
講演会 アンケート別紙① 

188 人の参加で 117 人の方にアンケート協力いただきました。 

アンケート回収率は，62.2％です。 

年代 

小学生以下 5.9％7 人 

中学生 0.8％1 人 

高校生 0.8％1 人 

20 才未満 0.8％1 人 

20.30 代 11.0％13 人 

40 代 11.0％13 人 

50 代 21.2％25 人 

60 代 20.3％24 人 

70 代 28.0％33 人 

 

周知媒体 チラシ内訳については別紙のとおりです 

内容につきましては， 

大変満足 47.0％55 人 

まあ満足 48.7％57 人 

やや不満が無しで 

大変不満が 0.9％1 人 

記載なしが 3.4％4 人です。 

 

関心・理解ですが 

大変理解できたが 38.5％45 人 

まあ理解できたが 47.0％55 人 

あまり理解できたが 2.6％3 人 

まったく理解できなかったが無しで 

記載なしが 12％14 人です。 

 

次のページの今後の講演ですが 

積極的に行う 55.9％66 人 

時々行う 42.4％50 人 

あまり行わない・行わないはありませんでした。 

記載なし 1.7％2 人でした 

 

関心のある人権問題については 

表のとおりです。 

 

内容のところで，大変不満の方ですが，関心・理解でまあ理解でき今後の講演にも時々行うところに記しをいた

だきました。意見の欄は無記入です。 

 

 



主な意見・感想です 

小学生以下      

    ○たいこの音がはく力があって，いつまでも心にのこるようなたいこの音でした。体ぜんたいにひびき

わたるような音でした。音がストップしてもまだなっているような気がしました。 

中学生  

     無記入 

高校生 

     無記入 

20 才未満 

     無記入 

20.30 代 

    ○子どもの作文，伊藤さんの講演は自分の普段の行動，考え方をふり返るよいきっかけになりました。 

    ○伊藤智也さんの話が勉強になりました。おもしろかったです。同時に文章でプロジェクターで投影す

る方法はなるほどと思いましたが，ワードでも代用できるのでは？と思いました。あと，ルビがふることが出来

ないのも気になりました。全体として，人権に気軽に考えられるよい会だったと思います。 

    ○伊藤さんは明るいオッチャンだった。考える前に行動するわ。ありがとう。 

40 代 

    ○太鼓の演奏が良かった。誰でも参加しやすいことが大切だと思います。 

    ○太鼓の演奏がとてもすばらしかったです。演者の気持ちがとても伝わってきました。伊藤さんの話も

ざっくばらんな本音講演で「人権講演会」というカタいイメージとは異なりよかったです。 

50 代 

    ○せっかくの良いイベントだからもう少し人を集めた方が・・・ 

    ○伊藤さんの考え（仕方ない，障がい者ががんばる など）には同調しないが，経験から出てくる言葉

には共感を覚えた。心のバリアフリー，つながり，人と人のあり方を考えさせられた。太鼓はよかった。 

60 代 

    ○伊藤智也さんの話を聞き今後も少しでも人の為に役だちたいと思えて来た。 

    ○じんけんフェスタがあるということを今年初めて知りました。もっと市民に知ってもらうということ

が必要です。オープニングの和太鼓もとても良かった。伊藤智也さんの講演もとても良かった。お話から元気を

いただけました。 

    ○太鼓演奏は迫力があり，すばらしい催しであったが，若干時間が長すぎかな？ 

 

70 代 

    ○始めて，和太鼓演奏見せてもらって本当に感動しました。ありがとう。子供の作文も良かったです。

私も色々と，いじめのテレビなんかでみたりします。心が痛くなります。伊藤さんの話もとても良かった。私も

えんりょしないで障がい者を助けていきたい。 

    ○はじめてこういうイベントに参加しました。身近なところに差別があると気付かされました。伊藤先

生のお話も和太鼓演奏もすばらしくて，もしまた機会があれば友人知人を誘ってみようと思います。 

 

 

 

 

 



次のページの人権高座 

257 人の参加で 168 人の方にアンケート協力いただきました。 

アンケート回収率は，65.42％です。 

年代 

小学生以下 2.4％4 人 

中学生 0.6％1 人 

高校生 0％ 

20 才未満 8.9％15 人 

20.30 代 4.2％7 人 

40 代 7.1％12 人 

50 代 18.5％31 人 

60 代 26.2％44 人 

70 代以上 30.4％51 人 

記載なし 1.8％3 人 

 

周知媒体 チラシ内訳については別紙のとおりです 

内容につきましては， 

大変満足 60.7％102 人 

まあ満足 31.0％52 人 

やや不満 0.6％1 人 

大変不満が 1.2％2 人 

記載なしが 6.5％11 人です。 

 

関心・理解ですが 

大変理解できたが 47.0％79 人 

まあ理解できたが 42.3％71 人 

あまり理解できたが 0.6％1 人 

まったく理解できなかったが 1.2％2 人 

記載なしが 8.9％15 人です。 

 

次のページの今後の講演ですが 

積極的に行う 60.1％101 人 

時々行う 33.9％57 人 

あまり行わないはありませんでしたが 

行わないは 0.6％1 人 

記載なし 5.4％9 人でした 

 

関心のある人権問題については 

表のとおりです。 

 

内容と関心・理解のところで，やや不満・大変不満の方ですが，あまり理解できた，まったく理解できなかった

と同じ方です。1 件御意見をいただいていますので御紹介します。 



○各人権問題は「お笑い」などでも「ゆかい」なものでもない。この講演の意図はなんとなく分かるが，そうい

ったもので伝えるべきでないと感じる。出演者から，一口でいえばバカにされているように思う。さらにつまら

ない上に自分の話をきかなければ大声を出して起こそうとする等，プライドが高いのかもしれないが，こういっ

た人から話をきくことがとても不快に思う。二度と聞くことがないでしょう。 

 

その他の主な意見・感想です 

小学生以下      

     無記入 

中学生  

     無記入 

高校生 

     無記入 

20 才未満 

    ○落語で人権について勉強するのは初めてで，最初は難しいのかなって思っていたけどすごく理解でき

ました。もっとしてほしいです。 

20.30 代 

    ○楽しく過ごせて，来てよかったです。 

40 代 

    ○とても楽しくすごせました。和太鼓，落語，来年も見たいです。 

50 代 

    ○久しぶりに新ちゃんの話を聞いて，あらためて人権について考えさせられました。笑・宝の子，良い

お話でした。忘れずに生活していこうと思います。 

60 代 

    ○新ちゃんの高座を聞いて，自分の中にも気づかない差別意識が有ることを知り，これからは気を付け

て無くして行こうと思いました。自分の中にも無いものが有る事が，良くわかった。 

    ○高座の時，いびきをかいて寝ている人がいて残念でした。 

70 代 

    ○多数派の差別意識をこんな講演などの機会に，すべての日本人に変化をもたらせていけたらと，強く

思った。露の新治さん，伏見龍水さん，豊来家一輝さん，ほんとうにお見事。ほんとうにありがとうございまし

た。！！！！ 

    ○「人権高座」は面白おかしく勉強になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



パネル アンケート別紙② 

536 人の参加で 150 人の方にアンケート協力いただきました。 

アンケート回収率は，27.9％です，回収率がかなり低くなっています。映画の前後に来場者が集中し 

記載台が足りなかったことも原因の一つと思われる。 

年代 

小学生以下 16.7％25 人 

中学生 3.3％5 人 

高校生 0.7％1 人 

20 才未満 0.7％1 人 

20.30 代 17.3％26 人 

40 代 26.7％40 人 

50 代 14.0％21 人 

60 代 12.7％19 人 

70 代以上 7.3％11 人 

記載なし 0.7％1 人 

 

内容につきましては， 

とてもよかった 55.3％83 人 

よかった 40.7％61 人 

あまりよくなかった 1.3％2 人 

よくなかった 0％です 

記載なしが 2.7％4 人です。 

 

来場回数 

初めて 68.0％102 人 

2～4 回 20.7％31 人 

5～7 回 6.7％10 人 

8 回以上 2.7％4 人 

記載なし 2.0％3 人 

 

周知媒体 チラシ内訳については別紙のとおりです 

 

主な意見・感想です 

小学生以下      

    ○せんそうはぜったいいや。げんばくの事を初めて知った。 

    ○アンネのことがくわしくのっていたからよかった。 

    ○アンネ・フランクのビデオがあってよかったです。 

    ○学校でも，戦争の勉強をしたけど，ここでもう一回いろいろと見たからもっと分った 

    ○せんそうはぜったいいや。げんばくの事を初めて知った。 

中学生  

    ○戦争がどれだけ『ひさん』なことかよくわかるパネルがいっぱいありよかったと思います。 

高校生 



    ○いろいろなことをくわしく知ることができとてもよかったです。 

20 才未満 

    ○アンネの事や日本のせんそうの事をもっとみんなに教えてほしい。とても勉強になった 

20.30 代 

    ○初めてパネル展に訪れました。戦争を知らない世代（私もその内の一人ですが）が増えている中，こ

のような機会を通して，日本が歩んできた非核の道とその背景を知らなければならないし，知ったことを自分の

中に留めておくのではなく，回りに発信していくことで，ほんの少しでも戦争の辛さ，苦しさを記憶に刻んでい

けると思う。小学校の教員をしているんで，また子ども達に今日のパネル展のことを話してみます 

    ○原爆，強制収用など戦争から引き起こされる，あらゆる人々に恐ろしい思いをさせる出来事にただ胸

が痛くなりました。平和な日々がこれからもずっと続きますように。 

40 代 

    ○憲法改正や集団的自衛権について，今は声高に叫ばれていますが改めて平和や非戦についてゆっくり

考える機会を与えていただけたと感謝しています。関係者各位の御努力に経緯を表します。本日はどうもありが

とうございました。来年も期待しております。 

    ○特に子どもたちが犠牲になっていることに胸が痛みました。核のない，戦争のない世界を希望します。 

    ○アンネの日記や杉原さんの話をじっくり学べてよかったです。 

    ○写真が多く子どもも関心を持ってみやすく印象に残ったと思います。ありがとうございました。 

    ○映画のあとでみたのでアンネの展示がよかったが日本もちょうど同じ頃に戦争だったんだなと（あた

りまえだけど）沖縄戦の日付を見ながら改めて思った。 

    ○残酷ではあるが，被爆された方の写真をもっと多く掲載することで原爆の恐ろしさがより伝わるので

はないか。 

    ○自分が子供を持つようになって，小さな子供が戦争のぎせいになって死んだ話などは，本当に涙が出

ます。自分の子供にも伝えていかなければと思います。 

    ○アンネの日記はしっていましたが，その頃のユダヤ人のことを知れてよかったです。 

50 代 

    ○沖縄戦関係のコーナーが勉強になった。チラシの裏面の「沖縄戦の概要」を多くの市民，子どもたち

読んでもらえればと思った。 

    ○今年は各コーナーの展示がすっきりと区分して壁面にパネル展示されていて写真や記事が見易くて

良かったと思います。ビデオコーナーも杉原千畝，アンネフランクについてよく理解できました。 

    ○千羽鶴をおる企画は良いと思いました。紙が小さくて少しおりづらかったです。 

    ○「アンネの日記」は知っているだけで内容は知りませんでした。今回アンネの日記が語り続けられて

いる内容をはじめて知り，日記はかくれ家時代のものだということも知り感動しました。ユダヤ人差別のことも

よくわかりました。 

60 代 

    ○長崎，広島のパネルがみやすかった。ビデオコーナーの内容でよく理解できた。 

     

70 代以上 

    ○今回「アンネの日記」のアニメ上映されたので，お父さんやお母さんと一緒の子どもさんの姿が多く

見られて良かったと思いました。出来れば中立的な話のできる８０歳前後の人に語り部をしていただければもっ

と理解が深まるのではないかと思います。 

    ○戦争は人権の全てを否定するものであり，平和の為に活動されている人の人物紹介や活動紹介を通し

て人権を考えられるような企画をして頂きたいと思います。 



    ○戦争は私 78 で経験しました。食料，着る物どんなにか苦しかった。毎日母とよその収かくの終わっ

た畠でくずのいもひろを忘れない。サイレンの音恐ろしく身をちぢめた６８年前ありありとおぼえてます。絶対

してはならない 

    ○私は２才の時，S１９年９月に父を戦争で死亡しました。だから父の顔を知りません。手元には父が

最後の艦から送った軍事郵便のハガキ 20 枚と頭毛と手の爪が私のお守りとなっています。戦争は絶対にしては

いけないです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



映画会 アンケート別紙③ 

514 人の参加で 409 人の方にアンケート協力いただきました。 

アンケート回収率は，79.6％です， 

年代 

小学生以下 38.9％159 人 

中学生 3.4％14 人 

高校生 1.0％4 人 

20 才未満 1.7％7 人 

20.30 代 8.3％34 人 

40 代 24.2％99 人 

50 代 5.6％23 人 

60 代 9.8％40 人 

70 代以上 5.4％22 人 

記載なし 0.7％7 人 

 

内容につきましては， 

大変満足 47.7％195 人 

まあ満足 39.6％162 人 

やや不満 5.4％22 人 

大変不満 1.2％5 人です 

記載なしが 6.1％25 人です。 

 

周知媒体 チラシ内訳については別紙のとおりです 

 

関心・理解ですが 

大変理解できたが 48.2％197 人 

まあ理解できたが 35.9％147 人 

あまり理解できたが 7.1％29 人 

まったく理解できなかったが 1.7％7 人 

記載なしが 7.1％29 人です。 

 

今後の講演ですが 

積極的に行う 65.0％266 人 

時々行う 26.2％107 人 

あまり行わない 1.5％6 人 

行わないは 1.7％7 人 

記載なし 5.6％23 人でした 

 

主な意見・感想です 

小学生以下      

    ○せんそうってどうして行うんだろうと思いました。わたしにもアンネの気持ちがわかります。せんそ

う中は食べ物がなかなか手にはいらないのでわたしたち日本人は平和だなと思いました。 



    ○幼稚園なので難しかったみたいです（親） 

    ○アンネが死んだのがかなしかった。声がうるさかった。 

    ○せんそうはやりたくないと思った。 

    ○このような催しに足を自ら運んでみて知識が１つ増えてよかったです。ありがとうございました。 

中学生  

    ○良い映画でした。又，このようなつどいをひらいてください。 

    ○ぜんぜんおもしろくなかった もっとたのしくておもしろいのがよかった 

    ○みんな平和に生き，差別してはいけない 

高校生 

    ○今までの考えをみなおす，とてもいい機会になりました。みれてとてもよかったです。 

20 才未満 

    ○私は学校の図書室やし立図書館でアンネの本をたくさん読みました。だけどやっぱり本よりえいぞう

で流すほうがわかりやすかったです。 

20.30 代 

    ○「アンネの日記」という言葉だけはよく耳にするのですが，詳しい内容は今回初めて知ることができ

ました。とても良い機会になりました。罪のない一般市民までも巻き込む悲惨で残酷な戦争はこの世にはあって

はならないと改めて思いました。 

    ○家ではなかなかこのような映画を観る機会はないので大変良かったです。 

    ○内容を（背景）を知っているためせつなくて苦しい感情が読み取れました。戦争はなくしてほしいで

す。 

    ○収容所での様子も描かれていたら子供にも戦争の惨さが伝わったのかなぁと映画の内容に「やや不満

足」とさせていただきました。 

    ○娘（６年生）は嫌がってましたが，自分が観たくてつれて来ました。とてもいろいろなことを考えさ

せられました。 

    ○小学１年生と３年生の子供と観に来ました。子供達にはちょっとむずかしい内容（理解しにくい内容）

だったのかなと思います。親の私には，子供の時に読んでいた本なのでなつかしく人権問題について考えること

ができました。また子供向けの映画してほしいです。ありがとうございました。 

40 代 

    ○小学生への導入としてはよい作品だと思いました。本や資料をみてから参加したのでわかりやすい映

画だと思いました。 

    ○小学校低学年には難しい内容かもしれません。 

    ○子供にもとても分りやすく，今後のためにも良い映画でした。人それぞれの立場で考えが違うという

話をゆっくりして親子で人権について話したいと思いました。 

    ○前の席の人がお菓子を食べていて嫌だった。 

    ○差別のために自分の夢もかなわないのはとても悲しい事だと思います 

    ○低学年の子供には難しかったと思う。映画の前に戦争はユダヤ人迫害等の時代背景について少々の説

明があれば理解につながったのではないかと思う。 

    ○毎年どんな内容か楽しみにしながらきていあす。戦争を実際に経験された方が減っていく今こそ，こ

うしたつどいを多くもちひきついでいくことが大切だと痛切に感じます。政治が不安定な方向へ進んでいこうと

しているなか，夏といわず年間を通じてこうした催しをして頂き，啓発活動を進めてほしいと思います。 

    ○収容所の様子なども映像であるともっとリアルに伝わるのではないでしょうか。小さい子には少し理

解しがたいかもしれません。リアルではないだけに観に来てよかったです。 



    ○夏休みに娘と一緒に平和と人権についていろいろと話し合おうと思いました。 

50 代 

    ○良かったです。小学生も熱心に見入ってました。アンネのセリフで行動を制限されてたユダヤ人のこ

とでは会場から子どもらのおどろく声が。 

    ○小学校の時の読書感想文にしました。子供も大人もこういう機会を得て人生勉強するべきですね!!と

てもよい行事と思います。ありがとうございました!! 

    ○もっと広報すべきだったと思います。 

    ○小学生低学年の子供たち以下に理解できたかどうかと思う 

60 代 

    ○戦争のない世界になってほしい。この世に生まれて来て楽しい事はなく終えて行く，なんの為に生ま

れて来たの？低学年では少しむずかしいですね。平和な世界にもっともっと沢山の方に伝えて行ってほしいです。 

    ○大変良かったです。もっとたくさんの人に観てもらえるといいと思いました。 

    ○このようなアニメが日本で製作されていることを知りませんでした。静かですが，とても上質な映画

だと思いました。ただ小さいお子さんには少しむずかしい所があったかも。でもそれは保護者さんなどが話しを

していけたらいいですね。 

    ○図書館で「アンネの日記」が切りとられるような事件のおこる今こうした形でわかりやすくユダヤ人

迫害の事実が伝えられることは有意義だと思います。ただヘイトスピーチにしても政府の対応はとてもゆるいし，

差別を許さないという意志が国民に伝わらないのが残念です。 

70 代以上 

    ○このような悲しい出来事時代に生まれ育ったアンネの想いが痛切に感じ，戦争の無い世の中を造り上

げる，これからの人々の責任を我々を含め目覚め人種差別無く人に優しく親切な心を持ちたいものです。 

    ○私の父は２才の時に南シナ会にてアメリカの潜水艦バーグによって海に沈みました。私は父の顔を知

りません。戦争は絶対にしてはなりません!! 

 


