
第４回おのみち１００km徒歩の旅　事業報告会アンケート

最後までやりとげた事への達成感があったのか、今までよりも投げ出
す事が少なくなった。

１００ｋｍ完歩した事を褒める事で、ただ怒って終わるだけではなく
なった。

本当に色々お世話になりました。良い経験をさせていただき感謝して
います。子どもも来年も是非参加したいと言っています。準備その他
とても大変だと思いますが、今後もよろしくお願いします。

とても良い経験ができました。ありがとうございました。今後も続け
てください。

・簡単に諦めなくなった。
・団体行動の重要さを考えるようになった。

押し付けるのではなく、先ず子どもの意志を聞いて親としての対応を
心掛けるようになった。

中学生リーダーに関心を持っているようだ。チャンスがあれば是非参
加させたい。記録ＤＶＤを観て子どもの様子が分かり安心した。団長
さん、ボランティアの皆さん、ありがとうございました。私ももう少
し（？）若ければ学生ボランティアとして参加したかったです。

あいさつ、お礼の言葉、ごめんねと素直に言える様になりました。特
に帰ってきてすぐは強く感じました。

話しを聞いてあげれるようになりました。本人を信じてあげれるよう
になりました。成長していってることに気付きました。

とても良い経験をした子ども、大学生の方々を見てとてもうらやまし
く思いました。是非下の子もと思いました。

３年間を通して、自分から進もうという気持ちが強くなっているよう
に思います。親の言う事に耳をかたむけ、自分で考え、自分の思いを
言うようになってきたと思います

子供の意見も聞き、一緒に考え意見を言い合えるようになりました。 これからも小さい目標をもって一つ一つゴールに向って進んでいく成
長をしていってほしいです。今、テレビのニュースでは毎日悲しい
ニュースが流れています。その中で、今自分が係わっているまわりっ
てそう悪くないんですね。あんなに暑く語れるボランティアスタッフ
がいれば悪い事ばかりではないと思います。ありがとうございまし
た。（ｐｓ：２年間参加を楽しみにしていた弟の参加がまた１年延び
ました。ザンネンです。）

積極的になると共に、人の先頭に立って動こうとする姿勢が身につい
た。進んで自分の意見を述べる事ができるようになった。

色々な活動を子どもに安心して任せることができる様になった。

自主的に行動することが多くなりました。頼みごとをしても、あまり
文句を言わずしてくれるようになった気がします。

少し離れて見守るようにしています。 大変お世話になりました。ありがとうございました。

ありがとうと言える様になった。やれば出来ると言う様になった。 子ども達は親がいないと…と思っていただけで、子どもは大きな力を
持っているんだなという目で見れるようになりました。

子ども達を守ること、今の運営はとても大変だったと思いますが、ぜ
ひともこれからも続けてください。お願いします。

３年の時に引き続き２回目の参加です。本人は余裕の完歩だったと体
力面にさらなる自信を深めているようです。

特に変えていません。 学生ボランティアを目指したいと本人が言っています。そのように今
後、成長していってくれるように親として楽しみにしています。

計画を立てて自分で行動している姿が見られ始めました。 子供を信頼して任せてみるという事を自分も行い、又、同居中の祖母
にもそういう行動、気持ちを持ってもらう。

本当に５日間いえ、５月からお疲れさまでした。この４ヶ月をムダに
せずしっかり子供、地域に伝えていきたいと思います。ありがとうご
ざいました。

たくましくなった。経験に裏打ちされた自信がつき生意気な言動が
減ったように思います。大学生の方々とのふれあいが新鮮だったらし
く、繰り返し話してくれました。

父母も敵わない経験をした事が家庭共通の誇りとなりました。投げ出
さなくなったような気がします。

きめの細かい内容に頭が下がります。小６の子供が思ったより少ない
かなと思いました。ありがとうございました。お世話になりました。

たまにですが、自分の出来る事を自分で進んでやろうとする。 ５日間大変だったと思います。ありがとうございました。

他人のことを思いやることが少しですが出来ました。 頑張っている人を見ると親子で同じ気持ちで頑張れば何でも実現する
かもと思うようになった。

団長、以下ボランティアの学生のみなさまに感謝申し上げます。特に
学生のみんなすばらしい！！ありがとう！

自分で出来る事と出来ない事（足りない事）が分かるようになったこ
と、そして出来ない事をできる様にしたいと前向きになったこと。

少し待てるようになったこと。そして、信じてあげれるようになった
こと。

おかげさまで今年で２回目の参加となりました。余裕が無くて無我夢
中で終わった1年目と比べ、少しわまりが見えるようになったようです
（今年）そのため、多くと人達と係わりが持てたようです。リー
ダー、サブリーダーとの別れの涙が忘れられません。多くの方々に支
えていただきましてありがとうございました。そして、子どもを成長
させていただいてありがとうございまいした。

今はすっかり普段通りの生活という感じですが、おの１００に参加す
る以前より少し辛抱強く、そして家の手伝いなども進んでしてくれる
ようになったと思います。

子供に何か言う時、ひと呼吸待ってみる。なかなか難しい事なのです
が…なるべくそう心がけています。

本当にたくさんの方々に支えられておの１００を完歩することができ
ました。親子共々、大変貴重な体験ができたと思っています。この経
験が息子が成長する上で力となってくれることを信じています。本当
にありがとうございました。※子供の持っている力のすごさを感じる
夏でもありました。

一人一人が自覚を持って行動しないと自分はもちろんリーダーの方が
困ると言う事を痛感したようでした。

自分から進んで行動できる様に口を出す前に様子を見ることを心がけ
るようにしました。

普段の生活の中では経験できない事をたくさん経験できて良かったと
思っております。ありがとうございました。

設問９
（ご家庭での子どもさんへの接し方で、

変わった点がございましたらお書きください。）

設問１０
（その他、何かございましたらお書きください。）

設問８
（日常生活において、子どもさんの変化があればお書きください。）
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設問９
（ご家庭での子どもさんへの接し方で、

変わった点がございましたらお書きください。）

設問１０
（その他、何かございましたらお書きください。）

設問８
（日常生活において、子どもさんの変化があればお書きください。）

足を痛めて班から遅れてしまったと後から聞きました。救護・セーフ
ティネットの人達皆さんに支えられて完歩できたのではないかと本人
もしっかり感じたのではないかと思います。やり通すことが大変でも
頑張れたと言うことは本当に良い経験になったと思います。みなさん
に感謝します。ありがとうございました。

”自己の力”というのが今までは言葉では言えたが、今回の参加で”
自己の力”というより”そこ力”を知ったように思える。まだ頑張れ
る、もう少し、が出来るようになってきている。

少し厳しくなったかなぁ～？まだ、甘やかしているかも？でも・・・
少しずつ

今回は体調を壊してしまい、大変ご迷惑をお掛けしました。本人も今
は元気で、１００km歩けて良かった！と今では話してくれます。帰っ
てきた時は「疲れたぁ～」としが言っていませんでしたが、とても良
かったのでしょう。夏休みの宿題の思い出日記、１００kmのことが書
いてありました。暑くて苦 しい夏の思い出が今では僕の力になり、勇
気になったと書いてありました。本当にありがとうございました。そ
して、来年も♡

チャレンジ精神を養って帰ってきたようです。 失敗してもいいから少し難しいことでも任せられるようになりまし
た。歩く事に自信がついたと思う。 本人も自信がついたと思うので、次は北アルプスに連れて行きます。 次回も頑張ってください。今回は大変お世話になりありがとうござい

ました。

「何か手伝おうか？」と声を掛けてくれる事が多くなった。 困った事に、親の方の成長は不明です。 ［息子］にとって、女性のサブリーダーのじゅんじゅんは４泊５日の
生活の中でとても頼りにしていたようです。リダーに言われた事で分
からない事はサブじゅんじゅんにこっそりいろいろ聞いていたようで
す。やさしくサポートしてくれて本当にありがとうございました。今
日、お会いできなかったのが残念です。お礼、感謝致します。お伝え
下さい。

自分で少しですが決めた事はしっかりするようになりました。 少し言い過ぎのところが多かったので口を出さないように心がけてい
ます。

本当に本当にありがとうございました。こんな素晴らしい企画に参加
出来たことを心より喜んでいます。良い思い出をありがとうございま
した。親にはできない力をありがとう♥♥

今年は周りの人があって自分があることに気付いたようで、作文にも
周りの人への感謝の文章がありました。少し成長しなたと思いまし
た。

子どもを見守っていくとうことを気にしながら接しています。 １００キロに参加できてとてもよかったです。親も子もとても良い経
験をさせて頂きました。この経験の中から学んだことを少しでも日常
生活に生かせていけたらと思います。ありがとうございました。

今回３回目のおの１００でしたのである程度余裕があるのかと思って
いましたが、やはり本人は大分しんどかったようです。他の事にも少
しずつ自信を持って前向きに頑張れるような気が少しずつですがして
います。

割と自分の意見を大事にしてそれをやらせてみるというように接して
いるつもりです。その中での自分の責任をしっかり分からせるよう教
えていきたいです。

この度、この会に参加してみて改めて多くの人が係わっているのが良
く分かりました。子供の成長もそうですが、自分の仕事・生活におい
てもやはりみんなが多く係わっていることを肝に命じて親子共々がん
ばりたいと思います。

コレと言って分からないが、本人は「おの１００に行って体力がすご
くついた！！」と喜んでいます。（去年出ての感想のようですが…）

ないです。…が、学校やサッカーの合宿の準備など、自分でサッサと
支度できる様になり、私も本人に安心して任せるようになりました。
（あっ、名前のチェックはしましヨ。）

柿本団長、スタッフの皆様、ありがとうございました。１００ｋｍ歩
くのは辛い事もあったと思いますが、皆様のおかげで子供のゴール後
の開口一番は「来年も行きたい！！」でした。とても貴重な５日間
だったようです。ありがとうございました。

大勢の方の力が結集された「おの１００」に参加させて頂いたことに
感謝します。この経験は息子の一生の宝となり励みになることと思い
ます。ありがとうございました。

これまでのところ、特に感じません。１００ｋｍ頑張り抜いた事は
しっかりほめているので嬉しそうです。

特にないです。来年も行くと楽しいよ！と声かけをしています。 朝食がたりなかったそうです。パン２コでは排便をうながすことがむ
ずかしいように思いますが…朝食は１日のスタートなので、もう少し
しっかり食べさせて下さると嬉しいです。おむすびの方がお腹にもつ
と思います。

短い期間でしたが、自分の事は自分でしてくれた！早寝早起きが出き
るのかと思えば遅寝遅起き…頭が痛いです。

子の夏休みの大きな目標を達成できた喜びは計り知れないものと思
う。小学生としての参加は出来なくなるので来年は研修生として参加
させたいですネ。

自分の事、家族の事を大切にする気持ちが日常生活の中で今までより
も多くみられるようになったと思う。この１００ｋｍの旅でスタッフ
の方や友達とのつながりの大切さを学んでくれたと思う。

本人の考えをしっかり聞いてから親の考えを伝えるようにと心がけて
ます。

本当にすばらしい旅が出来、感謝しています。子どもも一ひとまわり
もふたまわりも成長できた事うれしく思います。スタッフの方、お疲
れ様でした。

帰ってきてすぐはとてもおとなしかったのですが、すぐに元通りのに
ぎやかな子に戻りました。目に見える変化は特に無いような気がしま
す。

百ｋｍの旅を通して一つ一つのことを長い目で見る様に考えられるよ
うになりました。子供の出来ない短所ばかりを見ずに、ゆっくり成長
を見守ろうと思います。

本当によくがんばったと思います。ありがとうございました。結団
式・解団式が少し長い気がします。
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設問９
（ご家庭での子どもさんへの接し方で、

変わった点がございましたらお書きください。）

設問１０
（その他、何かございましたらお書きください。）

設問８
（日常生活において、子どもさんの変化があればお書きください。）

友達の大切さなど色々な事を勉強したようですが、２～３日過ぎると
元に戻ってしまった。けど、いろんな事に気付いてくれていると思
う。

あまり変化はない。 人にお世話をされる立場を卒業したら人のお世話をする立場に立たせ
たい。

１００ｋｍを歩き通したことで、しんどいことがあっても『これぐら
い平気！」と思えるようになった。

子供にいろいろな面で本人に任せられるようになりました。 とにかく、楽しかったみたいで…。もちろんすごくしんどくて暑かっ
たんだろうけど…学校ではできない経験だろうし…。私も自分が参加
できたらめちゃ楽しいだろうなあと思います…。来年も必ず参加させ
ます。ありがとうございました。スタッフ・ボランティアのみなさ
ん、本当にありがとうございました。

いつもまわりをあまり気にしていなかったように思うのですが、５日
間歩くことでいろいろな場面で観察している様子がわかり良かったで
す。

今回の参加にすごく不安を感じ、あまり気がすすみませんでしたが、
本人の希望で参加させ、今はとても良かったと思っています。自分が
最後までやらなければいけないということ、そして必ず答えが出ると
いうこと。今回はとてもいい勉強になったと思います。ありがとうご
ざいました。

やはり早寝早起きです。ゲームをしだしてから初めてゲームと離れた
生活をしたと思います。帰ってまずした事はゲームでした。

おの１００の参加で自分自身に自信がついたみたいです。前にも増し
て口が達者になりました。

帰ってきてからすぐに「来年も行きたい」と言ってくれたので親とし
てやはり行かせて良かったです。来年もよろしくお願いします。

お互いの気持ちを大切に出来るようになった。今までに輪をかけて積
極的に行動できるようになった。

少し距離を置いて見守るようになった。子供の考えを尊重しアドバイ
スする方法を模索

自分一人で出来る事はしれている。人との係わり合い、お互いを尊重
し合う気持ちを大切にして生きていって欲しい。だって一度の人生な
んだから。

昨日、主人と娘と三人で高見山に登りました。とてもきつかったです
がなんとか笑って登りきりました。子供達、本当にがんばったと思い
ます。

途中で放り投げていた事でも、時間は非常に長くかかるが辛抱して最
後までやる事が増えた。（また、親も待つ事ができる様になったか
な？）

辛抱強く待てるようになった。 本人から話しを聞き、楽しいばかりでの１００ｋｍではなかったよう
です。達成したという喜びを得る事が出来たのもスタッフの皆さんの
おかげと思います。感謝致します。

以前より考え方がしっかりしたように思う。我慢したり気持ちをしっ
かり伝えようとしたり…。大きな変化だと思います。

待つ事が出来るようになりました。（ひと呼吸おけるようになっ
た。）

ありがとうございました。来年も参加できればいいナァと息子と話し
ました。

言ってもなかなか行動に移せなかったのが早めに自分で考えて行動す
るようになった。

自分のことは自分でさせるようにしました。 大変お世話になりました。帰ったら、いろいろな話しをしてくれまし
た。楽しかった事、辛かった事、面白かった事、本当にいい体験をさ
せてもらえた事に感謝します。

自分の事を自分でする。親から少し自立したような… 私自身が毎日の仕事に忙しく、自分の事で精一杯で子供への接し方が
変わったかどうか…

学生ボランティアがすばらしい！子供たち（小学生）を育てるだけ
じゃないんだ。学生ボランティアの成長がすばらしい！うちの子供も
次は学生ボランティアで参加してほしいなぁ。尾道１００ｋｍ、すば
らしい！柿本団長ありがとう♡

地域の中で積極的に自分の方から声掛けれるようになった。 生活の中で任せられることは待ってみて任せるようにしている。 ２回目の参加が出来て大変うれしく思っています。本人も忘れられな
い思い出が積み重なっていき、自分がやり切ったという達成感でいっ
ぱいです。多くの方々に支えられてのおの１００、皆様ありがとうご
ざいました。

子どもが何かをする時につい手を出していたけれど見ているだけにし
ました。

自分が１００ｋｍ歩けたのはボランティアの方達の助けがあったから
完歩できたのだと言っていました。まわりの人、見えない人達への感
謝の気持ちを持ってくれたことが良かったと思います。本当にみなさ
んありがとうございました！！

２回目だったので、前回ほどの変化はあまり見られなかったのです
が、今回は下の学年の子の世話をするという目標を持って参加したよ
うでした。

２回目という事もあって、暑い中よく頑張ったなと本当にエライと思
いました。健康管理と食事に気をつけてより元気に育てようと思う。

少しずつだが積極性が出てきた。 少し大人として扱うようになった。 団長、学生ボランティア、スタッフの皆様、本当にお疲れ様でした。
来年もぜひ参加したいと子供も申しておりました。
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設問９
（ご家庭での子どもさんへの接し方で、

変わった点がございましたらお書きください。）

設問１０
（その他、何かございましたらお書きください。）

設問８
（日常生活において、子どもさんの変化があればお書きください。）

恥かしいくらい何もないです。 色々とお世話になってますが、どうしても気になる事があります。ボ
ランティアの人が（裏方に近い方）が、車だからエアコンがきいてい
る～♪とか、私用の携帯…団長や他のリーダーがいない所で手を抜い
ている…大変なのは頭が下がります。でも、せめて５日間ぐらいは他
の人と同じ様にしてほしかった。一人、二人ではありません。そし
て、今年のボラは挨拶してくれません。ボーっとしてる人が多い。自
分の仕事を見つけて欲しい。社会に出るといろんな事があります。あ
りがとうございました。

自分の身の回りのことが出来るようになった。お手伝いが毎日出来る
ようになった。

よく話をして子供の思いをしっかり受け止め大切に育てていきたいと
いう思いがとても強くなりました。

今年はとても元気に帰ってきました。友達に恵まれたようです。自分
の事だけではなく少し周りの事を気にかけれるようになったと思いま
す。

少し距離を置いて長い目で見守っていくように心がけています。 １００キロの事業に参加でき親も本人もとても良い経験をさせていた
だきました。ありがとうございました。

自分の意見を自分の言葉で相手に伝える事ができるようになりまし
た。自信をたくさん持つ事ができました。

自信がついた様子ですので、できるだけ本人に任せて口を出さないよ
うにしています。

「来年もぜひ参加したい！！」と本人が話しています。ありがとうご
ざいました。皆様に感謝です♡人生において貴重な経験でした♡

マイペースであまり意欲がなかった子が多少は変化がでてきたようで
す。

本人の意見をまず聞く。 本人が「お父さん、お母さん、来年もおの１００行かせて下さい」と
…。楽しみにしています。

自信ができたように感じます。少ししんどいことも頑張ってみようと
いう態度が少し感じられます。

自分で出来ることはさせるようになりました。やり方をきちんと教え
て後は任せるように心がけています。

親の姿、あり方について考える良い機会になりました。心配もしまし
たが、頑張りきり完歩してくれたことを本当に嬉しく思います。次
回、機会を与えられたら是非また挑戦したいと申しています。そう
言った娘に感動しました。よい５日間だったのだと思います。感謝申
し上げます。ありがとうございました。

目に見える変化はありませんでした。しかし、精神的には（目に見え
ない所で）成長している筈だ！と信じたいです。

子供自身に任せるようにしたいが、現実は… ボランティアの方々、大変お世話になりました。来年もチャンスがあ
れば、又皆様にお会いしたいです！！

自分からよく話しをするようになった。 あまり変わらない。 多くの人の協力で子供に良い経験ができ、良かったとおもいます。

特に大きな変化はありませんが、自分自身大きな自信になったと思い
ます。ひとまわり大きな人間になったように思われます。

特にございません。 団長を始めボランティアの皆様、本当に５日間ありがとうございまし
た。姉の方は来年ボランティアで出席したいと言ってます。ありがと
うございました。

しっかりしてきた。自信を持って行動できるようになってきた。自分
の事を進んで出きるようになった？

子どもの力を信じる事にしました。 ボランティアの人達がすばらしいと思いました。我が子も将来、この
人達のように育ってくれればと思いました。これだけのことをするの
は本当に大変かと思います。ありがとうございました。

何事も目に見えない所で働いている人がいるということが分かったよ
うです。自分ひとりでは生きて行かれないという事が分かったようで
す。

いつまでも子ども子どもと思っていましたが、離れて帰ってきたらす
ごく大人になっているような気がしました。一歩下がって見守る心を
大切にしていきたいと思います。

参加させて頂いて決してお金では買えない宝物をたくさん持って帰っ
てきました。ありがとうございました。「やればできる」という自信
「一人ではない」という事を心の糧として今からもがんばってくれる
と思います。来年も行きたいと二人ともはりきっております。またよ
ろしくお願いします。

明るく前向きになったような気がします。 必要以上のことは口出ししないように本人に任せようと思っていま
す。

４年生から参加させてもらって今年で３回目になります。初回は親が
背中を押し、今回は自ら参加したいと申し出、沿道に応援に行っても
いつも笑顔でした。すごい笑顔でした。何がどう変化したのか、する
のか、目には見えませんがコレだけ根性があること認めてやりたいで
す。私には真似できない。

特にありません。

たくましくなった。 子どもの能力を信じて、任せるようになったかな。 学生ボランティアの方々に心からお礼申し上げます。ありがとうござ
いました。

色々のイベント参加が積極的になった。 家庭での接し方は変化ない。 ２回参加させて頂いたが「来年参加する？」とたずねたら「…」すぐ
に返事が返ってこなかった。聞くとコース・食事が同じだったことが
少し不満？

以前よりたくましくなったような気がします。
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設問９
（ご家庭での子どもさんへの接し方で、

変わった点がございましたらお書きください。）

設問１０
（その他、何かございましたらお書きください。）

設問８
（日常生活において、子どもさんの変化があればお書きください。）

当たり前の事がなかなか当たり前に出来ずイライラさせられる毎日で
したが、少しずつですが積極的になってきました。先は長いですが
待ってあげることの大切さを教えられたので親子で頑張ります。

何でもかんでも親が手を出していましたが、自分でやらせてみていま
す。

お手伝いを以前よりするようになった。 あまりガミガミ言わないよう意識している。 新しく友達が出来、リーダー、サブリーダーの方にも怒られながらも
完歩出来よかったです。

帰ってきて何日間は親の言葉に耳を傾けられるようになって、兄とし
ての立場が以前よりは分かってきたかなぁと思った。パンツの趣味が
リーダーのパンツと一緒になった。

あんまりない。親が変わらなければ子どもも元に戻ってしまう。 団長さん、学生ボランティアの方々、ありがとうございました。無事
に完歩するという達成感。始めての敬虔だったと思います。弟も来年
は出たいと言ってましたが今２年生なのでもう２年待たないといけな
くて残念がってました。

あまり変わらないようだが、きっと何か・・・成長していると思って
いる。

ありがとうございました。長い道のりを歩けたことが息子にとって良
い経験になったと思います。のんびりした子なので、直ぐに打てば響
くとはいきませんが、少しずつ自分のものにしてくれると思っていま
す。

兄ちゃんには何でも負けてしまう↓（野球も、プールも、勉強も…）
でも、ボクは兄ちゃんのやってないおの１００をやったという自信が
態度に会話にしっかりでてきています。自信を持って取り組む姿が見
えます。

いつも兄と一緒の行動が多く親からひと括りで見てしまうことが多
かったのですが、次男ひとりで参加し完歩して自信を持ち認めてやる
事で、その子その子の良さをきっちり認めてやるように意識付けする
ようになりました。

写真がちょっと見難いかな？！

通りすがりの人にも自分からあいさつすりょうになった。 ちょっと子どもがどうするか待って様子をみるようになった。 応援して下さったボランティアや皆様に感謝致します。ありがとうご
ざいました。

１００ｋｍを完歩した事はとても自信につながった様で、以前より
サッカー（クラブチーム）を頑張るようになりました。

帰ってきて２、３日は誉めまくりましたがだんだん日常に戻りまし
た。でも本当がんばったと感心しています。

本当に本当に皆様ありがとうございました。皆様のおかげで完歩出来
ました。

お世話になりました。子供達よりも学生スタッフの方々は本当にご苦
労様だったかと存じます。

自分に自信がついたようです。さらに積極的になりました。 子どもの意思で何事も決めるようにしています。（自分で決めた事は
自分で責任を持つ）

これから先、いろいろと乗り越えなくてないなない事が出てきます
が、きっとこの１００ｋｍの旅を思い出し頑張れると思っています。
ゴールした時の笑顔は今まで見た事がないくらい最高の笑顔でした。
８月１０日の夜は興奮しっぱなしでいろいろと楽しかったことを話し
てくれました。すてきな５日間を本当にありがとうございました。

自分に自信がついたようです。 自分の事は自分で決めるようにさせています。 泣き虫だった子が１００ｋｍ泣かずに歩き抜くとは思っていませんで
した。それどころか、楽しい事が多くて「また来年も参加したい」と
８月１０日張りきって言っていました。ゴールの時の笑顔を忘れませ
ん。すてきな５日間ありがとうございました。

帰った来た日は、すごく成長したと感じました。飲み物もしばらく水
でいい！水が一番おいしいと言っていました。朝ご飯もいつもと変わ
らないメニューでしたが、こんなにご馳走と言って食べてくれまし
た。しばらくの間はクーラーの中に入ると寒いと言っていました。

ついつい甘やかせてるなぁーと思いながら、親の方がしっかりしない
といけないと思っています。

豊かになり過ぎているんだなぁと感じました。ついつい子どものする
事がいちいち気になって口を出してしまう。やっぱり、親が変わらな
いと子供は変われないと思います。もう一度思い出して子供に接して
行こうと思います。参加させてもらって本当にありがとうございまし
た。来年もぜひ参加させていただきたいです。

目に見えて変わった点というのはなかなか分かりませんが、人に感謝
する気持ちは確実に教わったと思います。貴重な経験、出合いを本当
にありがとうございました。

何かにつけ「１００ｋｍ歩いたんよ、すごいじゃろ～」と言う。嬉し
かったんでしょう。

食事の時に「ツルさんが…」をいつも言っています。 ２年続けての参加、ありがとうございました。多くの方が参加できな
かったことを保護者会で知り、改めて参加出来る喜びを知りました。
ＤＶＤを見て多くの方に支えられてのゴール、心から感謝致します。

すごく疲れて帰って来ると思っていたけれど、すごく元気に帰ってき
てのでちょっと自分が思っていたのと違った。

来年は中一になるのでボランティアとして参加したいと言ってたので
参加して良かったと思いました。

返ってきた日の夜、寝た時寝言で歩調コールをかけてました。本人に
とってすごくいい経験になったんだと思いました。

来年も参加したいと言っていたので、しんどかった分良かったのかと
思いました。

お盆に泊まりに来ていた従兄弟達と、前はいろいろ争いもあったが今
年はとても仲良くしていた。

なるべく自分でなんでもさせるように、少し待つようにしているが、
やっぱり口に出してしまう。

暑い中よく頑張った事は本当にこれから力になると思う。
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設問９
（ご家庭での子どもさんへの接し方で、

変わった点がございましたらお書きください。）

設問１０
（その他、何かございましたらお書きください。）

設問８
（日常生活において、子どもさんの変化があればお書きください。）

目に見えて変わったことと言われると？ですが、見えない部分での変
化はあったことと思います。何といっても、あの暑い中、１００km歩
いたのですから・・・

多少我慢できるようになった気がする。 思っていたよりもとても元気に帰ってきました。子どもが出発してか
ら親の方が心配で子離れできない感じでしたが、子どもは帰ってから
も元とほとんど様子が変わらず驚いています。お世話になりありがと
うございました！

何に対しても熱心に取り組むようになった。やななければならない事
などキッチリとこなすようになった。

行動が早くなったので小言が減った。 ２年続けて産させて頂いて毎年子どもの成長が楽しみになっておりま
す。あと２年参加できるチャンスがあるのでますます成長してくれた
らと思っています。

何事も最後までやる様になった。 出きる限りひとりでさせるようにしている。 小学校最後の夏休みにこういう体験をさせたれたことに感謝していま
す。本当に皆様ありがとうございました。

おのみち１００ｋｍを徒歩で完歩できたことによって大きな自分を信
じる力が出来たと思います。帰ってきてから見知らぬ人に声をかける
のが恥かしくなくなった！！と積極的に声をかけることができるよう
になった♡と話してくれました。

今日、「来年も歩きたい！！」と来年に向けて次の２００ｋｍ目に挑
戦する事を決めたみたいです。目標はお兄ちゃんの歩いた５００ｋｍ
を歩くこと♡５年かけてがんばれればいいなぁーと応援しています。

「１００ｋｍ歩けたんだから…」という言葉がいろいろな場面で聞か
れる。自信になってるんだなぁ～！！と思えます。１回目に比べて静
かな穏やかな自信が感じられます。心から感謝いたします。ありがと
うございました。

たくさん口だししたいところですが、任せてみよう！！失敗してもや
らせてみよう！！と思う所が増えたようです。

今回２回目の参加でした。１回目よりも２回目！！成長が感じられ
た。１回目は思うように歩けなかった。今回はとにかく歩く事に全力
を尽くした。（好き嫌いを無くし、ご飯をしっかり食べ、嫌いな水を
飲む）そしてとにかく弱音をはかず歩く！！これが目標でした。今
回、目標は果たせたようですが、精神面（他人を思いやる、感謝の気
持ち）が足りないようだった。是非３回目！！次なる目標を達成して
ホシイ。そして中学生でボランティアを経験して感謝の気持ち、人と
の繋がり、お金では買えない、目に見えない宝をつかんでほしい。ど
うぞ来年も是非、是非参加させて頂きたいです。有難うございまし
た。

自分で考えて行動するようになりました。 なるべく口出しをせず子どもの自由にさせるようにしています。 わがまま、勝手な子ども達と５日間大変だったと思います。お世話に
なりました。ありがとうございました。

２回目であったが、達成感をかなり得られたと思う。積極的に（前向
き）に物事を考えられるようになった気がします。

子供を信用して、子供に考えを任せられるようになった。 色々とどうもありがとうございました。この先、絶対プラスになると
思います（人生において）。

最後までがんばり通す事ができる様になった。 １００ｋｍがんばったんだからなんでもがんばれるよっってうながす
と自然とがんばる子供。

出発してから心配で心配でいけませんでしたが、がんばっていると信
じ家でずっと見守りました。姿を見ると弱くなる子供がいるようで親
の私も戦いでした。最終日、元気にゴールしている姿をみてがんばっ
て、うれしくて、涙があふれました。

特に変わりないです。 特に変わりないのですが、「１００km歩けたのに何で（それが）我慢
できんの？」という言い方を時々してしまいます。

学生ボランティアの皆様にひたすら感謝！

すぐに腹が立っていたようなことも、落ち着いて対処しているように
思います。

お世話になりました。来年もぜったい歩くと言っています。

さしがに一長一短では変化はありませんが、この経験が成長する中で
プラスになっていってくれると思います。

出きるだけ子どもの話しを聞いていこうと思いました。 本当にお世話になりました。ありがとうございました。

家では末っ子の甘えん坊ですが、班の中ではリーダーシップもとり頑
張ったと話してくれました。彼女の違う一面も見れたようでとても嬉
しく思います。近頃は、兄弟の中心となってお手伝いなど自ら進んで
よく頑張ってくれています。また、１００ｋｍ歩いたことは大きな財
産になったようです。

「疲れた」とか「しんどい」とか言わなくなった。 自分が思った以上に子供は親離れ出来ていて、むしろ親のほうが子離
れ出来ていなかった事に気付いたので家庭ではなるべく手を差し伸べ
ず子供がする事を見守る事が出来るようになりました。

嫌々参加させたのですが、親子共々とても良い経験になりました。子
供の成長はもちろんですが実は親の自分自身が一番成長出来たのかも
しれません。親が思うほど子供は一人で何も出来ない事もなく、私自
身が先に手を差し伸べ過ぎていた事がよく分かり、親のあるべき姿を
見直せる良い機会でした。
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設問９
（ご家庭での子どもさんへの接し方で、

変わった点がございましたらお書きください。）

設問１０
（その他、何かございましたらお書きください。）

設問８
（日常生活において、子どもさんの変化があればお書きください。）

恥かしがりやでもそのままでOKだと思いました。 学生ボランティアの方が活気があって感動しました。今時の若者と一
般的に思わず頼もしく思いました。ボランティアの学生のみなさまの
ように［娘］も成長して欲しいと思いました。本当にありがとうござ
いました。

５日間後、ふと思い出し涙、涙の日々でした。すごく感動のかった５
日間だったのだと思いました。日常生活でここまで感動する事はあま
り無いと思います。本当に良かったと思います。

いろいろ手伝ってくれることが増えて助かっています。 本当にお世話になりました。

あまり干渉しないようになった。 初めての親元を離れての４泊５日。まだまだ子供だけど１００ｋｍ歩
いたと言う自信がついたので良かった。来年は絶対に参加しないと
言っていたけど、夏が近づいてくれば気持ちも変わってくると思いま
す。ボランティア、柿本団長、みなさんありがとうございました。

敬語を使うようになり、随分落ち着いたようになったと思います。我
慢強くもなったと思いました。

ほとんど変わる事はないけれど、家では甘えさせるようになったかナ
～。自分事は自分でするように声をかけています。

来年もぜひ参加したいと言ってますのでよろしくお願いします。


