
二分の一成人式のアンケート 下羽栗小学校

1．本冊子の発行についてのご意見をお聞かせください。

・とてもよい発行だとおもいます。

・いいと思う。

・とてもいいとおもいます。

・親が子を大事に思う気持ち、子が親に対して、尊敬し、感謝の心を持ってい

るということが、どの文からも感じられ、この冊子を読み終えて心がとても温

かくなりました。より多くの方々に読んでいただきたい冊子だと思います。

・子供の成長の記録を残せるいい冊子だと思います、10 年後、本当の成人の時

に見せたらどう思うか、楽しみです。

・とても多くの方の手紙があり驚きました。記念になり、うれしく思います。

・どこの家族でも同じことがありました。子供の成長したところがわかって良

かったです。

・改めて、今まで（10 年間）の事をふりかえる事ができるいい機会だと思いま

す。

・良いと思う。

・色々な子供達の気持ちなど、この冊子で読めて良かったです。

・兄たちの時には「二分の一成人式」なんてなかったですが色々と考えだされ

るものだなあと思います。

・他の親子さんの手紙を読んで、これからの子育ての参考になりました。

・だいぶん以前に書いたものなので、忘れかけていたところ冊子をいただき読

み返しながら（親子で）嬉しく思いました。イニシャルなど入れていただくと、

良いと思いました。

・思いでに残るので良いと思います。

・良いと思います。

・長く続けていかれるといいですね。

・大変良い事だと思います。良い思いでになるし、後に読み返してみた時にも

10 歳の時はこんな思いだったんだと感じる事が出来ると思います。

・大変、良い事だと思います。

・親の願いは皆、同じだなと思いました、生まれて来てくれてありがとう。初

めは健康で育ってくれれば・・・という思いが大きくなるにつれ子を思うあま

りついつい怒ってしまう、ゴメンネ、そしてこれからもずっと味方だよ、そん

な親たちの同志に触れられ、同じ親として安心しました。

・太くりっぱな冊子でとても良いと思います。子供たちが成人になるまで保管

出来そうです。



・記念になる立派な物を作って頂きありがとうございました。親子でじっくり

読みたいです。

・思い出に残り、また、10 年後楽しみです。

・記念に残っていいと思います。

・普段思っていてもなかなか声に出して言えない事が互いに伝え合う事が出来

て親子共にいい経験をしました。

・ざっと目を通しただけですけど、わが子を見つめなおす良いきかいだと思い

ます。

・自分が 10 歳の頃は二分の一成人式なんてなかったのでとても新鮮でした、10

年という区切りの年に改めて親子の気持ちを表現できて、また、他の親子関係

を拝見させてもらえて勉強になります。

・とてもいい企画だと思いました。上の子の時は、出しても出さなくても OK

でしたが、忙しいことを理由に出せず、後悔しています。メール等、通信手段

が手軽に出来る時代、自筆で伝えるという大切さを親子で感じるとてもいい機

会だと思います。

・大変良い事だと思います。こどもが成人した時にあらためて読む事に意義が

あると思います。

・書く時は、どう書けばいいのかわかりませんでしたが、一冊になって見ると、

とても、記念に残るものになると思いました。

・良い記念になるので、これからも続けて欲しいと思います。

1．本冊子の発行についてのご意見をお聞かせください。

・発行について、賛成できません。

・本を作成していただいてとても良いと思うのですが字がうすくて何が書いて

あるのが見えない部分や裏のページの字がすけていて字がかさなって読みづら

いところがあるので、改善するといいかなと思います。

・我が子の書いたところがなかなかみつからなくて・・・。せめて学校ごとで

分け頂けると分かりやすかったのですが。

・思い出に残る冊子とは思いますが、冊子にして、他の方に見て頂くというの

は、どんなもんか…・私は必要でないと思い、提出しませんでした。今後も、

希望者の方のみにして頂きたいとおもいます。



2．親子の手紙のやりとりで、どのように感じましたか。

・現代ならでは、色々な家庭生活が色々な手紙を読む中で感じました。中学生

でも高校生でも、手紙を書くと、いう機会あれば・・・と思います。

・それぞれの親の思いが伝わって、良かったです。

・子どもは子どもなりにいろいろな思いで一生けんめい書いてくれたんだなあ

と、思いました。

・もちろん、口で言ってもらうのもうれしいですが、このように手紙の中で感

謝の気持ちをつづってもらうのは、また違った感動を覚えます。子に対しても、

手紙のほうが、今の気持ちを素直に伝えられたように思います。

・子どもの成長は、日に日に早いと特に感じました。

・言葉で（会話で）面と向かって話しにくい事も、手紙にすることで、お互い

素直に書けてうれしかったです。

・小さい時は、おとなしく一年一年大きくなるとともに子どもはかわりません。

・普段口に出さない事も手紙に書く事によって色々な思いが伝わるので、いい

と思います。

・親の気持ちと子どもの気持ちが分かるので良いと思う。

・なかなか自分の気持ち（子どもに対する）子どもから気持ちを話す事はない

のでよかったと思います。

・10 歳という時は、今しかない時に手紙のやりとりができ、お互いの気持ちが

わかりよかったです。

・手紙のやりとりをすることがなかなかなおので、普段あまり言わない感謝「あ

りがとう」と言う言葉が自然と伝えることができて、すごく良かったと思いま

す。

・ふだんの生活ではてれくさくて口にだせないような事も手紙になら書けるの

で良いと思います。

・話はするけんど、手紙を書く事はなかなかないので、記録に残りとても良い

と思います。

・いつも言葉では表さないことを手紙で伝え合うことができるのですてきだと

思いました。

・普段、口にしない事がお互いに知る事ができて良かった。

・10 歳にもなると反抗期になったりする子もいる中で子どもたちはいつもこん

な事を思っていたのかとしっかりとわかる事が出来るし、親も毎日の生活では

すぎていってしまっている事も新ためて言葉にしてみると大切さ、ありがたさ

などがわかってこれからの生活にも生かせると思いました。

・普段なかなか、思っていても出せない事を、手紙を通してお互いの思いを伝

え感じる事ができてとても良かったと思いました。



・子どもたちも親たちもそんな思いをよく理解してくれていて、心の中ではみ

な感謝しているんだなとわかりました。しかし心の中ではわかっていてもこの

様な機械を与えてもらってあらためて実感でき感謝しております。今中 2 の姉

が小学校卒業の時担任の先生の計らいで親子で手紙の交換をしました。手紙は

残ります。そして良い思い出になります。今回も親子にとってとても良い思い

出になりました。

・普段照れくさくて言えない言葉や気持ちが文章に表わされてとてもあたたか

い気持ちになりました。

・手紙のやりとりなどあまりしないので新鮮な感じがしました。

・普段はなかなか口、言葉に出して言わない事が手紙だと気持ちが伝わります

ね。言葉にして伝えるようにしたいです。

・子どもは親が思っている以上に、親の事、自分の事周りの事を考えているも

のなんだと思いました。

・子どもたちからの手紙を見ると、親が思っている以上に親の背中をしっかり

と見てくれている事に嬉しさと成長を感じました。

・我が子が生まれた時、すごくうれしかったことを思いだしました。大きくな

って、生意気になって腹の立つこともしばしばあるけれど「ありがとう」と言

ってもらえるとやっぱりうれしい。

・普段言いたくても言えない事が手紙という手段で、素直な気持ちを伝える事

ができました。

・普段会話の中で表現できない思いを文章にまとめることが出来て良かったで

す。又、子どもが自分に対してどの様なことを感じているのか少し垣間見るこ

とが出来ました。手紙を書くことで、改めて、自分と相手と向き合うことが出

来ました。

・子どもは親の気持ちが分かり、子どもはこんな思いで育ててくれている事が

良く知ることができます。

・口ではなかなか言えない事も文にすると書けるのでとても良いと思いました。

・普段あらたまった手紙のやりとりはなかなかないので、子どもは何を書いて

いいのか少し悩んでいたようですがお互いの気持ちや考えがわかって良かった

と思いました。

・普段では言えない意思や、思いなどの交換が出来たと思います。

・子供と親の願いが伝わって良かったです。

・親は子どもを大切に思い子どもは親に感謝している。

・どこの家庭も親から子どもに願う気持ちは同じだなあとおもいました。

・二分の一成人式だと子どもに説明する事から手紙のやりとりをしました。あ

まりよく分かってない感じがしました。



3．その他お気付きのことを、ご記入ください。

・手紙のやりとりに審査はいるか？どうかまよいますが、○○賞とかあると良

いかなあともおもいます。

・ふしめふしめで子どもと親の思いを語り合い思い出になるので良いと思いま

す。

・名前が入っている子が多く見られました。すべてとくめいにした方が良いか

と思いました。

・字がうすくて読めない所があったのが残念です。

・素敵な冊子ありがとうございます。感謝

・10 年後の成人式にこの冊子を再発行すると、20 歳になった子どもたちに少し

でも何かを伝える事が出来る様な気がします。

・この冊子の発行により親子の絆が寄りはっきりし絆を深めることが出来るの

ではないかと思います。

・10 歳になるまでの事とかが多いですがこれから・・の未来の事ももっと多く

書いてあると、また、20 歳頃に読みなたくなると思います。

・10 歳なら親子の会話だけで充分だと思います。手紙のやりとりの前にコミュ

ケーションの方が大切だと思います。強制でなく、書きたい人だけでいいので

はないですか？

・探すのが大変だったので本人だけに何ページに載ってるかわかるようにして

くれるといいと思います。

・子どもの名前を出している小学校と出していない小学校があったのでどちら

かにそろえた方がいいと思います。

・子どもの誤字脱字が多いので提出する前に、親がチェックするとか、先生が

チェックするとかした方がいいのでは・・・（をがおと書いてあったり、おねが

いしますがおねがいます等一度見れば直すことができるのに残念です。）イラス

トがかいてあるのがあるけどどうかと思います。

・二分の一の成人式の冊子ぜひとも続けてやってあげてほしいと思います。



二分の一成人式のアンケート 笠松小学校

1．本冊子の発行についてのご意見をお聞かせください。

・笠松町の小学 4 年生全員が親から子へ子から親への手紙が冊子になり、良い

記念になり、大切にして 20 歳の成人式にもう一度家族で読めたらいいなと思っ

ています。

・親から子、子どもから親へ、なかなか普段思っても、言えない事がこんない

い機会に伝える事が出来て良かったとおもいます。

・誰のお手紙か？名前を見れば分かってしまうので名前なしの方が良かった。

・このような立派な冊子ができあがるとは思いませんでした。どんなものがで

きるか教えていただいたのでしょうか・・・私がきをつけていなかったのだと

思います。・・・びっくりしました。

・親子がふれあうことのできるいい機会をつくってくれる良い企画だと思いま

す。大人にはまだ遠いけれど反抗期が始まる頃で口に出せばケンカになってな

かなか素直に聞けないけれど手紙だとお互い素直に聞きいれ感謝できると患う

ので。

・子どもが成長していくのを確認できて良い機会だったと思います。

・普段伝えられないことをこの冊子によって子どもが知る機会になるのはいい

ことだと思います。また記念にもなります。

・記念に残って良いと思います。

・みんまんの親から子どもへの気持ち、子どもから親への気持ちが伝わって本

当によかったです。

・親と子どもがお互いを見つめなおすいい機会になったと思います。将来見返

した時にいい宝だと思えると思います。

・私が 10 歳の頃は「二分の一世人式」がなかったので良い思い出になると思い

ます。

・子どもとの手紙のやりとりだけでは、大切に保管しているつもりでもどこか

へ行ってしまいがちだが、冊子になると失くさず大切にしていられそう。子ど

もや、私自身が年を重ねてから、また見ると「あの頃はこんなこと、考えてい

たんだな－」とふれかえれる。

・二分の一成人式の記念になり良かったと思います。

・りっぱな物を作って頂いてありがいです。記念になるので大切にしたいです。

・生まれて 10 年という節目の年に記念になる冊子を作って頂きありがとうござ

いました。きっと大切な宝物になると思います。

・様々な親子の交流を楽しく読ませて頂きました。ただし匿名でも良かったで

すね。知りませんでした。



・10 年前の喜びと感動を久しぶりに思い出しました。



・あらためて 10 年間の子どもの成長を振り返る機会があり、よかったなと思い

ました。この冊子をまた 10 年後の 20 歳に読んだ時どんなことを思うのか、と

ても楽しみです。

・同じ年をもつ親の思いがわかり自分と比べたり共感できて良かったです。

・過去から未来につなぐためにとても良い機会になったと思います。

・記念になってとても良いと思います。

・同学年の親や子がどんなことを考え、悩みどんな環境にあるのか知ることが

できて良かった。

・記念になるのでいいと思う。

・二分の一成人式で冊子を頂ける事は知りませんでした。

・名前を書くといいと思いました。とても内容が良く心温まるページが多いの

で名前をだしても悪いものだと思わないのですが‥・。

・言われてみて、初めて我が子が「二分の一成人式」の年になったんだなあー

と‥きずきました。本当にいい機会を与えてくださってありがとうございまし

た。

・親子のおもいを形にしてみる事ができるので良いと思う他の親や子どもがど

んな事を思っているのかがわかり興味深い。

・とても良い冊子だと思います。これからも続けていって欲しいです。ただタ

イトル「二分の一成人式」はあまり相応していないと思います。l また 10 歳は

子どもです。成人とは言えません。もっと他のタイトルで冊子にして頂くのは

どうでしょううか？もっと子どもたちの目線でのタイトルが望ましいと思いま

す。

2．親子の手紙のやりとりで、どのように感じましたか。

・毎日の生活の中で、手紙でお互いの思いを伝えることがないので、子どもか

らの手紙を読み感激しました。

・成人になるまであと 10 年と言う成長の願い生まれてから 10 年間の親と子の

感謝の気持ちがこもった手紙だったと思います。

・ふだんでは、絶対に「ありがとう」という言葉はあまり言？てくれません。

手紙だから、思っておる事が素直に書けると思います。内容はどうであれ、手

紙を書いてくれるとうれしいです。

・親はいつも子どものことを思っているのですが子どもにとっては、ふだん親

と子お互いの存在を改めて思う機会を作っていただき良かったと思います。

・親ごさんが我が子のことをどれだけ大切に思っているかが伝わってきました。

し子ども達も普段は分からないそんな思いを知ることができ「ありがとう」と



いう言葉が何度となく書かれて子ども達も親の気持ちを感じてくれる年齢にな

っただなと成長を感じました。

・お互い普段あまり話し合うことがないので良かったと思います。相方の気持

ちが少しはわかったような気がしてます。

・みなさんの手紙を読みましたが、親子関係がうまくいってみえる方ばかりで

心が温かくなりました。

・初心を思い出だしました。（生まれて来るまでは健康なら良いと思っていたが

生まれてしまうと欲が出て・・・）

・ふだん子どもに言えない事を「二分の一成人式」手紙によって伝えれたので

私としては良かったです。

・お互いの口に出して言えていない気持ちを知る事ができて良かったと思いま

す。

・子どもの優しい気持ちがとても嬉しく思います。

・普段思っていても、口に出して言わないような、会話が出来たような気がす

る。子どもがどんな事考えているのか、又、他の家族の対話を見れる事で、他

の子がどんなこと考えているのかな－と考えることが出来る。

・改めて、生まれた時の話しを子どもとする事が出来たのでなつかしい時間を

持っ事が出来ました。

・あたりまえですが、どの家もお互いを大切に思っていることが分かり、温か

い気持ちになりました。

・ふだんなかなか口にする事がないない感謝のことばがすなおに親から子へ、

子から親へ伝わり心あたたまりました。

・母親の手紙を子どもも一生けん命読んでくれました。良かったです。

・親の思いを子どもが知ってこれからどのような大人になりたいかを考えたよ

うに思います。

・親が子どもを思う気持ち、子どもの親に対する思いがそれぞれ手紙を通して

伝わり、これからもがんばって子育てしていこうと思いました。

・口では、恥ずかしくて言えない事や本当の気持ちがわかってうれしかったで

す。

・親から子へ、子から親への思いがつうじ会う事が出来て良かったと思います。

・日常、伝えられない思いや感情を素直に表現できて、絆なが深まると思いま

す。

・改めて感謝の気持ちを表現することで親子の絆が深まりました。

・子どもの考えている事がわかり、親の思っている事も子どもにつたえられる

のでいいと思う。ふだん口に出しては言わない事なので…・。

・改めて子どもに手紙を書き、親子の絆が深まりました。



・いつこ叱ってばかりなのですが、こうやって健康で明るく、いてくれること

のありがたさを改めて感じることが出来て良かったです。

・普段できない、なかなか言えないことを手紙にかけて心が通じ合えた気がし

ます。

・みんな10歳にしてすごく親の事を考えてくれているんだなあ－と感じました。

普段、恥ずかしくてなかなか言えない事を文字にする事によって素直に伝わっ

てすごく嬉しかったです。

・お互い対する優しい気持ちが感じられた。

・親と子のつながりができた良い手紙だと思いました。親と子の純粋な表現を

言葉、文章で書き表すのに苦労しましたが、子ども達がとても正直な表現にと

ても感心しました。今、現代社会においては、コンピューター、ケイタイのメ

ールで表現するより、子ども達が自分ぼ字で表現する方がとても重要だと思い

ます。我々、親も字を書く機会が薄れていく今日はこの様な機械はとても良い

事だと思いました。

3．その他お気付きのことを、ご記入ください。

・私に手紙の下書きを見せず、すごく読みにくい手紙だったので提出した際、

先生からも、チェックをして欲しかった。

・実分でなくていいので、いくつか例を教えてほしかったです。

・せっかく書いた字が薄くて読めないのは残念に思いました。

・冊子が出来上がり子どもの名前などそのまま載っていたので、びっくりしま

した。手紙を書く段階で一言配慮があると良いと思いました。（先生のみだけで

はなく名を○○にするなど・・・）

・名前をのせてもいいと思うし、学校名も入れた方がいいです。幼稚園の時の

お友達がどんな事を書いたか読んでみたいし成長を知ることも出来るので。

・自分たちが載っているのはわかってはいますが探しづらかったです。

・どんな内容を書いたら良かったか具体的見本があるともっと書きやすかった

です。

・冊子を読みとても感動した。子どもは宝です。個人情報を配慮している人と

してない人との違いは何でしよう。

・いつも字はきれいな方なのに手紙の字があまりにも汚なかったので本になる

前にチェックしたかったです。

・子どもも名前を入れるかどうか書くときに、はっきりさせておいた方が良い

かと思います。

・文字が薄くて読めないのには、少し残念でした。

・名前のところに「○○ちゃん」など書かれているのは不自然に感じた。



・今後も、親と子の対話を文章で表現する機会をもって増やして頂きたいと思

います。

私達親も字（文章）で表現する機会が減っています。文章（手書き）で表現

する事より言葉でなく、文章で子ども達に表現する事で心が通じ合える親子関

係でいたいと思います。



二分の一成人式のアンケート 松枝小学校

1．本冊子の発行についてのご意見をお聞かせください。

・とても良ろしいかと思います。

・あっとゆう間に 10 年がたち、冊子の発行の機会で、子どもの成長をふりかえ

る事が出来ました。

・10 歳の記念になります。貴重な冊子となり、嬉しく思います。

・とてもいい記念になったと思います。

・親子で手紙をやりとりできて、絆が深まりよいことだと思います。

・全員分の手紙を 1 冊にしなくてもいいと思う。

・みなさんの子への思い、親への思いがどこの家庭も同じだと思い、安心と嬉

しさがありました。子にとっても親にとっても良い思い出の本になると思いま

す。

・良い記念になると思います。

・記念の物になるので、良い企画だと思います。

・とてもいい思い出（記念）になって良かったです。

・これから、ますますこういう二分の成人式みたいな手紙があるといいと思い

ます。

・記念になって良いと思います。

・今は子どもにとって成長する時なので、小学校時代の思い出になるので良い

と思います。

・とても、いい冊子にできあがっていて、よかったです。

・節目に当たる年の思い出となってとても良い企画だと思います。

・とても、記念になっていいと思いました。

・親子で、手紙のやりよりをあまりしなくなった中で、こういう機会を与えて

頂いたあかげでなかなか声に出して言えない言葉をお互いに言える事ができ、

とても良かったと思います。又、他の家族のお手紙もみせて頂きどの子も一人

一人大切な命なんだということを親子で感じる事が出来ました。この冊子は家

庭の宝になると思います。

・いいと思います。

・いい思いでになるのでいいと思います。

・発行をきっかにこの 10 年間を振り帰ることが出来ました。

・とても想い出に残る素晴らしい冊子だと思います。子に対する親の気持ちは、

皆同じ。感動しました。ありがとうございました。

こういう機会でもないと、なかなか気持ちを形に残せないので、いい記念に

なるのではないかと思います。他の方のを読んでいて、「みなさんもがんばって



いるんだ」と勇気づかられる気持ちになりました。子どもがらみの悲しい事件

などが、報道されてますが、冊子を読んでほっとし、あたたかい気持ちにさせ

てもらいました。

・毎日慌しく過ぎていく中で、ふっと立ち止まらせていただけ、良い機会とな

りました。

・とても素敵な 1 冊に仕上がっているので大切な宝物となりそうです。

・記念になっていいと思います。

・なかなか、子どもに伝えることが出来ない言葉を伝えられるのがいいと思い

ます。

・子ども達の 10 歳を「二分の一成人式」という節目とし意味を付けることは、

とても良いことだと思います。又、それを子ども達の思いだけで終わらせるの

ではなく、親みも与えることで、10 年間や少し大人へと成長している我が子の

ことをじっくりと振り返る機会にもなり、良かったと思います。冊子として出

来あがることで、より親子の心の絆が深まったと思います。私達親子（娘）は

きゅうと何度もだきしめあいました。

・成人したとき見せたいと思う。記念の 1 冊になったので良かった。

・我が子へ手紙を書く機会などありませんので良い記念になりました。

・冊子がどのようになるかわかりませんが子どもの成長を振り返るいい機会だ

と思いました。今（現在）先（未来）の事ばかり子育てしている目がいってし

まいますが過去の事と振り返り自分と子どもについて考える事が出来ました。

・大変良い由念になると思います。ありがたく思いました。

・笠松町青少年育成町民会議家庭部全様「二分の一成人式」の本を作って下さ

りありがとうございます。10 年後の成人式の頃また親子で読み返し、わが子が

また子どもを育てる頃新米の親になった子にまたこの本を見せたいと思います。

大切にします。

・振り返り言葉に出す機会をいただいてありがたく思います。

・それぞれの家庭における育児の仕方や考え方が学べた気がします。た名前が

でてしまったりで、プライバシーの問題もあると思います。本にして発行する

のであれば、名前や誰のことかをすぐに理解できる内容のメッセイジを書かせ

ないことが必要だと思います。

・思い出になり、とてもうれしく思います。又子ども達が大きくなってこれを

読んでどう思うか楽しみです。

・同学年の親子のそれぞれの10年間を読ませていただけてとても感動しました。

・記念に残るいい機会だったと思います。

・冊子にして配布する事に関しては不要だと思います。本来、自分の子どもに

宛ての気持ちを手紙にしたものであり、他の方に読んでもらうための内容では



ありません。又少なからず他人に読ませる事を意識せねばならず言葉を選びな

がらの文章になってしまいます。冊子にする事で他の親子のやりとりと比較出

来てしまい 純粋に「二分の一成人式」を祝う気持ちが色あせてしまいます。

学校側から親子のやりとりを紹介したいのであれば先生方が読まれた上で、感

動したとか心に残ったとかした手紙につき 2・3 例をプリシトで配布する程度で

良いかと思います。

・4 年生の先生方、そして役場のみなさま方のおかげで毎年すばらしい冊子が出

来ていることを感謝します。10 歳は成長の過程で大切な年かも知れません。生

まれた時の話を聞くことが人間尊重の心を育てると思いました。

・なかなかどう書いていいかまとまらず少し考えてかきましたが、小さい頃の

ことや、その時思っていたことや願っていたことなど思いでだすことができて

自分にとっても良いきっかけになりました。

他の親御さんの手紙も見られて共感やきたりしてよかったです。

・子どもに対して、親がこんな風に思っていてくれてるんだということをあら

ためて知ってもらえるにはいい機会だとおもいました。

・たくさんの人の親子の手紙が読めて良かったです。子ども親もすばらしい手

紙ばかりで感動しました。子どもが大人になってから読み返すのにもとても良

いと思いました。

・とても良い事だと思いまして。改めてお互いを見直す事が出来る事だと思い

ます。

2．親子の手紙のやりとりで、どのように感じましたか。

・胸があつくなる思いがします。毎日が忙しくてなかなか耳を傾けることが出

来ない時にこの冊子を見ることで初心に戻る気がする。

・今は虐待や育児放棄と、ニュースをよく見ますがこの冊子では親が子にあり

がとう子が親にありがとうと、とても平和を感じました。

・今どのような考えを持っているのか知ることが出来ました。手紙やりとりす

る機械あたえてもらいありがとうございました。

・こういう機会がないとなかなか手紙のやりとりが出来ないので子どもの気持

ちが分かって良かったです。

・日頃から手紙のやりとりをしているので特別には感じませんでしたが、感謝

の気持ちは何回もらってもうれしいものです。

・親子でふだん言えない様な事を手紙という形で表現できたのはうれしい。

・自分で考え、書く事が出来るようになったと嬉しい思いでやりとりが出来ま

した。

・普段、目の前にしてお互いの思いを伝えるのはいい事だと思いました。



・普段はずかしくて言えないことも手紙だと伝えられることができるので良か

ったです。

・ますます娘のことがよくわかりました。これから娘と良く会話をよくしてい

きたいと思います。

・日頃なかなか話せない事が書けて良かったです。

・どの親様も子どもの成長をあたたかく見守っていて、子どもは親にとって宝

だと 思います。又日常なかなか子どもに言えないことも手紙だと素直な気持

ちで書くことが出来ました。

・日頃なかなか話せないことや忙しさについつい、忘れがちな事を改めて考え

ることが出来ました。

・普段口には出さない気持ちを文章で知る事ができて良かったです。子どもの

本根が聞けたようで・・・。

・なかなか、手紙を書いたりすることがなし、ので子どもが大きくなってから

あらためて読んでみたいと思います。

・いつも面とむかって「ありがとう」「あなたが大切だよ」とは言えない今日こ

の頃・・・。10 歳になりだんだん反抗期もあるのか素直になれない時もあり、

この手紙を読んで胸が熱くなりました。（健康でさえいてくれれば）と願った

10 年前の気持ちにも気づかせてもらうことができました。

・改めてうまれた時の事や小さい時の事を想い出して良かったです。子どもと

面と向かって言い会えない事も言えたり分かったりして良かったです。

・ふだん伝えられないことが伝えられ良かったです。

・手紙のやりとりを初めてしたと思います。思いを伝えることが出来ました。

・男の子なのでなかなか普段聞けないような事でも、手紙だとすごく伝わって

あたたかい気持ちになりました。たまには、子どもに手紙を書くなんて事もし

てみょうと考えています。

・我が家は、男の子なので、手紙のやりとりは普段はほとんどないのでなんだ

か親子してちょっとはずかしいような気分でした。・

・小さい頃の話など親子の会話も増え暖かい気持ちになりました。

・普段は口にしてはくれない事が書いてあって、ああ感謝してくれているんだ

なあと思い心が温かくなりました。

・改めて子どもの成長を感じる事もでき子どもの気持ちがわかってうれしく少

しはずかしい気持ちになりました。

・親の子への思いの深さや、子が親へ宣言したり感謝を表したりするなど、「同

じ、同じ」と共感できることが多くあり、ほのぼのとした気持ちになりました。

どの子も大切な子ども達ばかりだということを、子ども達のも分かってもら

い



友達を大切にして欲しいと思います。

・10 年後子どもがどう手紙を読んで思ったか聞けるのを楽しみに子育てをして

いきたいと思う。子どもになかなか手紙を書かないし、子どもからももらうこ

とが少ないため気持ちを感じられ嬉しかった。

・子どもなりに色々考えているのだなあーと改めて思いました。

・子どもが手紙を読む事で親の愛情にきずいてくれるといいなあーと思います。

・ふだんなかなかゆっくりと素直な気持ちで話し合ったり、向き合う機会がな

いし、生まれてからの 10 年を振り返ったり、生まれた時の様子や思いを伝える

ことが出来、親子の「きずな」も再度確認し合えると思いました。

・互いに文字にして気持ち伝えることがなかなか機会がなく、親子で手紙を書

き 子どもの気持ちが読み取れたことにうれしく思い、又手紙を子に書くこと

で 10 年を振り返えることが出来心にゆとりを持つことが出来ました。

・お互いを思い感謝を思う事が出来て良かったと思います。

・普段どのようなに思っているかがわかりました。嬉しかったです。

・普段このような事を話したりする機会がなく、手紙で思いを伝える事が出来

てよかったです。

・普段言葉に出来ない思いを手紙として残すことができてとても良かったです。

・初めての事だったので、良かったと思います。

・やりより自体は良い事だと思います。普段二分に一成人式を意識していない

ので今回の様なきっかけで親子で手紙がやりとり出来るのは有意義だと思いま

す。

・娘には、赤ちゃんのころの話を良くしてきたっもりですが、夫婦そろって娘

にメッセージを書くことで娘も両親をいたわる気持ちをもって成長してくれて

いたことにきずきました。とても良い機会をいただきました。

・普段なかなか言葉にしていないことを手紙にして伝えることが出来て良かっ

たと思います。

・普段言えない言葉も手紙で書くことでお互いの思いがわかり合えて、より親

子のきずなが深まるような気がしました。

・いつもは言えない事も素直に書けたし子どもが親をどのように思らているの

かも、わかり、とても良いと思います。

・今回のやりとりを書くにあたって、私は子どもが出来た時や生まれた時を思

い 出し、子どもに対してのいとおしい気持ち、とても暖かい気持ちで嬉しか

ったです。子どもも同じように優しい言葉をくれてとても嬉しかったです。・



3．その他お気付きのことを、ご記入ください。

・本番の成人式に開封、又は自宅に届く、とても面白いと思います。

・全てに目を通せてはいませんが親から子、子から親の手紙が逆になっている

方がいて少し残念でした。

・これから手紙と作文があったらいいと思います。

・現在、下の子が 1 年生にいます。その子の時にも是非やって下さい。本人も

楽しみにしています。

・えんぴつ書きよりペンやボールペンで書くよう指示してほしい。子どもに何

度も濃く書くよううながしましたが直さなかったので印刷の際上手字がでませ

んでした。

・個人情報の配慮は大切だと思いました。冊子の発行にあたり大変なこともあ

ったかと思いますがとてもすてきな冊子を作っていただき、ありがとうござい

ました。

・名前を書いて良かったか少し考えてしまった。

・記入する紙をもらってきた時は正直面倒だと感じましたが改めて冊子になっ

た時は少し感動しました。色々な親子の手紙での会話が読めて面白かったです。

・名前を載せる、載せないは原稿を書く段階の注意書きにして、充分につたえ

ていただいています。それを考慮して名前を書かない人、名前を入れることで

より子どもに伝えたいと思う人、人それぞれの考えがあると感じました。原稿

はそのまま校正しないで載せても良いのではと思いました。

・どうして 1 冊の本にしたのか・・・よくわかりません。

・この先もずっと続けていただきたいです。

・冊子の中で実名をあげておられる方と「○○君へ」といった伏字で書かれて

おられる方も見えます。伏字での手紙は違和感を感じます。ですが、どの手紙

が誰のものかがわかってしまうのもどうかと思います。冊子にする事自体、や

はり問題が有ると思います。

・卒業アルバムのように大切にすべき宝物をいただきました。ありがとうござ

いました。

・もう少ししっかりした冊子のほうが良いと思いました。


