
２０２０．１．１２ 「カタリバ in宇和島」アンケート結果 

 

参加者 高校生 ３０名、中学生 ６１名 キャスト・スタッフ ３２名 

 

今日のイベントに参加したきっかけは何ですか？ 

先生に勧められた      ６９％ 

自主的に参加       ９％ 

友達に誘われた      ２％ 

その他          １９％ 

その他・・・ 親にすすめられた、スタッフにすすめられた、生徒会 

 

将来の希望進路についておしえてください。 

進学       ７５％ 

就職       ５％ 

未定       ２０％ 

 

先生や両親よりも話しやすかったですか？ 

はい        ８０％ 

いいえ       １％ 

変わらない     １９％ 

 

 「はい」の理由 

・実際に就職しているから 

・優しく話しかけてくれた 

・同じ目線にたってくれた 

・親とは違う職業について質問相談できたから 

・年が近いから 

・どんな話も真剣に聞いてくれたから 

・家族のように話しやすかった 

・自分の経験も一緒に話してくれたから 

・初対面だからいろいろさらけだせた 

・将来の夢が一緒だった 

・聞きたいことを聞けた 

・親は真剣過ぎる 

・相談にわかり易く説明してくれた 

・積極的に相談を聞いてくれた 

・共感してくれたり、最後まで話を聞いてくれた 

・たくさん話しかけてくれ、うなずいたりしてくれた 

・親にはてれくさくて言えないから 

・同じ感じの性格だったから 

・話しやすい雰囲気をつくってくれた 

・同じ悩みを持っていたから 



・あだ名があったから 

 

 

 「いいえ」の理由 

・初対面だから 

 

 「変わらない」の理由 

・同じくらい相談しやすかった 

・初対面だけど親しみを持って話せた 

・家族と同じくらい楽しかった 

・相談をしなかったから 

・先生と同じくらい聞いてくれた 

・信頼している人に話す方が、話しやすいから 

・初対面で相談しにくい 

・緊張した 

・誰とも話せるから 

  

 

今日の「カタリバ」の満足度は？ 

とっても満足       ６２％ 

満足          ３６％ 

ふつう         ２％ 

イマイチ        ０％ 

    

参加して一番良かった事は何ですか？ 

・センパイの過去の話を聞いて勇気がもてた 

・いろいろな職業の話が聞けた 

・自分の想いをすべて話せてスッキリした 

・友達がいないという同じ境遇で入学した方がたくさんいたので勇気づけられた 

・自分の考え方が一気に変わったこと 

・普段言いにくいことが言えた事 

・将来についてよく考えることが出来た 

・今している事が壁にぶつかった時に、違う事をするのもいい経験、後悔のない選択をする事が大切 

・明日から夢に向けてやる事が見えた 

・初対面だけど友達もでき、自分の事を自分の言葉で言えた事 

・いろいろな意見を吸収できた 

・違う考え、同じ考え、いろいろな人生について知れた 

・みんなと相談していくにつれ、将来の不安があまりなくなった 

・知らない人と話せる勇気が持てたこと 

・自分でも気づいてなかった本音が言えたこと 

・いろいろな体験や価値が知れて、新しい考え方がうまれた 

・自分と向き合ういいきっかけになった 



・迷っていた将来の夢を決める事ができた 

・他校の人とたくさん関われたこと 

・「人間性を磨く」「時間を大切にする」といった外から見えない部分を磨く事が大切だと教えてもらった

こと 

・不安を抱えたり、悩んでるのは自分だけじゃないと分かった事 

・もぐもぐタイムが最高だった 

・悩みも解決し、目標も立てることでき、なによりやる気が出た。 

・夢はなくても、目の前の事から目標を決めていけばいいよと言ってもらった事 

・センパイの生き方を聞き、自分もいろいろな体験をしてみようと思えた 

・自分に自信を持てなかったけど、将来に自信をもって話せるようになった 

・先の事はわからないけど、今を大切にしようと思えた 

・班で話すところ 

・夢が決まっていることが全てじゃなくて、たくさんの選択肢を見つけて、選択する事も大切だよと教わっ

た 

 

 

 

もっとも心に響いたセンパイの言葉は？ 

・愛嬌があれば大丈夫 

・知行合一 

・枝毛になれ 

・どんなことでも必ず意味があり力になる 

・生き生きしたなりたい自分をイメージできるか？ 

・遠回りしてもいつかはプラスになって帰ってくる 

・無駄じゃない、無駄じゃない 

・塞翁が馬 

・やりたくない事をしている時やりたいことを増やすチャンス 

・今やってる事は無駄じゃない 

・笑顔は無敵 

・自分の思った仕事ができなくても後悔せずにその仕事を頑張れば人生はよくなる 

・好きな事の為にはお金と時間を惜しまない 

・中学生の「今」は「今」しかない 

・時間を大切にしよう 

・笑えば無敵 

・自分の良い点を評価して悪い点を改善する 

・愛嬌があればなんとかなる 

・毎日楽しい 

・やりたくないことをしている時はやりたいことに変えるチャンス 

・笑顔最強 

・笑いは無敵 

・三つ子の魂百まで 

・違う道筋 



・今を大切にする 

・みんなを勝てる事を１つでも見つける 

・誰にも負けない一芸がある 

・「今」がチャンス 

・「今」は「今」しかない 

・時間を大切にすることは自分を大切にすることと同じ 

・夢笑うものに栄光なし 

・全力でできているのは当たり前な事じゃない 

・嫌な事も好きな事もやるからには全力で 

・時間を大切にする 

・約束を守る事 

・どんな自分でも努力すれば変われる 

・チャンスの神様には前髪はない 

・自分を認める 

・何事にも意味がある 

・「あきらめる」という言葉をマイナスからプラスに 

・やめることは前に進むために大切な事 

・夢は細かく描くといい 

・社会からまもる心と頭をみにつけて 

・失敗してもいい 

 

 

カタリバ参加する前の自分に比べ 

①やるべき事が見えてきた 

はい       ８１％ 

変わらない    １５％ 

いいえ      ４％ 

 

②自分に自信がもてた 

はい       ７０％ 

変わらない    ２６％ 

いいえ      ３％ 

 

③悩みがへった 

はい       ７２％ 

変わらない    ２７％ 

いいえ       １％ 

 

 

カタリバを終えて残りの学校生活を変えてみようと思った？ 

はい ・・・    ９７％ 

いいえ・・・     ３％ 



 

これから残りの学校生活どうしたい？ 

・もっと将来の事を考えて生活したい 

・後悔のないように自分で決断できるようになる 

・もう少し勉強を頑張りたい 

・今までとは違う人との接し方をしたい 

・今までしなかった事にもチャレンジしたい 

・たくさん失敗する 

・部活や生徒会をもっと頑張って、充実した学校生活にしたい 

・あきらめずプラスな考えで毎日過ごす 

・普段の学校生活でも自宅でも時間を有効にしていきたいと思った。時間の使い方によって自分を変えて

いく事も出来ると思うし、充実した学校生活を送りたいと思った。 

・自分から進んでいろんな事に挑戦したい 

・思いついた提案をどんどん行動にうつし、僕も他の生徒たちよりもよりよい学校生活をおくれるようにし

たい。 

・みんなが協力できる学校をつくる 

・誰にでも親切で熱心な人になりたい 

・まずは挑戦する 

・人の意見は半分聞いて自分の意思を大切にしたい 

・人のために役にたつ 

・時間を無駄にしない 

・1日 1日を大切に 

・すべての授業を自分なりに楽しむ 

・自分に自信をもって行動する 

・小さいことから少しずつできるようにする 

・小さなことでも目標に向かって頑張る 

・話をしたことない子に挨拶する 

・積極的に友達と話すなどして、たくさんの人の意見を聞き、夢を見つけたいと思った。 

・何事にも全力で時間を大切にしたい 

・大切なものを大切にできるように腐らない心で磨き続ける 

・勉強に対してもっと集中して自主的に取り組みたい 

・色々な人と笑顔で接したり、ひとつひとつを一生懸命にする 

・高校生活を楽しみながら、将来に向けての準備もしっかりしていきたい 

・何を任されても進んでやろうと思う 

・これまで所々で怠けてしまっていたが、常に全力で残りの学校生活を送って支えてくれた両親や先生に

恩返ししたい 

・時間と自分と人を大切にしていく 

・自分が嫌なやりたくない事でもやる事によって何か変わるかもしれない。だから何でも率先してやって

いく 

・プロミスカードに書いたことを毎日する 

・自分の将来について、もっと考えながらなりたい自分に近づきたいです 

・人にありがとうと言われるようなことをしたい 



・ 

 

いいえ 

・今でも十分に満足している 

・自分をどんなふうに変えればよいかわからない 

 

 

 

プロミスカードに記入した事を教えてください。 

・家族の手伝いをする（靴を並べる）。 

・外見と内面を磨く 

・週末に勉強時間を３０分増やす。 

・サッカーで周りが見えていないので、練習から周りを見る意識をする。 

・ひとつのこと（ギター）を三か月は続ける。 

・英語が喋れるように勉強を頑張る。 

・人の気持ちを考えられるようにする。 

・周りの人を大切にする。 

・サボらないようにする。 

・どんなことにも集中して取り組む。 

・体幹をつけるために毎日１分体幹トレーニングをする。 

・先生に教わったことを忘れずに今より良い走りをできるようにする。 

・なりたい仕事は決まっていないが、未来を私が笑顔でいるために勉強を頑張りたいです。 

・自分の好きなことより、やらなければならないことを優先する。 

・一週間毎日５時３０分に起きる（勉強や運動をする） 

・物理を一日３問解く 

・医療関係の仕事について、誰かの役に立つ 

・毎日自分を褒めてあげる。 

・県で優勝するために、毎日朝練に行く 

・あとで後悔しないようにする 

・大会のために毎日柔軟をする 

・毎日筋トレ・柔軟をすること 

・プロ野球選手になるために毎日トレーニングする 

・小さいことでも人のために、自分から進んで手助けを１日１個すること。 

・目標は人前で堂々としゃべる。そのためにマグロの解説を作る。 

・熱心で最後まで頑張る人になれるように努力する。 

・常に笑顔で人や物や動物に優しくする。 

・自分で限界を決めない。 

・時間と自分を大切にする。 

・何に対してもすぐに諦めない。 

・１日１回は良いことをする。 

・毎日友達の良いところを１つ見つける。 

・英語の苦手意識をなくす。 



・すぐに追い詰められないように、広い考えと視野を持つ。 

・今のチャンスを逃さず、今できることを一生懸命する。 

・毎週水曜日に勉強する時間を作る。 

・部活や勉強を全力でする。 

・自分の価値観を大切にする。 

・「ありがとう」を惜しみなく言う。 

・人の意見をよく聞く。 

・聞き上手になる。 

・怪我をしても諦めない。 

・歴史についてもっと知り、重要語句を１日２つ確実に覚える。 

・小さいことでも毎日続けられるような目標を立て生活をする。 

・何に一番時間とお金をかけているのかこれから考える。 

・好きなものを見つける。 

・ポジティブになる。 

・スマホを触る時間を減らす。 

・毎日鏡を見て笑顔の練習をする。 

・自分がやりたいと思ったことは、初めてでも何でも挑戦する。 

・外国語・英語を話せるようになりたいから毎日１ページ英語ノートをして、母と英会話をする。 

・毎日苦手教科の復習を１０分間だけ集中して取り組む。 

・毎日少しでも英語を勉強する。 

・明日やろうじゃなくて、今を大切にして、勉強・部活に全力で取り組む。 

・試合でミスをしないために、素振りをする。 

・数学で理科の公式や覚えることを毎日１つずつ覚える。スポーツやリハビリに関することも知っていく。 

・教科書を１日１ページ読む。 

・テスト期間は朝勉強する。 

・部活でしっかり体力と実力をつけて、試合の時に自分を信じられるようになりたい。 

・毎日１時間自主勉強をする。 

・分からない事は先生に聞いて、無くしていく。 

・やりたいことを探す。 

・夢に向かって柔軟性を高める。 

・今できていることは続けて、新しいことにも挑戦。 

・毎日１つの発見を大切にする。 

・勉強中寝ない。 

・夢に向かって努力し続ける。 

・将来のために、１日１時間以上勉強する。 

・自分の良い所と、人の良い所を見つけて、人に尽くせる人になりたい。 

・部活は常に全力で 

・勉強は１日３０分以上する。 

・教育に関する本を読む。 

・苦手なところを伸ばしつつ、自分の長所をもっと伸ばしたい。 

・学校での授業をきちんと受けて、家でその日の復讐を１時間以上する。 

・ボール（テニス）は全力で諦めずに取りに行く。 



・今まで会った人やこれからも会う人に感謝する。 

・自分に負けない三原則。挫けない・怠けない・太らない。 

・嫌な事もめげずにポジティブにやり遂げ、絶対に医者になる。 

・毎日元気に過ごし、時間・自分・人を大切にしていく。 

・登校時の隙間時間に英単語を覚えて、１週間で１０ページ済ます。 

 

 

いつか語り手として参加したい？ 

はい     ５７％ 

いいえ    ４３％ 

 

メッセージをどうぞ 

・将来についてとても悩んでいたけど色々なアドバイスをしてくれてありがとうございました 

・いちごセンパイ、明るくて面白くてとても楽しかったです。 

・時間をとって私たちの為にお話をしてくださりありがとうございました。 

・たくさん学ぶことがありました 

・自分の小さな悩みとか夢を聞いてくださり本当にありがとうございました。たくさんの勇気をもらいまし

た。ホントにホントにホントにありがとうございます 

・入学して友達がいなくて不安になった時はどうしましたか？ 

・参考になる体験談をきかせてくださりありがとうございました。 

・普段、こういうふうに大人の話をまじめに聞く事があまりなかったのですが、今日カタリバにきてほんっ

っっとうに良かったです。もっともっとお話ししたかったですが、今日教えてもらった事をむねに明日から

の学校生活、将来の夢にがんばります 

・今日はありがとうございました。緊張していた時に笑顔で話しかけてもらって嬉しかったです。考え方が

広がりました。これからも頑張ります。 

・いろいろな経験が聞けて面白かった。 

・優しく接してもらえて良かった。ありがとうございました。 

・今日は貴重な体験ができました。ありがとうございました。自分の夢、目標に向かって頑張ろうと思いま

す。 

・自分の人生を決めていくまでにとても参考になりました。 

・良い人ばかりで優しくて話しやすかったです。すごく楽しかった。 

・不安だったこととかも話を聞いて、少し安心したし失敗しても自分の道を突き進もうと思いました。 

・今日は長い時間話をしてくれてありがとうございました。 

・明るく元気に楽しく活動することができました。本当にありがとうございました。 

・先輩に教えてもらったことを無駄にしないように覚えておき、大人になって 

思い出したいです。 

・今日はありがとうございました。私は話を聞いて、少しですが自分の将来が見えてきました。 

・これからの目標を見つけれたし、話しやすくて、とても楽しかったです。ありがとうございました。 

・これからの目標が見えてきました。ありがとうございました。 

・これからの人生について、大きなヒントを得られたと思います。この経験を生かして、これからも頑張りた

いと思います。ありがとうございました。 

・人の前に灯りをともせば、我が前明らかなるべし 



・ちょーーやばかったです。 

・ありがとうございました。 

・今日はありがとうございました。自分がこれから何をすればよいか知ることができたので良かったと思

いました。 

・良いアドバイスや話を沢山してくださり、ありがとうございました。 

・ありがとうございました。 

・めっちゃ楽しかった。 

・今日はありがとうございました。先輩方の話を聞いて、変わったこともあったので、良かったです。 

・まずはお話を聞かせていただき、ありがとうございました。自分は今、やりたいことがたくさんあり、悩

んでこれからどうしていけば良いのかとても不安でした。今日はお話を聞いて本当に参考になったし、学

ぶことが多くありました。自分も先輩方のように生き生きと仕事をできるようにしたいと思った。 

・自分たちの様々な体験談をありがとうございます。 

・今日はありがとうございました。 

・今日のお話すごく良かった。自分にも何か出来ることがあるのではないかと気づくが出来ました。 

・しっかりと目を見て話しを聞いてくれたり言った事にもちゃんと返してくれて凄く嬉しかったです。ありが

とうございました。 

・今日はいろいろと教えて下さってありがとうございました。 

・今日はたくさん話を聞けて良かったです。ありがとうございました。 

・すごく共感しました。学ぶことが多かったので、参加して良かったです。ありがとうございました。 

・自分の将来について少し自信がもてた。 

・参加前の自分より、自信も持てたし前を向けました。参加して本当に良かったです。楽しかったです。あり

がとうございました。 

・キャストの皆さんは優しくて面白くて悩みを相談しやすかった。 

・キャストのみなさんが大好きです。 

・楽しかったです。お話してくださり、ありがとうございました。 

・カタリバに参加できて良かったです。ためになる話がたくさん聞けました。ありがとうございました。 

・今日は沢山生き様？を聞かせてくれてありがとうございました。これからについて考える良い機会にな

りました。 

・今日はどうもありがとうございました。 

・いい経験をさせて頂き、ありがとうございました。将来に向けて頑張ろういう気持ちが強くなりました。 

・将来の進路について、何も決まっていなくて、焦りや不安を感じていたので、先輩方の様々な話を聞け

て良かったです。 

・僕たちの為に沢山貴重な話、ありがとうございました。今日の話を聞いて、周り道をしても自分に強い意

志を持って道を突き進もうと思います。また、自分もこれからにすごく自信が持てたので、これからは胸

を張って生活したい。 

・いろいろな事を教えて下さり、ありがとうございました。自分の将来について考えることが出来ました。 

・将来のためになる話をありがとうございました。 

・どうな話でも聞いてくれてありがとうございました。ここ、宇和島から目標に向かって羽ばたこうと思い

ます。宇和島市（南予）の暖かさも感じることが出来ました。 

・ヒメセカ先輩へ 尊敬してます！ 

・優しく分かりやすく話をして頂いてありがとうございました。沢山学べました。 

・ほとんどすべての先輩が、まず失敗談を話してくれたので、そういうところは見習わない。 



・大切なことをたくさん学べました。 

・まだまだ分からない未来を自分の力で進みたいです。ありがとうございました。 

・キャスト・先輩の皆様ありがとうございました。 

・他校の方にも出会えたし、これからの人生の背中を押してくれました。このメンバーで会えることはもう

ないかもしれませんが、これからも頑張ってください。 

・超面白かったです。 

・貴重なお話有り難うございました。時間を大切にして、全力で取り組んでいきたいと思います。 

・人生について語ってくれてありがとうございました。 

・先輩たちの話を聞いて、今の自分がすべきことを明確にできました。他にも今まであまり考えていなかっ

た将来の夢について、しっかり考えていこうと思いました。今日はとてもタメになる話を聞けました。あり

がとうございました。 

・今回沢山のキャストの皆さんから、これから自分がしなければいけないことが新たに見つかりました。短

い時間でしたが、たくさん話をしてくださったり、聞いてくださったり、ありがとうございました。 

いろいろな話が聞けて良かったです。ありがとうございました 

 


