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１ 事業目的

第８学年（市立中学校の第２学年）に対して、ライフプランの必要性や
重要性に気づいてもらい、自分自身の問題として捉えてもらうとともに、ラ
イフプランニングに必要となる就学、就職、結婚、出産、子育てなどの将来
の夢や目標を決める知識・情報を提供し、考える機会を持たせる取組とし
てライフデザインセミナーを実施する。

２ 事業概要

(１)独自ツール「理想のデザインシート」、
「自分発掘ツールを用いて「自分自身」を知る

(２)「キャリアインタビュー」により、未来の可能性に対する視野を
広め、新たな価値観を知る

(３)「自分軸」によるライフデザインが可能になる

(４)不安を払拭し、しあわせな結婚観・家族観・人生観・キャリア観
　を形成する

(５)振り返り・まとめ
現状と課題を客観的に把握することができれば，自身の大きな成
長に繋がる。当セミナーが転機となってくれるようなまとめをして
いく。
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３　事業内容

1 ライフデザインについて

・適した出産時期
・栄養について
・コロナ前と現在の出会いや結婚の状況
・妊娠についてのクイズ、子育てについてのクイズ

3 進学・就職について

・目的は長期で最終的に目指したいもの。目標は目的達成することに必要な
数値など具体的に

・人生に転機はつきもの。どう捉えるかで人生は変わる。将来への夢を達成す
る上での現実課題について思案することができる。

・自分の欲求と価値を知る
・自信の3本軸
・自己決定性で自分を変える
・質問を投げかけながらライフデザインを作成

〇　進学や就職等自分の将来について考え始める時期である第8学年を対象　
　　に、自身の将来（結婚や子育て、キャリア形成など）を考える一助として実施
　　する。

〇　実施にあたっては那珂市教育委員会などと連携しながら取組を進め、講師
　　には、各分野（お金や子育て、健康、結婚、キャリアデザイン等）の専門を配　
　　置し、多方面から結婚や子育てに関する正しい知識を得られる講義内容とす
　　る。

〇　また、事前課題シートの使用や講義内で考えさせる時間を長くとり、グルー
　　プワークにより意見を共有するなど生徒たちがより自主性を持ち、意識変化
　　を促せるようなものとする。

2　結婚・出産・子育てについて

・色々な学校を知る
・初任給を知る
・働く意味を知る
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5　キャリアについて

6　コミュニケーションについて

7　お金について

・働き方の変化
・時代の変化に柔軟に対応できるか
・信頼関係構築の大切さ
・想像力・好奇心・発想を豊かに
・経験すること・経験が力になる
・選択肢を増やすための勉強と情報収集

・あなたメッセージとわたしメッセージ

・加藤万里奈さん（口笛との出会い・デヴィ夫人との出会い）
・加藤万里奈さんにとっての「行動とは」
・大切にしていること3つ
・人は何を目指して生きているのか！

9　アンケート・まとめ

・将来どのようなことにお金が必要か
・お金を増やすための３つの考え方

8　Dream come trueなミニ講演

４ Be Your Bestな講師たち

・各講師の経験談を交えたキャリアインタビュー
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事前・事後アンケート調査

セミナーを実施するにあたり，参加者の意識がどのように変化するのかを比
較するため，セミナーの受講前後にアンケートを実施しました。その結果と変
化を次ページ以降に掲載します。

※Q7以降はセミナー実施後のアンケートでのみの調査項目

事前アンケート
Q1.-1 あなたは何人兄弟(姉妹)ですか？
Q1.-2
Q2.

何番目ですか？
将来，結婚したいと思っていますか？

Q3.

Q4.

Q5.
Q6.

将来子供は欲しいですか？はいの方は人数もお願いしま
す
妊娠や出産をするのに適した時期があるのを理解していま
すか？
自分のことを理解していますか？
ライフデザインについて(将来について)考えたことはありま
すか？

事後アンケート
Q1.-1 あなたは何人兄弟(姉妹)ですか？
Q1.-2　何番目ですか？
Q２.　　　将来,結婚したいと思っていますか？
Q3.　　　将来子供は欲しいですか？はいの方は人数もお願いします
Q4.　　　妊娠や出産をするのに適した時期があるのを理解できまし　
　　　　　　 たか？
Q5.　　　自分のことは理解できましたか？
Q6.　　　今後もライフデザインについて（将来について）考えることは
　　　　　　 大事だと思いましたか？
Q7.　　　今回のセミナーで結婚・子育て・ライフデザインについて誰　
　　　　　　 かに伝えたいと思いましたか？
Q8.　　　今回のセミナーでの気付きや思ったことなど感想をお願いし   
　　　　　　 ます。　　
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＜ばら野学園第一中学校＞
（１）日 時：令和４年１１月１１日（金）3・5時間目
（２）講 演 会 の名称：中学生のためのライフデザインセミナー座
（３）講
（４）対　     象　    
（５）内

師：一般社団法人わくわく人生デザインラボ
者：第８学年
容：①ライフデザインについて

②結婚・出産・子育てについて
③進学・就職について

(１) 日
(２) 内

時：令和４年１１月１１日（金）4・６時間目
容：④Be Your Bestな講師たち

⑤キャリアについて
⑥コミュニケーションについて
⑦お金について
⑧Dream come trueなミニ講演
⑨アンケート・まとめ

前 半
４ 実施校

後　半
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妊娠についてのクイズ

Q１．男性のパンツはボクサーパンツよりトランクスの方がよい。

Q２．女性は「30歳」を過ぎると、妊娠する力が下がり始める。

A1. 男性のパンツはボクサーパンツよりトランクスの方が良い。　〇　

アメリカのハーバード大学公衆衛生大学院の研究グループが、下着と精巣機能との関連調査を
行ったところ、ボクサーパンツVSトランクス妊活するならフィットした下着より通気性のあるゆった
り履くトランクスの方が精子の運動能力が高い事を発表。（フィットした下着よりゆったり履くトラン
クスの方が精子の濃度が25％高いことが示され、睾丸内の温度が上昇しないので、高温により
精子細胞の増殖・分化の形成が阻害される可能性が低い。精巣の働きは高い温度に弱く、睾丸
が温まってしまうのが原因とされている。）

A2. 女性は30歳を過ぎると、妊娠する力が下がり始める。　〇
胎児のとき最大500～700万個あった卵子は、生まれたとき200万個・思春期で20～30万個
になり、質・量ともに減少し続ける。
そのため、年齢とともに妊娠しにくくなったり、妊娠の異常が起こりやすくなる。女性が自然に妊娠
する力は30歳頃から低下し、35歳前後からは流産率が上昇するほか、妊娠高血圧症候群、前置
胎盤など、妊娠・出産のリスクが高くなる。
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Q３．男性は「35歳ごろ」から精子の質が低下していく。

A3. 男性は35歳ごろから精子の質が低下していく。　〇　　

男性の精子は思春期以降1日に数千万個作られますが、加齢とともに妊娠率がゆっくりで
はあるが低下することが指摘されている。

Q４. 近年、年齢が上がっても、妊娠さえできれば、20代のころと同じよう
に妊娠を続け、出産できるようになってきた。

A4. 近年、年齢が上がっても、妊娠さえできれば、20代のころと同じように妊娠を続け、
出産できるようになってきた。　×

不妊の検査や治療を受けたことのあるカップルは、約5.5組に1組。
不妊を心配したことのあるカップルの割合は、約3組に1組と言われている。
厚生省のデータによると、科学や医療の進歩により約17人に1人が体外受精などの生殖補
助医療（不妊治療）によって生まれている。
☆一般的に年齢が上がるにつれて妊娠しにくくなると言われており、不妊治療における分娩
率は、35歳ぐらいまでは15～20％を推移し、36歳になるとさらに減りはじめ、40歳で
7.7％、45歳で0.6％と1％を下回る。
☆医療の力をかりて不妊治療を受けたとしても、必ずしも妊娠・出産に至るわけではなく、望
みが叶わないこともあるのが現状。
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Q５．不妊の検査は、男性も産婦人科でしか受けられない。

A5. 不妊の検査は、男性も産婦人科でしか受けられない。　×

男性の検査・・・泌尿器科・産婦人科・不妊治療専門クリニック
精液検査とは、精子の数・運動率を検査
泌尿器科・・・男性が一人で受診する場合におすすめ。異常があった場合は精密検査や治療
が受けられる。
不妊治療専門クリニック・・・奥さんと一緒に受診する場合におすすめ。男女両方の検査を実
施している。
不妊治療をおこなう産婦人科・・・自宅で採取した精液を奥さんに預けて検査することが可
能。

子育てについてのクイズ

Q1.赤ちゃんが泣くという行動には欲求を訴えている時なのですが、赤ちゃんの欲求
は5つ、「眠いよ〜」の①睡眠欲「暑いよ〜、気持ち悪いよ〜」などの不快を訴える② 
不快「おしっこ出るよ」「うんちがでるよ」の③排泄欲「抱っこして〜、かまってよ〜」の 
④ストレスです。 では、⑤つ目は何でしょうか？
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 Q2.産まれて4週間の赤ちゃんを新生児と言いますが、その頃の赤ちゃんはまだ、自
分で意識して顔の筋肉を動かすことが出来ないので笑うことが出来ません。しかし、
その時期にふんわりと笑うことがあります。神様が与えてくれた笑顔と言われていま
す。なんと言われているでしょうか？ 

 Q3.産まれたばかりの赤ちゃんは、おっぱいを探して吸い付こうとする『吸啜反射』
(きゅうてつ)、手を握ると握りしめる『把握反射』など、誰かに教えられたわけでもな
い、こうした生まれつきの行動を「原始反射」と言います。では、その反射の中で、大
きな音や振動などに驚いてビクッ！とする反射をなんていうでしょうか？ 

 Q4.新生児の赤ちゃんはおっぱいを欲しがります。昼間でも、朝早くても、夜中で
も、泣いて訴えます。さて、赤ちゃんは約6ヶ月まで、何時間ごとにおっぱいを欲しがる
でしょうか？ 
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Q5.赤ちゃんは母乳やミルクを飲む時期から少しづつ食事へと移行する為に『離
乳食』を与えます。ペースト状から刻み、一口大のモグモグと食べ物の状態を変化
させながら与えますが、それはどうしてでしょうか？ 

妊娠や子育てについての理解度を知り，さらに深めるため各５
問ずつのクイズを行いました。 結果は，この学校の平均点は
135点(一問20点)でした。 全問正解して見事子育て博士に
輝いたのは9人でした！ この学校ではとても正解率が高く，特
に子育てクイズQ4で正解率74％と高かったのは弟や妹の赤
ちゃんの時のことをなんとなく覚えているのではないかと思い
ました。

11



アンケート集計結果

1-1 あなたは何人兄弟（姉妹）ですか？

1-2 何番目ですか？？

男子では48%，女子では56%と，全体の53%が「2人」兄
弟(姉妹)という回答でした。
全体の 89%が「1 、2 番目」を占めており，男子では57%，
女子では 51%が「1 番目」という多数回答でした。
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2　将来、結婚したいと思っていますか？

実施前は44%の子が結婚したいと回答していましたが，実
施後は 73%に増えました。わからないという回答が47％
から21％に減りました。男女別に見ると，男子は 12%，女
子は 39%，結婚したい子が増えました。

凡例
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3　将来子供は欲しいですか？はいの方は人数もお願いします

将来，子供が欲しいかについて，実施前は「欲しい」子の割
合は75%でしたが，実施後は8%増え，全体で83%が「欲
しい」となりました。人数については，男子が65%，女子が
55% で「2人」という声が多数でした。
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4.妊娠や出産をするのに適した時期があるのを理解していま
すか？理解できましたか？

実施後，全体では「理解している」が 57%増え，「わからな
い」が36%減り3％となりました。「理解している」「少し理解し
ている」が97％となりました。特に性別未回答では，「わからな
い」が40%減り，「理解できた」「少し理解している」が100％
となりました。

凡例
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5　自分のことを理解していますか？？理解できましたか？

実施後，全体で「理解している」「少し理解している」が75%
から13％増え，88％となりました。特に女子では，「わからな
い」という回答が20％減の2%となり，「理解している」「少し
理解している」が98%となりました。
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6 ライフデザインについて(将来について)考えたことは

6　今後もライフデザインについて(将来について)考えることは
　　大事だと思いましたか？

　　ありますか？

事後

事前には，全体の39%が「考えたことがない」「どちらでもな
い」と回答していましたが，事後，男女ともに96%が今後もラ
イフデザインについて(将来について)考えることは大事と回答
しました。

凡例
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7 今回のセミナーで結婚・子育て・ライフデザインについて
　　誰かに伝えたいと思いましたか？

全体の 78%が「はい」と回答しました。男子は74%が「は
い」と回答し，女子は81%が「はい」と回答しました。

凡例
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８　今回のセミナーでの気づきや思ったことなど感想をお願
いします。

生徒の感想一覧

〇　未来のことについて色々勉強になって、聞いてよかった。
〇　自分のことをよく知るべきだと思った。
〇　目標を立てるのは大事。
〇　結婚などの大切さに気づいた。
〇　自分の大切さを知った。
〇　目標を掲げることは大事だってこと。
〇　チャンスを掴むのが大切だと思った。
〇　目標を立てて、夢を叶えるために努力したいと思った。
〇　将来のことを考えることもいいなと思った。
〇　行動することは大事だなと思った。
〇　目標を立て、その目標に向けて努力することが大事だと学んだ。
〇　人それぞれの人生があり早めに行動したほうが良い。
〇　自分のことを知ることはとても大切。
〇　お金のことや将来のことについてよく理解できた。

①将来について考えることができた
②自分について考えた
③結婚・出産・子育ての大切さ

④人生について考えた
⑤その他その他

凡例
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生徒の感想一覧

〇　人生のチャンスを掴む事が大切。
〇　自分の事を知って将来のために今のうちに計画などを立てといた方がいいと　　
　　　思った。
〇　行動することが大事。夢に向かってたくさん目標を持つことが大事。自分のこと

　　　をよく知ることが大事。

〇　自分のことを少し理解できた。

〇　将来を考えることは大事だと思った。

〇　セミナーを受けてこれからの人生に役立ちました。

〇　自分を知ることが大事だと思った。

〇　自分の意思を持つことが大切だと思った。

〇　将来は想像できないことがわかった。

〇　今やりたいことが分からなくもこれから趣味や好きなことを作ろうと思った。

〇　これから何がおこるかわからない。

〇　大変だなって思った。

〇　こうなりたいという気持ちを持つことが大切なんだなと思いました。

〇　最後に加藤まりあさんの演奏が聞けてよかったです。

〇　将来の事を考えるのは難しい事だと思った。

〇　難しく考えないで、やりたい事をやりたいと思った。

〇　普通で安定した生活が1番良いと考えていたけど、いろいろな人生もあるんだ

　　なと思った。

〇　ライフデザインについてわかった。

〇　自分に自信を持つこと。

〇　自分の人生を多様な価値観で見て、その先のことを想像していくことが大事だ

　と感じた。

〇　自分とよく見つめ合い、楽しい人生にしていきたい。
〇　結婚のことに対してあまり自分には関係のないことだと思っていたからこのセミ

ナーを聞けてよかったと思った。
〇　自分の人生や、将来について考えることが大事だと思った。
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生徒の感想一覧生徒の感想一覧

〇　自分の将来について考えるいい機会になった。
〇　色々な事を知れた。
〇　ライフデザインの事をあまり知らなかったけど話を聞いて自分の将来を少し　
　　ずつ見直していきたいと思いました。職業に関しても自分が好きな事に挑戦し
　　ていってもいいと思いました。　

〇　ライフデザインはあまり知らなかったけれど今回のセミナーで少しわかること
　　　ができた。
〇　自分の将来が明るく見えた。
〇　自分の生き方について、学ぶことができた
〇　目標はいつでもできるということがわかった。
〇　ライフデザインについて考える良い機会になった。
〇　人生。
〇　自分の人生について長い目で見て計画することが大切だと思いました。
〇　人生について考えて、少し楽になった。
〇　ライフデザインのことが大体わかったと思う。
〇　自分の人生についてよく理解出来た。
〇　私たちにはいろんな生き方があることがわかりました。ありがとうございまし

　　　た。
〇　結婚・妊娠には、適した時期があること。
〇　自分の大切なことを学んだ。
〇　人生なにが起こるか分からないと思い、将来が楽しみになった。
〇　自分のことを知ることができた。
〇　自分のことを知るきっかけになった。
〇　ライフデザイン講座を受けて将来について少し考えることができた。
〇　自分の人生について考えることは大切だと思った。
〇　将来について考えることができた 。
〇　将来について考えてなかったので、色々と考えさせられた。
〇　自分を知るきっかけになってよかった。
〇　行動することは大事だなぁと思った 。
〇　いろんな人生があるんだなぁと思い、好きなことをみつけてやりたいことをや　

　　りたいと思った。

21



生徒の感想一覧

〇　将来の事を考えることの大切さを知れて良かった。
〇　目標を立てて夢に向かって行動したいと思った。
〇　いろんな人生あっていいんだなぁと思った。
〇　行動することが大切だと思った。
〇　出産の時期なども考えて将来の事を考えたいと思った。
〇　自分を知ることが大事と知った。
〇　行動することの大切さを知った。
〇　将来の事を考えることは大事なんだと思った。
〇　ライフデザインは大切だと思った。
〇　自分の人生についてよく理解出来たと思う。
〇　私たちにはいろんな生き方があることが知れた。
〇　結婚・妊娠には、適した時期があること。

「人生について考えた」という感想が43％，「将来について考えることができ
た」が27％でした。その他、積極的に様々な感想を具体的に述べてくれました。
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〈青遙学園第二中学校〉

（１）日 時：令和４年１２月６日（火）５時間目
（２）講 演 会 の 名 称 ：中学生のためのライフデザインセミナー
（３）講 師：一般社団法人わくわく人生デザインラボ
（４）対  象  者 ：第８学年
（５）内 容：①ライフデザインについて

②結婚・出産・子育てについて
③進学・就職について

(１)日
(２)内

時：令和４年１２月６日（火）6時間目
容：④Be Your Bestな講師たち

⑤キャリアについて
⑥コミュニケーションについて
⑦お金について
⑧Dream come trueなミニ講演
⑨アンケート・まとめ

前 半

後　半

23



妊娠についてのクイズ

Q１．男性のパンツはボクサーパンツよりトランクスの方がよい。

Q２．女性は「30歳」を過ぎると、妊娠する力が下がり始める。

A1. 男性のパンツはボクサーパンツよりトランクスの方が良い。　〇　

アメリカのハーバード大学公衆衛生大学院の研究グループが、下着と精巣機能との関連調査を
行ったところ、ボクサーパンツVSトランクス妊活するならフィットした下着より通気性のあるゆった
り履くトランクスの方が精子の運動能力が高い事を発表。（フィットした下着よりゆったり履くトラ
ンクスの方が精子の濃度が25％高いことが示され、睾丸内の温度が上昇しないので、高温によ
り精子細胞の増殖・分化の形成が阻害される可能性が低い。精巣の働きは高い温度に弱く、睾
丸が温まってしまうのが原因とされている。）

A2. 女性は30歳を過ぎると、妊娠する力が下がり始める。　〇
胎児のとき最大500～700万個あった卵子は、生まれたとき200万個・思春期で20～30万個
になり、質・量ともに減少し続ける。
そのため、年齢とともに妊娠しにくくなったり、妊娠の異常が起こりやすくなる。女性が自然に妊娠
する力は30歳頃から低下し、35歳前後からは流産率が上昇するほか、妊娠高血圧症候群、前置
胎盤など、妊娠・出産のリスクが高くなる。
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４．近年、年齢が上がっても、妊娠さえできれば、20代のころと同じように妊娠
を続け、出産できるようになってきた。

Q４．近年、年齢が上がっても、妊娠さえできれば、20代のころと同じよう
に妊娠を続け、出産できるようになってきた。

Q３．男性は「35歳ごろ」から精子の質が低下していく。

A3. 男性は35歳ごろから精子の質が低下していく。　〇　　

男性の精子は思春期以降1日に数千万個作られますが、加齢とともに妊娠率がゆっくりでは
あるが低下することが指摘されている。

A4. 近年、年齢が上がっても、妊娠さえできれば、20代のころと同じように妊娠を続け、
出産できるようになってきた。　×

不妊の検査や治療を受けたことのあるカップルは、約5.5組に1組。
不妊を心配したことのあるカップルの割合は、約3組に1組と言われている。
厚生省のデータによると、科学や医療の進歩により約17人に1人が体外受精などの生殖補
助医療（不妊治療）によって生まれている。
☆一般的に年齢が上がるにつれて妊娠しにくくなると言われており、不妊治療における分娩
率は、35歳ぐらいまでは15～20％を推移し、36歳になるとさらに減りはじめ、40歳で
7.7％、45歳で0.6％と1％を下回る。
☆医療の力をかりて不妊治療を受けたとしても、必ずしも妊娠・出産に至るわけではなく、望
みが叶わないこともあるのが現状。

25



Q５．不妊の検査は、男性も産婦人科でしか受けられない。

A5. 不妊の検査は、男性も産婦人科でしか受けられない。　×

男性の検査・・・泌尿器科・産婦人科・不妊治療専門クリニック
精液検査とは、精子の数・運動率を検査
泌尿器科・・・男性が一人で受診する場合におすすめ。異常があった場合は精密検査や治療
が受けられる。
不妊治療専門クリニック・・・奥さんと一緒に受診する場合におすすめ。男女両方の検査を実
施している。
不妊治療をおこなう産婦人科・・・自宅で採取した精液を奥さんに預けて検査することが可
能。

子育てについてのクイズ

Q1.赤ちゃんが泣くという行動には欲求を訴えている時なのですが、赤ちゃんの欲求
は5つ、「眠いよ〜」の①睡眠欲「暑いよ〜、気持ち悪いよ〜」などの不快を訴える② 
不快「おしっこ出るよ」「うんちがでるよ」の③排泄欲「抱っこして〜、かまってよ〜」の 
④ストレスです。 では、⑤つ目は何でしょうか？
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 Q2.産まれて4週間の赤ちゃんを新生児と言いますが、その頃の赤ちゃんはまだ、自
分で意識して顔の筋肉を動かすことが出来ないので笑うことが出来ません。しかし、
その時期にふんわりと笑うことがあります。神様が与えてくれた笑顔と言われていま
す。なんと言われているでしょうか？ 

 Q3.産まれたばかりの赤ちゃんは、おっぱいを探して吸い付こうとする『吸啜反射』
(きゅうてつ)、手を握ると握りしめる『把握反射』など、誰かに教えられたわけでもな
い、こうした生まれつきの行動を「原始反射」と言います。では、その反射の中で、大
きな音や振動などに驚いてビクッ！とする反射をなんていうでしょうか？ 

 Q4.新生児の赤ちゃんはおっぱいを欲しがります。昼間でも、朝早くても、夜中で
も、泣いて訴えます。さて、赤ちゃんは約6ヶ月まで、何時間ごとにおっぱいを欲しが
るでしょうか？ 
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Q5.赤ちゃんは母乳やミルクを飲む時期から少しづつ食事へと移行する為に『離
乳食』を与えます。ペースト状から刻み、一口大のモグモグと食べ物の状態を変
化させながら与えますが、それはどうしてでしょうか？ 

妊娠や子育てについての理解度を知り，さらに深めるため
各５問ずつのクイズを行いました。 結果は，この学校の平
均点は129点(一問20点)でした。 全問正解して見事子
育て博士に輝いたのは2人でした！ 
この学校ではとても正解率が高かったものの妊娠クイズ
Q3はまだ理解している子は少なかったようで正解率39％
でした。
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1-2 何番目ですか？

アンケート集計結果

1-1 あなたは何人兄弟（姉妹）ですか？

男子では46%が「３人」，女子では58%が「2 人」が多数回
答で，全体の50%が「2人」兄弟(姉妹)という回答でした。
全体の 86%が「1 、2 番目」を占めており，女子では 50%
が「1 番目」，男子では48%が「2番目」でした。
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2　将来、結婚したいと思っていますか？

実施前は60%の子が結婚したいと回答していましたが，実
施後は 84%に増えました。わからないという回答が36％か
ら10％に減りました。男女別に見ると，男子は 22%，女子は 
24%，結婚したい子が増えました。
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3　将来子供は欲しいですか？はいの方は人数もお願いします

将来，子供が欲しいかについて，実施前は「欲しい」子の割
合は80%でしたが，実施後は12%増え，全体で92%が
「欲しい」となりました。人数については，男子が58%，女子
が54% で「2人」という声が多数でした。

凡例
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4 妊娠や出産をするのに適した時期があるのを理解してい
ますか？理解できましたか？

実施後，全体では「理解している」が 59%増え，「わからな
い」が27%減り，「理解している」「少し理解している」が
100％となりました。特に男子では，「わからない」が35%
減り，男女ともに「理解できた」が92%となりました。

凡例
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5 自分のことを理解していますか？理解できましたか？

実施前，全体で「理解している」「少し理解している」が
100%と普段から自分と向き合えているようでした。事後で
は，「わからない」という回答が 2%あったことから，このセ
ミナーを通じてさらに深く考えたのではないかいうことが窺
えました。

凡例
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6 今後もライフデザインについて（将来について）考えること
は大事だと思いましたか？

６ライフデザインについて（将来について）考えたこと

事後

全体の96%が今後もライフデザインについて(将来につい
て)考えることは大事と回答しました。

凡例
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7 今回のセミナーで結婚・子育て・ライフデザインについて誰
かに伝えたいと思いましたか？

全体の 90%が「はい」と回答しました。男女共に92%が
「はい」と回答しました。

凡例
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8 今回のセミナーでの気づきや思ったことなど感想をお願い
します。

生徒の感想一覧

〇　自分のことについて知れる良い機会だった。
〇　人生は一つのことに執着するのもいいけど視野を広く持ってさまざまなことを　
　　選択して生きるのが大事だと思った。
〇　色々なことなどを知れて良かった。色々な生き方があるなど。
〇　いままであまりライフデザインについて知らなかったので、丁度いい機会に　　
　　なった。
〇　栄養のことが分かりました。
〇　自分の生き方は自分で決めて、目標を持つことが大切だと分かった。
〇　勉強になった。
〇　今までは、将来のことを考えたことはなかったけど、今回の授業を通して考えた
　　り学ぶことが出来てよかったです。
〇　自分のことや妊娠や出産についてよく理解をすることができた。
〇　自分の将来がまだ決まってないので良い勉強になりました。
〇　自分のことをよく知ることが出来たと思った。
〇　将来についてまだ何も考えていなかったが、このセミナーを受けて将来につい
　　て少しづつ考えて行きたいと思う。

①将来について考えることができた
②自分について考えた
③結婚，出産，子育ての大切さ

④人生について考えた
⑤その他

凡例
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生徒の感想一覧

〇　20代が一番妊娠、出産に適した時期だと知ったので、私も20代に結婚、出産　
　　をしたいなと思いました。
〇　これから長い人生を生きていく上で，人との付き合い方，自分との向き合い方，
　　栄養の大切さがわかりました｡また，自分の好きなことを大切に生きていきたいと
　　思いました｡
〇　自分のことや、これからのことについて、今回のセミナーであまり将来が決まっ　
　　てなかった私でもちょっとは決められたと思う。
〇　これからの人生、結婚するかしないかは人それぞれで、その家庭の作り方は人　
　　それぞれだということを改めて知ることができた。また、自分の好きなことを仕事
　　にしたいなぁと思った。
〇　今回のセミナーを通して、今までは遠い未来のことと思っていましたが今から考
　　えたり、目標をたてたり、今出来ることを実行したりすることが出来るということを
　　学びました。
〇　結婚や子育てへの対応が少しずつ進んでいると分かった。貴重な体験だったの
　　で大切にしたい。
〇　自分の将来を決めるのは自分で、将来が変わっていてもいいんだなと思った。
〇　ライフデザインを考えることは自分の将来にすごく役立つと知ることができまし　
　　た。
〇　今回のライフデザインで、少し不安だった将来が楽しみな将来に変わりました。
〇　夢は諦めずに、追い続けることも、早く実行することも、大切なんだと思いまし　　
　　た。
〇　今回はたくさんのことを教えていただきありがとうございました！
〇　理想の将来をつくれるようにがんばりたいと思った。
〇　将来のことを早い段階で見据えておくことが大事とわかりました。
〇　今後の生活をどうしていったらよいかわかった。
〇　将来のことについてたくさん考えれてよかった。
〇　具体的じゃなくても将来について考えることは大切だと思った。
〇　ライフデザインについて考えられてよかった。
〇　今後の自分をしっかり考えていきたいと思います。
〇　将来のことは、今きめなくても世界は色々あることが分かりました。
〇　これからは、将来のことについて考えながら生活していこうと思いました。
〇　自分の人生について考える時間を少しでもとることが大切だと思った。
〇　将来のことを今から決めておくということが大切だと思った。
〇　妊娠できる確率は年齢とともに下がっていく。
〇　夢は叶うことがわかりました。これから出来る夢も大切にしていきたいと思いまし
　　た。
〇　将来について考えるのは大事なことだと改めて思った。
〇　自分もいつか妊娠する時があるからセミナーで学んだことを気にかけて生活し
ていきたい。
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生徒の感想一覧

〇　自分ではわからないことを知れた。
〇　将来、どのように生活したり、行動すれば良いか知ることができ、良かったで　　
　　す。
〇　ライフデザインについて考えることは自分にとっても良いことだと分かりました。
〇　自分の人生は自分で決めていい｡”普通”の基準は人それぞれだとわかりまし　
　　た。また、私は自分の好きなことを将来に繋げていきたいです。
〇　私の将来について真剣に考えました。まだ未来は分からないけど、自分が後悔
　　しないような仕事に就いていい人生を送りたいと思います。
〇　今自分が食べた物が10年後に大事になるんだなと分かった。
〇　将来、自分が何をしているのか考えたこともなかったので色々な話を聞き、将来
　　について自分が何をしたいのかが明確になりました。
〇　今回のライフデザインでは皆様方の行動力を学べました。何をするにしてもま　
　ずは行動すると良いということを分かったので明日からはもっともっと積極的に
　行動したいと思いました。また、今日起きた時、今日の天気は何かを考えてみま
　した。そしたら、その答えが気になり、学校に行きたいと思うようになりました。だ
　から他にも「今日の給食は何だろう」や「今日の授業は何だろう」と学校でしか
　わからないことを考えて起きたいと思いました。
　加藤万里奈さんの言葉を参考に頑張ってみたいと思いました。皆様方、本当に
　ありがとうございました。

〇　結婚や出産について疑問を抱いていたが，今回でその疑問の一部が払拭でき
　　たので，良かったと思った。また，自分のこれからについて向き合う貴重な機会　
　　だったと思った。
〇　自分のしたいことや、やりたいことはすぐに行動に移していくことの大切さを　　
　　知った。
〇　今回の話を聞いて、今まであまり分かっていなかった欲求と要求の違いを理解
　　することができた。また、加藤さんの話を聞いて、将来について早めに考えておく
　　ことは大事だなと思った。
〇　自分のやりたいことの計画を決めることで、叶う確率が上がることを知った。

「将来について考えることができた」という感想が53％，「人
生について考えた」が21％でした。その他、積極的に様々な感
想を具体的に述べてくれました。
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〈緑桜学園第三中学校〉

（１）日 時：令和4年１１月18日（金）５時間目
（２）講 演 会 の 名 称 ：中学生のためのライフデザインセミナー
（３）講 師：一般社団法人わくわく人生デザインラボ
（４）対 　　　象 　　　者：第８学年
（５）内 容：①ライフデザインについて

②結婚・出産・子育てについて
③進学・就職について

(１)日
(２)内

時：令和４年１１月18日（金）６時間目
容：④Be Your Bestな講師たち

⑤キャリアについて
⑥コミュニケーションについて
⑦お金について
⑧Dream come trueなミニ講演
⑨アンケート・まとめ

前 半

後　半
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妊娠についてのクイズ

Q２．女性は「30歳」を過ぎると、妊娠する力が下がり始める。

Q１．男性のパンツはボクサーパンツよりトランクスの方がよい。

A1. 男性のパンツはボクサーパンツよりトランクスの方が良い。　〇　

アメリカのハーバード大学公衆衛生大学院の研究グループが、下着と精巣機能との関連
調査を行ったところ、ボクサーパンツVSトランクス妊活するならフィットした下着より通気性
のあるゆったり履くトランクスの方が精子の運動能力が高い事を発表。（フィットした下着よ
りゆったり履くトランクスの方が精子の濃度が25％高いことが示され、睾丸内の温度が上
昇しないので、高温により精子細胞の増殖・分化の形成が阻害される可能性が低い。精巣
の働きは高い温度に弱く、睾丸が温まってしまうのが原因とされている。）

A2. 女性は30歳を過ぎると、妊娠する力が下がり始める。　〇

胎児のとき最大500～700万個あった卵子は、生まれたとき200万個・思春期で20～
30万個になり、質・量ともに減少し続ける。
そのため、年齢とともに妊娠しにくくなったり、妊娠の異常が起こりやすくなる。女性が自然
に妊娠する力は30歳頃から低下し、35歳前後からは流産率が上昇するほか、妊娠高血
圧症候群、前置胎盤など、妊娠・出産のリスクが高くなる。
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Q４．近年、年齢が上がっても、妊娠さえできれば、20代のころと同じよう
に妊娠を続け、出産できるようになってきた。

Q３．男性は「35歳ごろ」から精子の質が低下していく。

A3. 男性は35歳ごろから精子の質が低下していく。　〇　　

男性の精子は思春期以降1日に数千万個作られますが、加齢とともに妊娠率がゆっくりで
はあるが低下することが指摘されている。

A4. 近年、年齢が上がっても、妊娠さえできれば、20代のころと同じように妊娠を続け、
出産できるようになってきた。　×

不妊の検査や治療を受けたことのあるカップルは、約5.5組に1組。
不妊を心配したことのあるカップルの割合は、約3組に1組と言われている。
厚生省のデータによると、科学や医療の進歩により約17人に1人が体外受精などの生殖
補助医療（不妊治療）によって生まれている。
☆一般的に年齢が上がるにつれて妊娠しにくくなると言われており、不妊治療における分
娩率は、35歳ぐらいまでは15～20％を推移し、36歳になるとさらに減りはじめ、40歳で
7.7％、45歳で0.6％と1％を下回る。
☆医療の力をかりて不妊治療を受けたとしても、必ずしも妊娠・出産に至るわけではなく、
望みが叶わないこともあるのが現状。
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Q５．不妊の検査は、男性も産婦人科でしか受けられない。

A5. 不妊の検査は、男性も産婦人科でしか受けられない。　×

男性の検査・・・泌尿器科・産婦人科・不妊治療専門クリニック
精液検査とは、精子の数・運動率を検査
泌尿器科・・・男性が一人で受診する場合におすすめ。異常があった場合は精密検査や治療が受
けられる。
不妊治療専門クリニック・・・奥さんと一緒に受診する場合におすすめ。男女両方の検査を実施し
ている。
不妊治療をおこなう産婦人科・・・自宅で採取した精液を奥さんに預けて検査することが可能。

子育てについてのクイズ

Q1.赤ちゃんが泣くという行動には欲求を訴えている時なのですが、赤ちゃんの欲求は5
つ、「眠いよ〜」の①睡眠欲「暑いよ〜、気持ち悪いよ〜」などの不快を訴える② 不快
「おしっこ出るよ」「うんちがでるよ」の③排泄欲「抱っこして〜、かまってよ〜」の ④ストレ
スです。 では、⑤つ目は何でしょうか？
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 Q2.産まれて4週間の赤ちゃんを新生児と言いますが、その頃の赤ちゃんはまだ、自
分で意識して顔の筋肉を動かすことが出来ないので笑うことが出来ません。しかし、
その時期にふんわりと笑うことがあります。神様が与えてくれた笑顔と言われていま
す。なんと言われているでしょうか？ 

 Q3.産まれたばかりの赤ちゃんは、おっぱいを探して吸い付こうとする『吸啜反射』
(きゅうてつ)、手を握ると握りしめる『把握反射』など、誰かに教えられたわけでもない、
こうした生まれつきの行動を「原始反射」と言います。では、その反射の中で、大きな音
や振動などに驚いてビクッ！とする反射をなんていうでしょうか？ 

 Q4.新生児の赤ちゃんはおっぱいを欲しがります。昼間でも、朝早くても、夜中でも、泣
いて訴えます。さて、赤ちゃんは約6ヶ月まで、何時間ごとにおっぱいを欲しがるでしょう
か？ 
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Q5.赤ちゃんは母乳やミルクを飲む時期から少しづつ食事へと移行する為に『離乳
食』を与えます。ペースト状から刻み、一口大のモグモグと食べ物の状態を変化させ
ながら与えますが、それはどうしてでしょうか？ 

妊娠や子育てについての理解度を知り，さらに深めるた
め各５問ずつのクイズを行いました。 結果は，この学校の
平均点は118点(一問20点)で， 残念ながら全問正解者
はいませんでした。 子育てクイズQ5では，赤ちゃんに離
乳食を与える意味について39％は正解でしたが，46％
はアゴを鍛えるためだと思っていたようでした。
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アンケート集計結果

1-1 あなたは何人兄弟（姉妹）ですか？

1-2 何番目ですか？

男女ともに「2 人」が多数回答で，全体の61%が「2人」兄
弟(姉妹)でした。
全体で100%が「1 、2 番目」を占めており，男子では 64%
が「1 番目」，女子で67%が「2番目」でした。
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2 将来，結婚したいと思っていますか？

実施前は41%の子が結婚したいと回答していましたが，実施
後は 79%に増えました。わからないという回答が44％から
16％に減りました。男女別に見ると，男子は 35%，女子は 
38%，結婚したい子が増えました。

凡例
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3 将来子供は欲しいですか？はいの方は人数もお願いします。

将来，子供が欲しいかについて，実施前は「欲しい」子の割合
は68%でしたが，実施後は18%増え，全体で86%が「欲し
い」となりました。人数については，男子が64%，女子が
60% で「2人」という声が多数でした。
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4 妊娠や出産をするのに適した時期があるのを理解してい
ますか？理解できましたか？

実施後，全体では「理解している」が 57%増え，「わからな
い」が60%減り，「理解している」「少し理解している」が
100％となりました。特に男子では，「わからない」が67%減
りました。
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凡例



5 自分のことを理解していますか？理解できましたか？

実施前，全体で「理解している」「少し理解している」が81%で
した。事後では，「わからない」という回答が 17%減り，2%に
なりました。特に男子では，「わからない」という回答が 26%減
り，0になりました。
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6 ライフデザインについて（将来について）考えたことはありま
すか？

事後

全体の100%が今後もライフデザインについて(将来について)
考えることは大事と回答しました。

凡例
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凡例事前事前

6今後もライフデザインについて（将来について）考えること
は大事だと思いましたか？



7 今回のセミナーで結婚・子育て・ライフデザインについて誰
かに伝えたいと思いましたか？

全体の 77%が「はい」と回答しました。男子は79%が「は
い」と回答し，女子73%が「はい」と回答しました。

凡例
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8 今回のセミナーでの気づきや思ったことなど感想をお願いし
ます。

①将来について考えることができた
②自分について考えた
③結婚，出産，子育ての大切さ

④人生について考えた
⑤その他

生徒の感想一覧

〇　未来の自分について考えることができてよかったです。
〇　もっと考えて生きていこうと思った。
〇　自分の将来についてよく考えようと思った。
〇　自分のことをよく理解するのは、大切だと感じた。
〇　自分の将来のことについてよく考えることができた。
〇　セミナーを通して、将来についてしっかり考えて、来年の受験などに役立てた
　　　い。
〇　結婚や妊娠には、いろいろ大変だと思った。
〇　出産に適した時期があることを知ることができた。
〇　将来何になるのか、これから様々な選択肢を増やしていきたいと思いました。
〇　自分の人生を選択して生きている先生方がキラキラして見えました。将来に　
　　　ついて考えるのが少し楽しくなりました。
〇　自分の人生について考えるのはとても大切だなと思った。
〇　子育てなどの大変さを知れました。

凡例
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生徒の感想一覧

〇　色々な人生を過ごしてる人がいるなーと思った。

〇　やりたいことを時期なども考えてやっていきたいと思った。
〇　自分に出来そうなことを考えてみようと思った。

〇　将来のことを考えることは大切だと思った。

〇　自分の将来の事を考えたり、自分自身と向き合って考えることは大事な事だ

　　　とわかった。

〇　妊娠や出産には男女ともに適した時期があることを知りました。私も早く子　

　　　供を産みたいです。

〇　今の夢などが大人になった時にはその夢どおりになっていないことがあるこ

　　　と。

〇　自分はあまり将来のことをあまり考えたことがなかったのでいい機会になり　

　　　ました。ありがとうございました。

〇　ただ子供が欲しいだけでは無く、今の生活や今後のことをよく考えておくこと

　　　が大切だと思った。

〇　自分や他人に対しての言葉や行動を今後気をつけて生活をしていきたいと　

　　　思いました。

〇　今回のセミナーで今までは将来のことを考えることはあまりしなかったので、
　　　将来の自分をよく考えることができてよかったと思います。また、出産や結婚
　　　の話などは普段しないので今回お話を聞いて初めて知ることもあって楽し　
　　　いセミナーになったと思いました。
〇　僕は、今回のセミナーで自分の将来について考えることは大切だと思いまし
　　　た。そして、それについて教えてくれるライフセミナーの事を知れました。

〇　今まで、将来こうなりたいというのがあったものの、「じゃあどうやってそこに　
　　　辿り着くか」というのはあまり考えていませんでした。ですが、今回のセミ　　

ナーで「いつまでにこうなって、いつまでにこの資格を取るか」みたいな事を
しっかり考えられることができて、実際自分がどうなりたいのか詳しくわかり
ました。

〇　結婚、子育て、ライフデザインの事がよく分かりました。
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生徒の感想一覧

〇　やりたいことは、やれるときにやっておくことが大切だと思った。また、自分の
　　人生は自分が主人公ということを知ったから、周りのひとの考えに左右され　
　　ずに、自分の考えを尊重して生きていくことも大切だと思った。

〇　将来の自分を生かして来る。
〇　自分はあまり将来のことをあまり考えたことがなかったのでいい機会になり　
　　　ました。ありがとうございました。

〇　将来のこともっと考えようと思いました。

〇　自分の人生自分が主人公とわかったので、ちゃんと考えて選択していこうと　
　　　思った。

〇　自分の将来についてもっと考えようと思った。

〇　目標を持って将来の事を考えようと思った。

「将来について考えることができた」という感想が50％，
「結婚・出産・子育ての大切さ」が19％でした。その他、積
極的に様々な感想を具体的に述べてくれました。
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〈わかすぎ学園第四中学校〉

（１）日 時：令和４年１１月29日（火）３・5時間目
（２）講 演 会 の 名 称 ：中学生のためのライフデザインセミナー
（３）講
（４）対 　　　象 　　　
（５）内

師：一般社団法人わくわく人生デザインラボ
者：第８学年
容：①ライフデザインについて

②結婚・出産・子育てについて
③進学・就職について

(１)日
(２)内

時：令和４年１１月29日（火)4・６時間目
容：④Be Your Bestな講師たち

⑤キャリアについて
⑥コミュニケーションについて
⑦お金について
⑧Dream come trueなミニ講演
⑨アンケート・まとめ

前 半

後 半

55



妊娠についてのクイズ

Q１．男性のパンツはボクサーパンツよりトランクスの方がよい。

Q２．女性は「30歳」を過ぎると、妊娠する力が下がり始める。

A1. 男性のパンツはボクサーパンツよりトランクスの方が良い。　〇　

アメリカのハーバード大学公衆衛生大学院の研究グループが、下着と精巣機能との関連
調査を行ったところ、ボクサーパンツVSトランクス妊活するならフィットした下着より通気性
のあるゆったり履くトランクスの方が精子の運動能力が高い事を発表。（フィットした下着よ
りゆったり履くトランクスの方が精子の濃度が25％高いことが示され、睾丸内の温度が上
昇しないので、高温により精子細胞の増殖・分化の形成が阻害される可能性が低い。精巣
の働きは高い温度に弱く、睾丸が温まってしまうのが原因とされている。）

A2. 女性は30歳を過ぎると、妊娠する力が下がり始める。　〇

胎児のとき最大500～700万個あった卵子は、生まれたとき200万個・思春期で20～30
万個になり、質・量ともに減少し続ける。
そのため、年齢とともに妊娠しにくくなったり、妊娠の異常が起こりやすくなる。女性が自然
に妊娠する力は30歳頃から低下し、35歳前後からは流産率が上昇するほか、妊娠高血圧
症候群、前置胎盤など、妊娠・出産のリスクが高くなる。
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Q４．近年、年齢が上がっても、妊娠さえできれば、20代のころと同じよう
に妊娠を続け、出産できるようになってきた。

Q３．男性は「35歳ごろ」から精子の質が低下していく。

A3. 男性は35歳ごろから精子の質が低下していく。　〇　　

男性の精子は思春期以降1日に数千万個作られますが、加齢とともに妊娠率がゆっくりで
はあるが低下することが指摘されている。

A4. 近年、年齢が上がっても、妊娠さえできれば、20代のころと同じように妊娠を続け、
出産できるようになってきた。　×

不妊の検査や治療を受けたことのあるカップルは、約5.5組に1組。
不妊を心配したことのあるカップルの割合は、約3組に1組と言われている。
厚生省のデータによると、科学や医療の進歩により約17人に1人が体外受精などの生殖補
助医療（不妊治療）によって生まれている。
☆一般的に年齢が上がるにつれて妊娠しにくくなると言われており、不妊治療における分娩
率は、35歳ぐらいまでは15～20％を推移し、36歳になるとさらに減りはじめ、40歳で
7.7％、45歳で0.6％と1％を下回る。
☆医療の力をかりて不妊治療を受けたとしても、必ずしも妊娠・出産に至るわけではなく、望
みが叶わないこともあるのが現状。
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Q５．不妊の検査は、男性も産婦人科でしか受けられない。

A5. 不妊の検査は、男性も産婦人科でしか受けられない。　×

男性の検査・・・泌尿器科・産婦人科・不妊治療専門クリニック
精液検査とは、精子の数・運動率を検査
泌尿器科・・・男性が一人で受診する場合におすすめ。異常があった場合は精密検査や
治療が受けられる。
不妊治療専門クリニック・・・奥さんと一緒に受診する場合におすすめ。男女両方の検査
を実施している。
不妊治療をおこなう産婦人科・・・自宅で採取した精液を奥さんに預けて検査することが
可能。

子育てについてのクイズ

Q1.赤ちゃんが泣くという行動には欲求を訴えている時なのですが、赤ちゃんの欲求
は5つ、「眠いよ〜」の①睡眠欲「暑いよ〜、気持ち悪いよ〜」などの不快を訴える② 
不快「おしっこ出るよ」「うんちがでるよ」の③排泄欲「抱っこして〜、かまってよ〜」の 
④ストレスです。 では、⑤つ目は何でしょうか？
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 Q2.産まれて4週間の赤ちゃんを新生児と言いますが、その頃の赤ちゃんはまだ、自
分で意識して顔の筋肉を動かすことが出来ないので笑うことが出来ません。しかし、そ
の時期にふんわりと笑うことがあります。神様が与えてくれた笑顔と言われています。
なんと言われているでしょうか？ 

 Q3.産まれたばかりの赤ちゃんは、おっぱいを探して吸い付こうとする『吸啜反射』
(きゅうてつ)、手を握ると握りしめる『把握反射』など、誰かに教えられたわけでもな
い、こうした生まれつきの行動を「原始反射」と言います。では、その反射の中で、大き
な音や振動などに驚いてビクッ！とする反射をなんていうでしょうか？ 

 Q4.新生児の赤ちゃんはおっぱいを欲しがります。昼間でも、朝早くても、夜中でも、
泣いて訴えます。さて、赤ちゃんは約6ヶ月まで、何時間ごとにおっぱいを欲しがるで
しょうか？ 
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Q5.赤ちゃんは母乳やミルクを飲む時期から少しづつ食事へと移行する為に『離
乳食』を与えます。ペースト状から刻み、一口大のモグモグと食べ物の状態を変
化させながら与えますが、それはどうしてでしょうか？ 

妊娠や子育てについての理解度を知り，さらに深めるため各
５問ずつのクイズを行いました。結果は，この学校の平均点は
119点(一問20点)でした。 全問正解して見事子育て博士
に輝いたのは3人でした！ 
この学校では，子育てクイズQ3が難関だったようで，正解率
24％で、68％は①敏感反射と回答していました。このような
クイズから「保育」について学びたいという興味がわいてくる
と良いと思いました。
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アンケート集計結果

1-1 あなたは何人兄弟（姉妹）ですか？

1-2 何番目ですか？

男女ともに「2 人」が多数回答で，全体の58%が「2人」兄
弟(姉妹)でした。
何番目かという質問に対しては，男子では 57%，女子で
58%が「1 番目」という多数回答でした。
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2 将来，結婚したいと思っていますか？

実施前は51%の子が結婚したいと回答していましたが，実施
後は 79%に増えました。わからないという回答が42％から
15％に減りました。男女別に見ると，男子は 32%，女子は 
28%，結婚したい子が増えました。
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3 将来子供は欲しいですか？はいの方は人数もお願いします。

将来，子供が欲しいかについて，実施前は「欲しい」子の割合
は72%でしたが，実施後は10%増え，全体で82%が「欲し
い」となりました。人数については，男子が68%，女子が50% 
で「2人」という声が多数でした。

凡例
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4 妊娠や出産をするのに適した時期があるのを理解していま
すか？理解できましたか？

実施後，全体では「理解している」が 39%増え，「わからな
い」が22%減り，「理解している」「少し理解している」が
99％となりました。特に男子では，「わからない」が31%減
り0となりました。

凡例
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5 自分のことを理解していますか？理解できましたか？

実施前，全体で「理解している」「少し理解している」が84%
でした。事後では，「わからない」という回答が 8%減り，8%
になりました。特に男子では，「わからない」という回答が 
17%減り，0になりました。

凡例
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6 ライフデザインについて（将来について）考えたことはあり
ますか？

6 今後もライフデザインについて（将来について）考えること
は大事だと思いましたか？

全体の96%が今後もライフデザインについて(将来につい
て)考えることは大事と回答しました。男子は 96%，女子は 
97%でした。
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7 今回のセミナーで結婚・子育て・ライフデザインについて誰
かに伝えたいと思いましたか？

全体の 92%が「はい」と回答しました。男子は94%が「は
い」と回答し，女子92%が「はい」と回答しました。

凡例
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8 今回のセミナーでの気づきや思ったことなど感想をお願い
します。

①将来について考えることができた
②自分について考えた
③結婚，出産，子育ての大切さ

④人生について考えた
⑤その他

生徒の感想一覧

〇　頑張れば夢を叶えられるんだなと思った。だから諦めず最後までやり通そ　
　　うと思う。
〇　将来のために大切なことや、進路について楽しく考えることができました。
〇　みんなポジティブ思考で凄いなと思った。
〇　自分の将来の理想像を組み立てることができた。さまざまな経験をした人
　　の話を聞けてよかった。
〇　結婚する時期とか考えたことがなかったからよかった。
〇　一つの視点ではなくライフというおおきな視点で色んなことを知ることがで
　　きた。
〇　将来、幸せな生活がしたい。
〇　すごくためになった。
〇　人生は自分で決めることができると気づいた。
〇　今回の事で子育ての大変さが理解できました。
〇　セミナーを受けて今後生活していくのに必要な知識や将来どのように生活
いていくかなどを考えることができた。
〇　諦めないのが大切だと思った。
〇　普段学べないことを学べた。
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生徒の感想一覧

〇　今は夢がはっきりとはないがいつかできるとわかった。
〇　自分の将来のことなど色々知ることができてとても楽しかった。
〇　夢にむかっていきたい。
〇　自分の将来のことについて改めて考えることができた。結婚のこと子供の
　　ことなども理解できてよかった。加藤さんなど夢を叶えた人の話が生で聞
　　けてよかったし、セミナーを通して改めて夢に向かって頑張りたいと思っ　　
　　た。とても楽しかったです。
〇　将来のために今のうちできることをしようと思った。
〇　これからどのように人生を過ごすのかについて考えられた。
〇　ライフデザインは生活に必要なことがありました。
〇　将来のことをちゃんと考えておいたほうがいいなと改めて思った。
〇　自分の夢に向かって、これから生活していきたいと思った。
〇　セミナーの人の話を聞いて、自分の夢に自信を持てたと思った。
〇　人生は人それぞれだという事がわかった。困難もあるけど楽しいこともあ
　　る事がわかった。
〇　難しいと思った。
〇　自分がまだ知らないことを、細かく知る事ができてよかったです。
〇　結婚や子育てのことについてより理解することができた。
〇　よくわかった。
〇　目標の職業になると決めてから、自分がその職業になるためにどんなこ　
　　とが必要になってくるのか考えることは大切だと思った。
〇　夢は諦めなければ、行動すれば叶うと思ったため、今の自分にできること
　　をコツコツやっていきたいです。
〇　様々な人がいると思いました。
〇　妊娠、出産はとても大事だと思った。
〇　今回の授業で自分が間違った認識をしていることに気付き正解を知れて
　　よかった。また、自分と向き合う時間を作れた。
〇「自分の人生は自分で決める」という言葉が印象に残りました。将来に向　
　　けて、自分のなりたい姿になっているために、今から少しずつ考えていきた
　　いと思いました。
〇　特別な生き方も面白いなと思った。お金、キャリアなど様々な事を知れ　　
　　た。
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生徒の感想一覧

〇　将来のことは今にも繋がっていることが分かりました。朝起きれないのは
タンパク質、鉄が足りていないからと分かったのでたくさん取りたいと思
います。自分の夢を諦めずに努力したら叶う、返ってくると体験者の方（講
師の方)のお話が聞けて夢に向かう勇気が湧きました。

〇　人それぞれに様々な生き方があって、自分に合った生き方が大事だと　　
　　思った。その上で周りの人との関わりや多様性の尊重、これからどんなこ　
　　とが必要になるのか正しく理解することが大切だと思った。
〇　将来の自分について夢を大事にしたいと思いました。これからも夢を諦　
　　めないで行きたいです。
〇　よく分かった。
〇　目標の為に今からしっかりコツコツやることが大切。
〇　将来のことを考えるきっかけになったのでよかったです。
〇　自分が将来何をしたいのかは決めてあったけど、いつ何をしてどうするの
　　かはよく分からなかったので今回結婚のことや妊娠のことなど考えられて
　　よかったです。自分の将来を幸せにするために今のうちから何をすればい
　　いか考えて実行したいです。自分も口笛が得意なので、口笛演奏をきい　
　　て感動しました！"
〇　これからの将来を考えるきっかけになったのでよかったです。
〇　人生を楽しく生きるためにこれから自分がどのようにしたら良いかがわ　
　　かった。
〇　今回のセミナーで、自分のライフデザインを考えるのはとても大切だと　　
　　思った。
〇　自分の好きなことを将来の仕事として働くために、今の自分が責任感を　
　　持ち積極的に行動することが大切ということを知った。そして自分の生き　
　　方は自分ので決めるという考えをこれから日常で思っていきたい。
〇　それぞれの人生があると思った。
〇　とてもすごかった。
〇　今日のセミナーで将来について考える良い機会になった。
〇　人生での道は自分で決めようと思った。
〇　将来を考えるきっかけになった。
〇　自分の将来について深く考えることが出来た。
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生徒の感想一覧

〇　夢があって諦めない心と努力する心があればほとんどの確率で叶うとい　
　　うことを言っていて、そして実際に叶っていたので、夢を叶える上で一番大　
　　切なのは自分の心なんだと思いました。
〇　一つのことに縛られずに生きることで、とても自由に生きることができるの
　　だと思いました。
〇　他人に否定されても自分を信じて夢に向かって努力することが大切だとわ
　　かった。夢は叶うことがわかった。
〇　自分に自信を持つことが大事。
〇　自分のことについて理解した。
〇　人それぞれいろんな人生があることがわかりました。
〇　自分は将来の夢がなかったので、今回のセミナーは参考になった。
〇　いろいろな体験など聞いて楽しかった。
〇　目標を立てて、自分の将来についてを設計していこうと思った。
〇　今回のセミナーを通して将来についてよく知れたから他人にも教えてあげ
　　たい。
〇　ライフデザインを考える事は大切だと思った。
〇　自分について考える時間がたくさんあったのでたくさん考えられてよかっ　
　　たです。
〇　自分自身の生き方をしたい。
〇　将来を考えることで今後の人生が安定していくと思った。
〇　結婚や妊娠に適した時期はその時の自分が一番理解しているからその時
　　の自分に委ねたいと思っている。
〇　案外夢は叶うんだなと思って、夢について努力していきたいなと思った。
〇　夢をあきらめないで夢に向かって努力すれば報われることがわかった。
〇　まだまだ知らないことばかりだなと思った。自分の好きなことを仕事にでき
　　たらいいなと思った。
〇　決めつけずそれぞれの生き方がある事がわかりました。自分の生き方は自
　　分で決めたいと思いました。
〇　現在からでも、将来のことについて考えておくことで、未来につなげること
　　ができることが分かりました。
〇　進路やライフデザインについて具体的に考えることができた。
〇　私はまだ将来についてまだまだ考えられていないんだなと実感した。記入
　　するところが空欄だらけだったので、今後しっかり考えたい。
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生徒の感想一覧

〇　周りの人に叶わないよなど言われても諦めず自分の夢を叶えるた

　　めに前に進むことが大事だとわかりました。

〇　明るい雰囲気でよかった。

〇　将来についてもっと具体的に考えようと思った。

〇　ライフデザインなどでいろいろな事を知れたと自分でもよく思いま　　

　　す。

〇　将来のことについて考えるきっかけになった。

〇　自分のことを意外とよく分かっていなかった。自分をわかることは大　

　　事だと思う。

〇　自分のことをもっと深く知っていきたいと思った。

〇　大切な事がわかった。

〇　人それぞれの生き方があっていいなと思いました。

〇　将来のためによく考えようと思った。

〇　人それぞれ変わっていてとてもためになった。

〇　人生の主人公は自分だし、人生何があるかわからないから自分の夢

　　であるアパレルブランドの社長になるという夢にむかって頑張ってい　　

　きたいです！

〇　皆さんの経歴が凄すぎて驚きだらけの2時間でした笑今は具体的に　
　　将来の夢を立てることは難しいですがこれから先色々なことを積極的
　　に体験したいなと思いました。皆さんが私達に質問やクイズを出してく
　　ださるのも勉強になったし、嬉しかったです！本当に本当にありがとう
　　ございました！！
〇　とても分かりやすかった。

〇　目標や夢を決めることで、叶うかもしれないということを今日は実感　
　　しました。自分も目標や夢を決めて、楽しく生きていきたいと思いまし　
　　た。

〇　今後のことや、将来について考えることができた。いい機会になった。

〇　他の人のキャリア体験を聞いた後、自分の将来についてもっと考える
　　ようになった。
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生徒の感想一覧

〇　加藤万里奈さんの話を聞いて、人生何があるかわからないし、何事に

　　も勢いと挑戦が大事だと知りました。

〇　将来のことや結婚妊娠のことをしっかり理解できました。

〇　夢を追って成功する人、失敗して挫折する人分かれるんだと思った。

〇　すごかった。

〇　自分の人生は結局自分が決めるので焦らず目標から逆算してしっか

　　り計画を立てて自分らしく楽しく生きていきたい。

〇　将来について深く考える事ができた。

〇　自分の夢をあきらめないことが大切だとわかった。

〇　将来の夢が明確に決まっていなくても、講師の先生方の話や結婚、子

　　育ての話を聞いて、自分の将来について考えるきっかけになったので

　　良いセミナーになったなと思いました。

〇　人生の展開は結婚が多い。

「将来について考えることができた」という感想が41％，
その他、積極的に様々な感想を具体的に述べてくれまし
た。
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〈白鳥学園瓜連中学校〉

（１）日 時：令和４年１２月８日（木）５時間目
（２）講 演 会 の 名 称 ：中学生のためのライフデザインセミナー
（３）講 師：一般社団法人わくわく人生デザインラボ
（４）対 　　　象 　　　者：第８学年
（５）内 容：①ライフデザインについて

②結婚・出産・子育てについて
③進学・就職について世界のリーダーに学ぶ

(１)日
(２)内

時：令和４年１２月８日（木）６時間目
容：④Be Your Bestな講師たち

⑤キャリアについて
⑥コミュニケーションについて
⑦お金について
⑧Dream come trueなミニ講演
⑨アンケート・まとめ

前　半

後　半
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妊娠についてのクイズ

Q１．男性のパンツはボクサーパンツよりトランクスの方がよい。

Q２．女性は「30歳」を過ぎると、妊娠する力が下がり始める。

A1. 男性のパンツはボクサーパンツよりトランクスの方が良い。　〇　

アメリカのハーバード大学公衆衛生大学院の研究グループが、下着と精巣機能との関
連調査を行ったところ、ボクサーパンツVSトランクス妊活するならフィットした下着より通
気性のあるゆったり履くトランクスの方が精子の運動能力が高い事を発表。（フィットした
下着よりゆったり履くトランクスの方が精子の濃度が25％高いことが示され、睾丸内の
温度が上昇しないので、高温により精子細胞の増殖・分化の形成が阻害される可能性
が低い。精巣の働きは高い温度に弱く、睾丸が温まってしまうのが原因とされている。）

A2. 女性は30歳を過ぎると、妊娠する力が下がり始める。　〇

胎児のとき最大500～700万個あった卵子は、生まれたとき200万個・思春期で20～
30万個になり、質・量ともに減少し続ける。
そのため、年齢とともに妊娠しにくくなったり、妊娠の異常が起こりやすくなる。女性が自然
に妊娠する力は30歳頃から低下し、35歳前後からは流産率が上昇するほか、妊娠高血
圧症候群、前置胎盤など、妊娠・出産のリスクが高くなる。
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Q４．近年、年齢が上がっても、妊娠さえできれば、20代のころと同じよう
に妊娠を続け、出産できるようになってきた。

Q３．男性は「35歳ごろ」から精子の質が低下していく。

男性の精子は思春期以降1日に数千万個作られますが、加齢とともに妊娠率がゆっくりで
はあるが低下することが指摘されている。

A4. 近年、年齢が上がっても、妊娠さえできれば、20代のころと同じように妊娠を続け、
出産できるようになってきた。　×

不妊の検査や治療を受けたことのあるカップルは、約5.5組に1組。
不妊を心配したことのあるカップルの割合は、約3組に1組と言われている。
厚生省のデータによると、科学や医療の進歩により約17人に1人が体外受精などの生殖
補助医療（不妊治療）によって生まれている。
☆一般的に年齢が上がるにつれて妊娠しにくくなると言われており、不妊治療における分
娩率は、35歳ぐらいまでは15～20％を推移し、36歳になるとさらに減りはじめ、40歳で
7.7％、45歳で0.6％と1％を下回る。
☆医療の力をかりて不妊治療を受けたとしても、必ずしも妊娠・出産に至るわけではなく、
望みが叶わないこともあるのが現状。
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Q５．不妊の検査は、男性も産婦人科でしか受けられない。

A5. 不妊の検査は、男性も産婦人科でしか受けられない。　×

男性の検査・・・泌尿器科・産婦人科・不妊治療専門クリニック
精液検査とは、精子の数・運動率を検査
泌尿器科・・・男性が一人で受診する場合におすすめ。異常があった場合は精密検査や
治療が受けられる。
不妊治療専門クリニック・・・奥さんと一緒に受診する場合におすすめ。男女両方の検査
を実施している。
不妊治療をおこなう産婦人科・・・自宅で採取した精液を奥さんに預けて検査することが
可能。

子育てについてのクイズ

Q1.赤ちゃんが泣くという行動には欲求を訴えている時なのですが、赤ちゃんの欲求
は5つ、「眠いよ〜」の①睡眠欲「暑いよ〜、気持ち悪いよ〜」などの不快を訴える② 
不快「おしっこ出るよ」「うんちがでるよ」の③排泄欲「抱っこして〜、かまってよ〜」の 
④ストレスです。 では、⑤つ目は何でしょうか？
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 Q2.産まれて4週間の赤ちゃんを新生児と言いますが、その頃の赤ちゃんはまだ、自分で意
識して顔の筋肉を動かすことが出来ないので笑うことが出来ません。しかし、その時期にふ
んわりと笑うことがあります。神様が与えてくれた笑顔と言われています。なんと言われてい
るでしょうか？ 

 Q3.産まれたばかりの赤ちゃんは、おっぱいを探して吸い付こうとする『吸啜反射』(きゅう
てつ)、手を握ると握りしめる『把握反射』など、誰かに教えられたわけでもない、こうした生
まれつきの行動を「原始反射」と言います。では、その反射の中で、大きな音や振動などに
驚いてビクッ！とする反射をなんていうでしょうか？ 

 Q4.新生児の赤ちゃんはおっぱいを欲しがります。昼間でも、朝早くても、夜中でも、泣いて
訴えます。さて、赤ちゃんは約6ヶ月まで、何時間ごとにおっぱいを欲しがるでしょうか？ 
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Q5.赤ちゃんは母乳やミルクを飲む時期から少しづつ食事へと移行する為に『離乳食』を
与えます。ペースト状から刻み、一口大のモグモグと食べ物の状態を変化させながら与えま
すが、それはどうしてでしょうか？ 

妊娠や子育てについての理解度を知り，さらに深めるため
各５問ずつのクイズを行いました。 結果は，この学校の平
均点は122点(一問20点)でした。 全問正解して見事子
育て博士に輝いたのは3人でした！ 
この学校では正解率が高く，特に他の学校であまり正解
率の良くなかった子育てクイズQ５においても正解率72％
でした。
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アンケート集計結果

1-1 あなたは何人兄弟（姉妹）ですか？

1-2 何番目ですか？

男女ともに「2 人」が多数回答で，全体の51%が「2人」兄弟
(姉妹)でした。
全体で85%が「1、2番目」を占めており，男子の 54%，女
子の60%が「1番目」でした。
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2 将来，結婚したいと思っていますか？
凡例

実施前は50%の子が結婚したいと回答していましたが，実施
後は 83%に増えました。わからないという回答が50％から
15％に減りました。女子では「わからない」が48%減りました。
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3 将来子供は欲しいですか？はいの方は人数もお願いします。

将来，子供が欲しいかについて，実施前は「欲しい」子の割合は
78%でしたが，実施後は13%増え，全体で91%が「欲しい」と
なりました。人数については，男子では40%が「1人」，女子で
は86%が「2人」という声が多数でした。
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4 妊娠や出産をするのに適した時期があるのを理解していま
すか？理解できましたか？

実施後，全体では「理解している」が 45%増え，「わからな
い」が37%減り，「理解している」「少し理解している」が
93％となりました。特に女子では，「わからない」が24%減り
0となりました。
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凡例



5 自分のことを理解していますか？理解できましたか？

実施前，全体で「理解している」「少し理解している」が84%
でしたが，事後では96%になりました。事後，「理解している」
より「少し理解している」の割合が増えたことから，セミナーに
真摯に向き合いより深く考えたのではないかということが窺え
ました。
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凡例



6 今後もライフデザインについて（将来について）考えること
は大事だと思いましたか？

6 ライフデザインについて（将来について）考えたことはあり

全体の96%が今後もライフデザインについて(将来について)
考えることは大事と回答しました。男子は 96%，女子は 95%
でした。

85

ますか？
事前 凡例

凡例事後



7 今回のセミナーで結婚・子育て・ライフデザインについて誰
かに伝えたいと思いましたか？

凡例

全体の 83%が「はい」と回答しました。男子では77%，女子
では90%が「はい」と回答しました。
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8 今回のセミナーでの気づきや思ったことなど感想をお願いし
ます。

生徒の感想一覧

〇　今大切な何かを学べて自分でも凄く良かったなと思います。
〇　この機会を作って頂いた先生の皆様、本当にありがとうございます。
〇　これから未来に向かって頑張って行きたいです。
〇　結婚とかは軽い気持ちでするものじゃないと思った。
〇　やっぱり将来のことを考えることは大事だという事が分かった。
〇　人生のことを考える事は大切なんだなと思いました。
〇　子供を育てるのは、大変なんだと思いました。
〇　人それぞれに様々な生き方があって、共通点は思ったことを行動に移して　
　　いることがわかりました。子育てや結婚が転機となったというお話も伺えた　
　ので、自分にとっての転機は何になるか楽しみです。近くに高校、という壁　
　があるので自分のやりたいことを見つめなおしていきたいと思いました。

〇　これからのことをもっと明確にして、それを実現させるためにできることを　
コツコツとやっていきたいと思った。

〇　妊娠するには適した時期があることがわかったけど30代くらいになっても　
　　結婚できなかったらこわいなと思った。

①将来について考えることができた
②自分について考えた
③結婚，出産，子育ての大切さ

④人生について考えた
⑤その他

凡例
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生徒の感想一覧

〇　充実した人生のために、自身の人生を長期的視点で考え、自立的選　
　択をするためのヒントを今回の授業で見つけることができた。また、ライ
フデザインを描いたりお金について考えることができた。

〇　自分の好きな事ややりたい事についてあまり考えた事はなかったけれ
　　ど自分はバスケが好きなんだとか結婚についてたくさん考えられた貴　
　　重な時間だった。
〇　将来自分がどうなりたいかあまりわからないことも、今回色々な人の　
　　話を聞いて分かった。
〇　口笛すごかった。
〇　将来の事について深く考えることができた。
〇　これからの人生のことをしっかりと考える機会になって大切な経験に　
　　なったと思いました。
〇　今回のライフデザインをとうして大事なことを学ぶことができた。両親
　　もこういうことを考えてやったのか、聞こうかなと思った。
〇　将来の生き方についてがよくわかっていろいろな生き方があっても良
　　いんだと思った。
〇　人生がわかった。
〇　加藤万里奈さんの言葉で「好きを一日10個以上見つける」と言って　
　　いたので挑戦しようと思った。
〇　将来自分がどうなりたいかあまりわからないことも、今回色々な人の　
　　話を聞いて分かった。
〇　将来のことについて知り、考えることができた。
〇　人生は常に挑戦。
〇　将来をしっかり考えることは大切だと思った。自分のやりたいことを　　
　　しっかりやる。
〇　自分にとって何が幸せなのかを考えさせられるいいセミナーだったと
　　思いました。
〇　将来やることについて決めることがまだ出来ないのでこれから決めて
　　いこうと思った。
〇　自分の将来に関わることをたくさん知ることができたのでよかった。
〇　ライフデザインだけでなく、コミュニケーションなども知ることができて
　　よかった。
〇　様々な経験談を聞いて自分の生き方を見直すことに繋がった。
〇　しっかり自分のことや将来に向けてなど考え知ることができた。
〇　あんまり妊娠とか将来については考えたことがなかったのでいい勉強

　　になりました。
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生徒の感想一覧

〇　大人になって就職や結婚をするのに、大切なことなどを知ることができ
　　ました。
〇　自分の将来について考えることは大切だと思った。
〇　今の自分から未来の自分についてよく考えることができた。未来の人　
　　生設計についてもよく考えた。
〇　ライフデザインについて理解できた。
〇　人の数だけ出会いや人生がそれぞれ違うことが改めて身に沁みた。
〇　人生について理解を深めて今後に活かそうと思いました。
〇　ライフデザインについてあまりよく知らなかったけど今回の説明で知る
　　ことができた。
〇　色々な人生があるなと思った。
〇　子供を産むのに適した時期は20代だということが知れました。
〇　将来に向けてとてもためになる話だと思いました。
〇　結婚とかは軽い気持ちでするものじゃないと思った。
〇　将来をしっかり考えることは大切だと思った。自分のやりたいことを　　
　　しっかりやる。
〇　将来の生き方についてがよくわかって、いろいろな生き方があっても良

　　いんだと思った。

「将来について考えることができた」という感想が52％，
「結婚・出産・子育ての大切さ」が23％でした。その他、未
来への希望溢れる様々な感想を具体的に述べてくれまし
た。
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５ 全中学校アンケート集計      

那珂市全体
1-1 あなたは何人兄弟（姉妹）ですか？

1-2 何番目ですか？

男女ともに「2 人」が多数回答で，全体の55%が「2人」兄弟
(姉妹)でした。
全体で91%が「1、2番目」を占めており，男子の 54%，女子
の53%が「1番目」でした。
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2 将来，結婚したいと思っていますか？

実施前は49%の子が結婚したいと回答していましたが，実施
後は 79%に増えました。わからないという回答が44％から
16％に減りました。
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凡例



3 将来子供は欲しいですか？はいの方は人数もお願いします。

将来，子供が欲しいかについて，実施前は「欲しい」子の割合は
74%でしたが，実施後は11%増え，全体で85%が「欲しい」と
なりました。人数については，男子では60%，女子では57%が
「2人」という多数意見でした。
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凡例



4 妊娠や出産をするのに適した時期があるのを理解していま
すか？理解できましたか？

実施後，全体では「理解している」が 49%増え，「わからない」
が33%減り，「理解している」「少し理解している」が98％となり
ました。特に男子では，「わからない」が43%減り3%となりまし
た。
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凡例



5 自分のことを理解していますか？理解できましたか？

実施前，全体で「理解している」「少し理解している」が84%で
したが，事後では93%になりました。「わからない」という回答は
７%になりました。
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凡例



6 ライフデザインについて（将来について）考えたことはあり
ますか？

6 今後もライフデザインについて（将来について）考えること
は大事だと思いましたか？

全体の96%が今後もライフデザインについて(将来について)
考えることは大事と回答しました。中でも「とても思った」という
回答が55%ありました。
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 事前凡例



7 今回のセミナーで結婚・子育て・ライフデザインについて考
えることは大事だと思いましたか？

全体の 85%が「はい」と回答しました。男子では83%，女子で
は87%が「はい」と回答しました。
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凡例



8 今回のセミナーでの気づきや思ったことなど感想をお願いし
ます。
凡例

①将来について考えることができた
②自分について考えた
③結婚，出産，子育ての大切さ

④人生について考えた
⑤その他

「将来について考えることができた」という感想が42％，「人
生について考えた」が25％と多数意見でした。その他、様々な
感想を具体的に述べてくれました。
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６ セミナー内容
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2013年 アメリカで開催された世界 笛 会
ティ ー ン部   部優勝

2014年芸術 化功労賞を受賞
2018年 優として活動開始

  市「魅 宣伝部 」就任
2019年  本 初アメリカニュ ー ヨー ク市

カー ネギー ホー ルにおいて 笛を演奏

デヴィ夫 宅に住んでいる 笛奏者
 笛世界チャンピオンとしてパラエティ番組に出演  

[TV出演］
テレピ埼 「マチコミ」(2022年）
TBSテレビ「サンデー ジャポン」(2021年）
フジテレピ「ノンストップ 」（2020年）
 本テレピ「ミヤネ屋」 (2020年）
テレピ朝 「激レアさんを運れてきた．」（2020年）
 本テレピ「ヒルナンデス」(2019年） 。 ＇

／ 
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ラ イ フ デ ザ イ ン シ ー ト （記 入 例 ）

■自分が主役 の物語を描 いてみ よう
（私のライフデザインJ
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７ まとめ

那珂市５校(ばら野学園第一中学校・青遙学園第二中学校・緑桜学園第三中学校・

わかすぎ学園第四中学校・白鳥学園瓜連中学校)の８年生を対象に「結婚，出産，子

育て，価値観，ライフデザインについて 考える」ためのセミナーとワークショップを実施

し，その理解度や変化を量るため に，事業実施前と実施後にアンケートを行いました。 

アンケートの結果から，少子化が問題視されているものの，一人っ子の家庭は思いのほ

か少なく，全体で兄弟姉妹が「2人以上」が91％でした。昨年度に引き続き那珂市5

校のご家庭からは少子化という問題認識はされていない状況だと思われました。

今回のセミナー前にアンケートを取ったところ「結婚したいですか？」という質問に，

明確に「したくない」と答えた割合はわずか7％程度でした。しかし，「わからない」とい

う回答が44％とかなり多くありました。そして，「将来子供は欲しいですか？」の質問に

「いいえ」＝「欲しくない」と答えた割合は26％でした。事後アンケートでは「結婚した

いですか？」の割合が30％増加し79％となりました。「子どもが欲しくない」と答えた

割合は15％となりました。

これまで「夫婦」「家族」「結婚」のイメージがよくわからなかったところから，将来に

向き合い様々な情報や知識をこのセミナーから吸収してくれたのではないかと思われ

ます。

また，事後の感想として「将来の生き方についてがよくわかって，いろいろな生き方が

あっても良いんだと思った。」　「一つのことに縛られずに生きることで，とても自由に生

きることができるのだと思いました。」などがあったことから，多様な生き方をしている

講師陣の話を聞いて柔軟な考え方を持つことができるようになったことがうかがえまし

た。

中学3年生の時にアメリカ世界口笛大会で，世界一になった口笛奏者 加藤万里奈

氏の話からは「自分の夢を諦めずに努力したら叶う，返ってくると体験者の方（講師の

方)のお話が聞けて夢に向かう勇気が湧きました。」などの感想がありました。これまで

は夢というものや何かやりたいことがあっても，どう叶えていけば良いのかもわからず

に諦めていたりしていたようですが，具体的に身近な体験を聞くことによって自分にも

できるかもしれない，という希望を持った生徒達も多くいたようです。
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そして，そのためにライフデザインについて考えることの大切さを理解でき，事前アン
ケートでライフデザインについて53％しか考えたことがなかった状況が，事後では
93％が今後もライフデザインについて（将来について）考えることは大事だと考える
ようになりました。

 今後もさらに，那珂市とともに子どもたちの考えていることを理解する場や，必要な
情報提供やワークをし，未来へ夢と希望を持てるような機会を提案していきたいと思
いました。多様な社会で自分らしく目標に向かって，幸せな人生を創っていって欲しい
と願います。
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令和4年度 那珂市ライフデザインサポート事業報告書

令和5年 ３月

発行 那珂市役所 保健福祉部 こども課
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