No

この講演を何でお知りになりましたか

本日の感想をお聞かせ下さい

今後どのような研修会を望まれますか

1

１．学校を通じて

楽しく理解できました。

子どもに関する研修会は今後も希望し
ます。

2

４．スポーツ関係団体を通じて

自分のためよりも他の誰かのためにのほうが限界を超える力になるというのがなる
ほどと思った。
育成に関する新しいことを学びたい。
家庭でも自分が妻に影響を与え、さらに子どもに影響を与える連携（？）を使ってい
きたいと思った。

3

５．チラシを見て

とても参考になりました。今までの考え方がかわりました。

4

５．チラシを見て

また聞きたいと思いました。

5

２．地区育成会を通じて

・脳は思いより言葉・動作・表情を信用する。
・願望を持つことが成信力を強くする。
ということが印象に残りました。
前向きの言葉と笑顔で毎日を過ごそうと思いました。

6

１．学校を通じて

今回、初参加で、また実例をふまえた
すごく分かりやすく楽しくメンタルトレーニングの事が分かり、子どもの為にも自分の
同じようなメンタルトレーニングの方法
為にも、こうして変わっていこうと思いました。
をまたお願いしたいです。

7

５．チラシを見て

とても参考になった。

8

５．チラシを見て

とても参考になりました。さっそく家でやってみます。

9

２．地区育成会を通じて

今まで言葉でわかっていたことが、「なぜ」を話の中で聞くことができたので、これか
らも一歩一歩進んでいく方法が分かりました。私もランニングなどしますが、常に思
いをのせて走ると「ワクワク」がふえるということが分かりました。

子育てに関すること

子どもも参加できるこのような会を開い
てほしい。

10 １．学校を通じて

すごく良かったです。言葉、表情、動作、変えてみたい。明るくなりたいと思いまし
た。ありがたいです。すぐ実行してみます。ありがとうございました（笑顔）。

親子で聞けるメンタルトレーニング講
座。

11 １．学校を通じて

明るく楽しい人柄の先生で、内容も心に残るお話で、とても良かったです。

英語力習得に関する研修会。

12 １．学校を通じて

プラスの言葉がいかに大切か改めて知りました。明日から実践していこうと思いまし
親子のよりよいふれあいについて。
た。

13 １．学校を通じて

とても良かったです。なかなか子どもを信じるって難しいし、現実を考えると、つい、
マイナスの声かけをしてしまいます。今日から笑顔で子どもを信じていこうと思いま
す。

14 １．学校を通じて

つい、出来ないのではと思ってしまっていたが、まずは、出来ると言葉に出すよう
に。そして、笑顔でいれるように心がけていきたいです。子どもの目標にしてもらえる
親になれるようにがんばります。

15 ２．地区育成会を通じて

あっという間の講演でした。良い話が聞けてラッキーだと思った。子どもへの声かけ また、次回もメンタルトレーニングの続
を変えていきたいと思った。子供の可能性を信じて行こうと思います。
きが聞きたいです。
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16 ５．チラシを見て

２時間あっという間でした。なるべく子供達にはプラスの言葉を使うようにはしていま
すが、「表情」までは意識していませんでした。これからは「笑顔」で「出来る」を合言 ※
葉にします。

17 １．学校を通じて

出力を変えてブレない「姿」をつくっていきたいと感じました。子どもへの接し方の参
考になりました。

18 ５．チラシを見て

最後の「子供の可能性を信じて黙って見守る」ことの大切さ。頭では理解していて
も、なかなかできないと感じましたが、まずは、自分の言葉・表情・動作を変えるこ
と。笑顔を大切にすることを意識して、少しずつでもやってみたいです。ありがとうご
ざいました。

19 ５．チラシを見て

思いを変える前に、言葉、動作、表情を変える。明日から、うそでもいいから、いつで
も「笑顔」ですごせるように毎日をすごす。子どもたちの考えを変えるより先に私の
考えを変えないと。「明るい雰囲気」をつくれるように努めたい。

20 ３．公民館を通じて

良かったです。すぐに実践していきたいと思います。

21 １．学校を通じて

ピンチはチャンス。心に刻みたいと思います。

22 １．学校を通じて

非常にわかりやすい講演で理解が深まりました。特にコーチング基礎について。

23 ５．チラシを見て

早速、実践してみようと思います。自分自身の仕事にもタメになりました。

24 ５．チラシを見て

笑えて明るく聞けました（エンターテイメント風で）
毎日の日常の中で実践するのには、大変なトレーニングだと思いました。
現実に即したもの
心のうきしずみがあると思うのですが、一人で実践していくのは難しい。変えたいけ
ど、と言うのが現実だから本が売れるのではないでしょうか？

25 １．学校を通じて

すごく参考になりました。子どもを変えるためには自分が変わらないといけないと思
第３弾を是非お願いします、
いました。

26 １．学校を通じて

すごくためになる話をきけて大変良かったです。ありがとうございました。実行できる もし３回目が可能であればお願いしま
ものから取り入れていこうと思いました。
す。

27 ２．地区育成会を通じて

言葉・動作・表情の大切さ。明るい雰囲気をつくる。

28 ２．地区育成会を通じて

母親が明るい雰囲気を作ること、子どもを信じることは、難しいことだと思いますが、
飯山先生の第３回を聞きたい。
やってみようと思います。

29 ６．その他（県子連を通じて）

とても良い講演でした。是非、地元にもおいでいただきたいと思いました。

心理学とか。

実習形式の研修があるとわかりやす
いです。
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30 ６．その他（県子連を通じて）

時間を忘れて聴けた。

子どもの指導方法。

31 １．学校を通じて

時間が経つのがあっという間。仕事の面でも家庭の面でも使える内容ばかり。さっ
そくやってみようと思いました。

32 １．学校を通じて

大変、勉強になりました。

33 １．学校を通じて

普段より子どものやる気のなさ。できるのにやらないモチベーションの低さに口うるさ
く言ってしまいました。子どもが同じでも私がプラス思考で明るく、そして、待つ、がで
きれば子どもは少しずつ変わるのかな？と思います。

34

６．その他（夫に連れて来てもらいま
大変、良かったです。有難うございました！ 夫に感謝ですね。
した）

35 ５．チラシを見て

是非、本を読んでみたいと思います。Ｐａｒt．１の内容が気になりました。

36 ５．チラシを見て

笑うこと。笑顔をつくっていこうと思います。

37 １．学校を通じて

また、今日のつづきを聞きたいです。
発想の転換ができました。これまで自分がしていたことが「負」ばかりで真逆のことを
スポーツ選手が受けてるメンタルトレー
していたと思った。今日から変わりたい！と思いました。「口ぐせ」を変えます。
ニング、自分も受けてみたいです。

38 １．学校を通じて

感情がパフォーマンスにリンクする、というのが印象的であった。また、感情を変える
ためには、まず、言動を変えないといけないということが分かったのが大きい。「正」
の言葉を使うようにしようと思う。「成信力」を大切にしたいと思う。

39 ２．地区育成会を通じて

時間がたつのを忘れるくらい、ひきつけられました。やはり、自分から、自分のまわり 今回のように、家庭の中から始められ
から、始めようと思いました。
るようなもの。

40 ２．地区育成会を通じて

著書も読ませていただき、Ｐａｒｔ１につづいての参加でしたが、改めて、コーチング・メ
今回のような公開の研修会で、影響を
ンタル・脳科学の威力の大きさを気づかせてもらいました。最後の「見守ること」の大
拡散してほしい。
切さは私の持論でもあります。

41 １．学校を通じて

メンタル、コーチングに関して、たくさんの講演を聞いてきたが、非常に楽しく聞け
た。いまどきの親にして、いまどきの子あり。少年団（小学生）はむずかしいです。そ
こには親が介在するから。自分と（子どもより）親との良い意味での戦いです。いま
どきって何でしょうね？

42 １．学校を通じて

確かに、という部分が多く、今後に活かしたいと思うが、一回では、なかなか理解し
にくい。少しずつでも実践していきます、必ず。

43 ５．チラシを見て

再認識できることがあり、良かったです。

44 １．学校を通じて

楽しい講演会でした。明るい家庭を築いていきたいです。

飯山先生の講習会、また開いてくださ
い！
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45 １．学校を通じて

２時間あっという間に聴かせていただきました。誰かのためにがんばれる人を目指し
て、まず、母親である自分からプラスの言葉、動作を作っていければと思います。潜
在意識の積み重ねって大きいですね。

46 １．学校を通じて

子どもとの関わり方がよく理解できました。

47 ２．地区育成会を通じて

楽しい講演でした。楽しく、いい笑顔で、いい言葉をつかって、子育てしていきます。

48 ２．地区育成会を通じて

面白い。分かりやすい。役に立ちます。本を買って、もっと深く知りたい。

49 １．学校を通じて

すごく良い時間を過ごさせて頂きました。目からウロコでした。ありがとうございまし
た。

50 ５．チラシを見て

やる気 ＝ モチベーション × テンション
↓
とても、わかりやすかったです

51 １．学校を通じて

すごく為になった。

52 ２．地区育成会を通じて

2回目なので、更に深く記憶に残った。

我が家には3人の子供がいますが、長女は高校生で勉強をあまりせず、成績も悪
かったですが、小さい頃からの夢を諦めず、今は音楽学校に行ってますが、今は私
６．その他(中学高部活の親から聞き
ぜひ、参加したいと思います。ありがと
53
達にもとても優しくなり、毎日明るく先生のお話にあった”信じる”って言葉は本当に
て）
うございました。
ピッタリのお言葉でびっくりしました。お母さんの笑顔は大事と何度も言われていまし
たが、家庭でも明るくなければいけないとつくづく思いました。

54

専門の部分的な講演を聞くことが多かったので、考え方の話を聞かせていただき新
鮮な感じがしました。ありがとうございました。

55 ２．地区育成会を通じて

とても楽しかったです。 母親として、家庭のこともとても為になりました。脳が関係し
ているとはすごういと感じたことと、昔、私自身もスイッチが入った経験があるので、
『なるほどお！』と思いました。子供たちにも、じっとだまっておくことは難しいと思った もう一度、飯山さんの講演が聞きたい
のですが、『やらなきゃ！』と、私のスイッチも入れていきます!! 飯山さんのお子さん です。5時間でも6時間でも…
のこと聞いて、『すごいなあー』と思いました。子供には任せてみようと思います。そ
して、私は明るくしていきます。

56 ５．チラシを見て

大変参考になりました。 子供にも聞かせたいお話でした。

57 ２．地区育成会を通じて

長い時間でしたが、とても楽しく、あっという間に聴けました。 今か試してみようと思
います。ありがとうございました。

58 １．学校を通じて

先生の講演を聞いてラッキーでした。
気、笑顔でいることが大事だと、あらためて思いました。
た。

明るく、元
ありがとうございまし
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59 １．学校を通じて

◌先生のプレゼンテーション力、あきさせない話力、中味の濃い内容、あっという間の
『脳のしくみ』に関する研修会を望みま
2時間でした。◌私も心理カウンセラーとして『笑顔のお母さん』を増やしたいと思って
す。
いるので、すべてが大変勉強になりました。どうもありがとうございました。

60 ５．チラシを見て

話の流れがしっかりしていて、頭の中にスムーズに入ってきました。1つ1つが論理
的で実践例もたくさんあって良かった。脳のしくみから人間の考え方が良く分かっ
た。

今回と同じようなものでいいです。学校
の教員にもお話してほしいです。

61 ２．地区育成会を通じて

心がすごく楽になりました。地区の子ども会でも実践するいい材料を頂きました。

しばらくはメンタルトレーニングの話を
聞かせてください。講師は別の方でも
良いので。

62 １．学校を通じて

話の流れがスムーズで、引き込まれました。楽しく話をしていただき、身になる話で、
難しいと思う内容も、分かりやすかったです。受験に向けて、親として高3と中3の子
供がいて、どの様に接してようかと思っていたところに、中3の子供が中学校より、こ
ちらの案内を持って帰ってきたので、すぐに申し込みをさせていただきました。本日、
お話を聞かせていただき本当にありがとうございました。

63 １．学校を通じて

すごくおもしろかったです。
最後に、信じて 見守ってあげる事が大事と言われて反省しました。その子の可能性
を信じてあげる、大事ですね。家に帰ったらすぐやりたいと思います。

64 １．学校を通じて

子供の為に明るい雰囲気を作っていこうと思います。とても勉強になりました。あり
がとうございます。

65 ２．地区育成会を通じて

◌子供たちをコーチングする上で、可能性を信じることを忘れないでいたいと思いまし
た。
◌自分が変わることの大切
さを再認識しました。

66 ４．スポーツ関係団体を通じて

実践できることがたくさんあり、今日から自分が変わっていかないといけないなぁと
思いました。

67 １．学校を通じて

目からうろこの言葉が多く、大変感動しました。メンタルトレーニングという言葉はよく
聞いていましたが、具体的に説明を聞くことができ、今後の子供の育て方、会社の
仕事に生かしていきたいと思います。

68 ５．チラシを見て

内容を実現できると、とても楽しいだろうな～と思いました。実践となると、尻込みし
てしまいますが…。
↑この考えがいけないなと思いました。（マイナス） ありがとうございました。

コーチング

69 ２．地区育成会を通じて

・楽しく聞ける講演会でした。
・考え方や、その時の表情や言葉で変わっていく。

飯山先生の第三弾
もっと話が聞きたい。

70

・具体的で分かり易かった
・同様の研修会（子ども会で子どもを
・スポーツ以外も同じだと思いますが、少年野球など、その団体に所属するときの思
育てるという視点）
い(野球をやりたい）が単一の場合も思い（やることに対し、すべきことに対し）がバラ
・保護者の参加意識を高める
バラ（複数ある）の場合、子ども会での活動も同じなのでしょうね。

71 ５．チラシを見て

・もう少し時間を長くしてもＯＫでした。
・限界を超えられるように、常に夢と目標を持ち続けたいです。
・家庭でも常に明るい雰囲気を保てるように努力していきたい。子ども達にも兄弟に
も可能性を信じ見守っていきたい。

子ども会の参加を増やす（出席）をどう
するかの研修会を
◎嶺南地区でも一度考えてみたいで
す。
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72 ６．その他（お友達に誘われて）

一言!!ブラボーです!!
まずは、母の私が、【笑顔】で【子どもを信じる】!!

何回でも同じ内容で聞きたいです。

73 １．学校を通じて

初めてお話を聞かせて頂きました。家庭でも会社でも明るい雰囲気づくりが大切な
のが良く分かりました。ありがとうございました。

74 １．学校を通じて

大変楽しい講演会でした。
信じて待っておいしいご飯を作っていきたいと思います。
子育て論
ただ、明るい人格ってもって生まれたものなので、ただ真面目で少し暗めな我子（自
分も含め）をどう明るくするかがカギだと思いました。

75 ２．地区育成会を通じて

普段子どもと向き合う中で、いかに主をどこにおくかで子どもの思いが180℃変えら
れることを改めて実感させられました。
教育関係の仕事にも就いていますが、どんな研修よりも刺激になり励み、楽しみと
なりました。是非、又お聞きしたいです。

76 １．学校を通じて

自分をふり返ることができました。
子供に言う
前に、自分がわからないといけない。わかっていてもできなかったです。

77 ５．チラシを見て

とても楽しかったです。
今後、どのように活かしていくかはわかりませんが、勉強になりました。

78 ５．チラシを見て（学校配布）

子どものスポーツ、勉強、さらに大人の仕事までに通じる話で、大変興味深くきかせ
ていただきました。ほめて、共感して、元気なお母ちゃんをしています。間違っていな
かったなと安心するとともに、さらによりよく導くヒントをいただきました。子どもの将
来が楽しみになりました。ありがとうございます。

79 １．学校を通じて

・イメージを行動にすることを繰返す。これからも続けていこうと思います。
・”母親としてやるべきこと”をたまにはできないこともありますが、その時は今日の
講義を思い出し、言葉と行動を変えたいと思います。

80 ５．チラシを見て

とてもよかったです。
明るく、プラスの言葉でこれから子どもと接していきたい。
問いかけて、モチベーションを高めていきたい。
笑顔が美しく？良く見えるようにしていきたい。本当に、ありがとうございました。

81 １．学校を通じて

午前中、明倫中学校で講演を聞いて、夜も講演を聞くことができてよかったです。途
中まで同じ内容で復習、最後は大人に対しての内容でわかりやすく、心に残る公演
でした。我が子は昨年は県１位で１年間いれましたが、今年はケガもあり１位をとる
来年も３回目をお願いします。
ことが出来ませんでした。今日の講演をきいていて、昨年は陸上を楽しんでしていま
したが、今年は楽しむことも出来ませんでした。来年は高校生になるので、私が信じ
て、信じ続けて、子供の可能性を信じ、見守っていこうと思いました。

82 １．学校を通じて

普段からのメンタルトレーニングの大切さを学びました。ありがとうございました。

・子どもの自己肯定感を育み、高める
心の養育についての研修
・”個”と”集団”において、その子の持
つ可能性を導き方についての研修

やる気に限らず、普段の接し方などを
知りたいです。

今回のような、自分自身のかたい頭を
くだいてくれ、どうしていくといいか見え
てくるような、すぐにつかえっような研
修があれば、どんどん参加させていた
だきたい。

マイナスからプラスに変える実例集

No

この講演を何でお知りになりましたか

本日の感想をお聞かせ下さい

今後どのような研修会を望まれますか

83 １．学校を通じて

お話ありがとうございました。先生のお話を聞いて、とても前向きにワクワクした気持
ちになりました。子どもを変えるより、まず自分を変える必要があると強く感じました。
言葉、行動を明るく、前向きに変えていきたいと思います。子どもに対し、ついつい
口出しをしてしまうけれど、信じて待つことが大切だと分かりました。

84 ２．地区育成会を通じて

中学の息子との接し方について、とても勉強になりました。

85 ２．地区育成会を通じて

接し方や自分の表現や行動で変わる事などとてもためになりました。

86 １．学校を通じて

とてもわかりやすく、楽しく話していただき、すーっと頭に入ってきました。最近にある
話があって、自分にも置きかえて考えることができました。今日から子供にかける言
また飯山先生のパート３を望みます。
葉を変えて私自身が変わって、子供も「本気」にさせたいと思います。ありがとうござ
いました。

87 １．学校を通じて

大変参考になり、ためになりました。２時間一言ももらさないようにメモを取りながら
聞いた講演ははじめてです。どうすべきか「言葉」「表情」を変える手段をはっきり示
していただいて、納得できてうれしく感じました。うまく実践できるか分かりませんが、 もう一度、第三回の飯山先生の講義を
まず一歩、自分の出力を変えていきたいと思います。今度の講演会本当に来ていた 受けたいです。
だけること楽しみにしております。たくさんの方にお声がけしたいと思います。ありが
とうございました。

88 １．学校を通じて

こういう本とか読んだことがあるのですが、脳の仕組みがいまいちわからなかったの
ですが、今日の先生の話は分かりやすかったです。ありがとうございました。

89 １．学校を通じて

とてもわかりやすくお話していただきとても満足しています。まずは自分から変わっ
ていこうと思います！ありがとうございました。

90 １．学校を通じて

とてもプラス思考になれました。子供への声掛けや自分の雰囲気作りも大事！！日
頃から分かっているけどできないを変えていきたいと思いました。ありがとうございま
した。

91 １．学校を通じて

マイナスからプラスにするのは思いからよりも言葉や態度から。を少しずつ実行した 心に関すること。子供を指導するとき
い。
には。

92 ５．チラシを見て

分かり易く具体れもふんだんに。「明るい雰囲気を作る」という言葉が看板だけでは
ない先生の姿勢に心を揺さぶられました。

93 １．学校を通じて

コーチングについて最近注目されるようになってきて学校現場でも耳にするようにな
り、興味がありました。具体的なお話で分かり易いお話が聞け、大変ありがたかった
です。さて、明日から明るい笑顔でというと、急にはちょっと照れるな・・・。

94 １．学校を通じて

息子が甲子園を目指して頑張っていました。残念ながら決勝で負けてしまいました。
昨年、先生のおはなしをお聴きしていれば違った結果になったかもと思いました。で
も、私達両親は彼をずっと見守っていたことはできてました。それで良かったんだと
今日先生のおはなしで心が楽になり、大学受験へ本気モードにやる気になれるよう
帰宅して話ができます。ありがとうございました。

95 ４．スポーツ関係団体を通じて

誰かのために、チーム、個の願望をつくることを実際にやってみようと思います。そし
てくり返し「表現」してみようと思います。

96 ５．チラシを見て

本で読んだ内容をわかりやすく聞けてよかったです。

子供への対応など子育てに関するも
の

第３弾！！メンタルトレーニング講座

No

この講演を何でお知りになりましたか

本日の感想をお聞かせ下さい

今後どのような研修会を望まれますか

97 １．学校を通じて

先生の本に書いてある内容をより深く理解できる講演でよかったです。質疑応答の
時間をもっと多く取れる時間設定にしていただきたかったです。

98 １．学校を通じて

ＰＴＡや会社でもいろいろな研修を受ける機会はありますが、やはり実践することの
難しさを感じます。「言葉・表情・行動を変える」というのは私でもできるかな・・と思え
ることで、ぜひ今日からやってみようと思います。ありがとうございました。

99 １．学校を通じて

明るいお母さんをめざします。

100 １．学校を通じて

大変参考になった

101 ７．その他（知り合いから誘われて）

とても楽しく聞かせていただきました。自分の子供に対しての対応も参考になりまし 同様なメンタルトレーニングには参加し
た。次回があればぜひ参加したいと思います。
たいと思いました

102 １．学校を通じて

昨年参加した方からとても面白かった話だと聞いたので今回参加しました。今後、子
供との接し方を考えさせられました。可能性を信じて、見守っていこうと思います。

103 ６．チラシ等を見て

１回目の内容と重なる部分もあったが、わかりやすくすばらしいお話でした。今後の
３回目の講座を希望します
子育てや家庭においてためになるお話でした。ありがとうございました。

104 ６．チラシ等を見て

感動しました。妻や子どもたちのために自分の夢を笑顔で実現したいです。

飯山先生の研修会の第３回目を希望
します。

106 １．学校を通じて

とても分かりやすくおもしろく、明るくいけばいいんだと思い悩みが軽くなった。

指導者が参加するような

107 １．学校を通じて

ありがたいお話が聞けました。ありがとうございます。

108 ２．地区育成会を通じて

今日は参加して良かったです。明るい雰囲気をつくれるようガンバリます。

105 ２．地区育成会を通じて

109 １．学校を通じて

110 １．学校を通じて

すばらしかったです。ぜひ活用させていただきます。

光陽中学での公演、お忙しいですがど
うかよろしくお願いします。また、日本
のために各地でされることを望みま
す。がんばって下さい。

いつきてもポジティブになれるので楽しみです。ありがとうございました。

ゆとり世代との仕事のやり方。物の伝
え方。
現代の子供たちの抱えるストレス。親
のかかわり方。

