたから、特に何も思いません

31 ｲ.名前はきいたことがあった

笑顔で積極的ですごいと思う

32 ｳ.知っていた

とても楽しそうで明るいふんいきだった。自分たちもいっしょ □家族にぷれジョブの話をしたい
にとても楽しめた。

すごくたのしかったよ。また、あおうね。ぷれジョブ
のこへ
こんかいのであいから、まなぶことがおおかった
です。また、あえたらうれしいです。

家族だけでなく、いろいろな人に話す

縁あって、こういった活動に関わらせていただき、
とてもよい経験となりました。子どもたちにとって
も、大きな価値のあること、機会になりました。あ
りがとうございました。

□家族にぷれジョブの話をしたい
・まだ将来、どんな仕事しているか分からないけど、
何か自分たちが少しでも役に立てるならぜひサポー
ターになりたい
・家族にもぷれジョブについてあまり知らないと思う
から、自分が感じたことや考えたことなどを伝えてい
けたらいいと思った

□家族にぷれジョブの話をしたい

※２番の方のご質問「ｻﾎﾟｰﾀｰの方はどんなことをしていますか？」のご質問に対して、以下に書かせていただきますね。
サポーターさんは、子どもがお仕事を体験している時に、横で見守っていたり、わからない事・困った事がおきた時に、一緒に考えたり、こうしたらどうかなってアドバイスしたりします。
後は、行き帰りの時間などに、子どもとお話しをしてコミュニケーションをとったりします。
サポーターをやるのに、特別な資格はいらないので、友だちとか近所の人が困っているときに声をかけるように、できることをやってもらえれば良いです。
そして、わからなければ、私たち（他のぷれジョブのなかま）に聞いてくれればみんなで考えますので、安心して行うことができます☆
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質問4
その他、何か思った事、質問などあれば、
ご記入下さい。

