
Ｑ1．お子様は何年生ですか？

小学4年生未満 55
小学4年生 39
小学5年生 23
小学6年生 24
中学1年生 5
中学2年生 5
中学3年生 5
高校生以上 8

Ｑ2．上映会はいかがでしたか？

とても良かった 85
良かった 22
まあまあ 7

悪い 0
非常に悪い 0

具体的良かった点、悪かった点について教えてください。

Ｑ3．命の大切さを感じることができましたか？

とても感じた   96
感じた 15

まあまあ 4
感じなかった 0

Ｑ4．普段、お子様とコミュニケーションはとれていますか？

よくとれている 38
とれている 63
どちらともいえない 13
とれていない 1

映画「うまれる」上映会　アンケート集計　保護者
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Ｑ5．お子様を大切に思う気持ちが強くなりましたか？

とても強くなった 71
強くなった 31
まあまあ 6
ならない 1

お子様に対してあらためて思ったことを書いてください。

Ｑ6．今回の上映会はお子様（若い年代の方）にとって良かったと思いますか？

とても良かった 58
良かった 36

どちらともいえない 13
悪い 0

非常に悪い 0

Q7．その他、思ったことをご自由にお書きください。

考察

普段からお子様とコミュニケーションがとれているという保護者が88％も参加していただいたということは、
今現状がコミュケーションがとれていても、今後思春期を迎えるにあたって今一度親子関係を強いものに
したいという思いが大きいのだと考えます。
上映会が良かった、命の大切さを感じることができたという保護者が95％前後おり、さらに93％もの方
があらためてお子様を大切に思う気持ちが強くなったという回答をいただきました。
感想からも、やはりお子様が誕生したときの喜び、想いを忘れてしまっていて、あらためてお子様への
想いを再確認する良い機会になったと感じます。
子供が飽きてしまった。子供には少し早かったのでは。という感想も頂きましたが、88％もの人が今回
お子様との上映会を良かったと回答いただきました。
今まで無かった機会。これからもこのような機会を作ってほしい。学校でも上映していただきたい。という
感想も多くいただきました。
実際、子供は途中で飽きてしまっても要所要所ではちゃんと観ていて、「自分もそうだった？」と確認して
いたという声も聞かれました。
今回の上映会は子供だけでも大人だけでもなく、親子が一緒に観て想いを共有するということで、より強　
く想いを実感でき、日々の生活にも繋がるものだと思い、開催いたしました。
子供たちが強い心を持つために、大切に思ってくれている人がいるということを感じ、一番近くで子供と
接する保護者も子供たちの為に日々の生活に繋がる想いを持てたと感じます。
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Q具体的によかった点、悪かった点について教えてください。

命の大切さを改めて感じました (×５名)
様々なケースを取り上げている点が良かった (×３名)
自分の出産時を思い出し、命の尊さを感じました。 (×２名)
出産シーンと自分の体験が重なり感動した。 (×２名)
親の気持ちがわかりやすく表現されていてよかったです。 (×２名)
「生まれる」ことのすごさ「命」の大切さが伝わりました。
「親子で見る」というのが良かったし、フィクションでなくノンフィクション。お産の場合がリアルで良かった。
4年生にはむずかしかったかな～と思います。
命のすばらしさを再確認しました。
命のリレー、つながっている”きせき”
今、子供がいる事が当たり前と思っていたが、それが当たり前ではないということ。それを改めて気づかせてくれた。
今の幸せをかみしめる事ができた。
色々な形はあれど命の大切さを感じることができて良かった。
色々な人がいること、今普通に暮らしていることに感謝しなければ。今をもっと大切に生きようと思った。
いろんなうまれるを子供と見れてよかった。
いろんな視点から「生まれる」という事をテーマにされており命の大切さが伝わってきました
色んな人の気持ちがストレートに伝わってきて胸が熱くなった。
生まれてくる奇跡、生まれてきてくれてありがとう！という気持ちを再確認できてよかったです。
生まれる瞬間を思い出した。（祖母）
生まれるという意味を改めて考えさせられた
同じ女性でも子供を持てない人、障害を抱えた子を授かる人・・・と色々なんですね。
親子で命の大切さを学ぶ場所がない中での今回の上映会はとても貴重な場でした。息子も命について学べたと思います。
親子の原点を見つめ直せた。
家族が増えた時の気持ちを想い出した。
家族っていいなぁと思いました
感動しました。
子供が少し飽きてしまって・・・でも、私も久々ゆっくり子供と映画が見れて良かったです。
子供たちが初めはあくびをしていたけれど、生まれる時に真剣に見られていた事とあ～自分もそうだったと思っていたのだろうな。
子供と一緒に過ごせるキセキが再確認できた。
子供との接し方をもっと深めたいと思った
子供に命の大切さ、誕生について、考えさせる事が出来たと思います。少し飽きてきたところがありました。(子供が)
子供に対しての考え方が変わりました。
子供には少し難しかったのではないかと思う。
子供のまっすぐな親への気持ちが伝わった
子供は親を選んで産まれてくる言葉が胸につきささりました。命の尊さを感じました。
この機会に感謝
こんなに痛い思いをして産んだ子供なのだから家族を大切にしようと思う
様々な視点から「子供を授かる」という事を考える事ができました。
自分が出産した時の感動を思い出すことが出来た。
自分の子供が自分の子供であって良かったと思えるように日々子供ときちんと向き合っていこうとあらためて考えさせられた機会になってよかった。
出産がこんなに感動するって改めて思いました。死産、障害をのり越えてうまれるってすごい。
出産シーンを子供と見れて自分もこうやってうまれたと思ってくれて良かった。
出産までの一連が良く写されていた
上映時間、明るさは良いが、小さい子供には遠慮してもらいたかった。
陣痛の痛みを思い出しました。



すべての出来事を体験してきたので、その人の気持ちが理解でき涙がでた。
全てよかったです！満点です。
沢山の想いを振り返ることができました。
立会い出産はしなかったので出産のシーンが良かった。
たんたんとわかりやすくアニメーションを作って　movieを作って欲しかった　これと一緒にDrの話より本人たちの生活をもっと見せてほしかったです。
つるのさんのメッセージ。子育てがんばりすぎないは納得。「夫婦の絆」あまり強調されると一人親家庭にはつらい・・・
母は強い、父はやさしいが伝わり幸せな気持ちになりました。
伴さんの変わり方が良かった。父もだんだん強くなっている。
ほんとよかった。出産した時の事、思い出しました。
前から見たいと思ってました。今回子供と一緒に見ることができ、とても貴重で意味深い時間をすごせてよかったです。
まだ小さいので、途中あきたような感じもありましたが、最後の方で2年の子供が「産んでくれてありがとう」と言ってくれました。遊んでいたと思っていましたが、実はちゃんと見ていた様です。
忘れかけていた子供たちが産まれたときの感動を思い出した。皆さんが前向きで素晴らしかった。
私の娘は5歳の時に息子の出産に立ち会ってます。今回の上映で、生まれる事の尊さ、大切さ、大変さ、実感しています。小さな子とも一緒に見れる内容でもっとみんなに見て頂きたいです。



Qお子様に対してあらためて思ったことを書いてください。

生まれてきてくれてありがとう (×６名)
うまれてきてくれて、私達を選んでくれてありがとう！ (×２名)
親の気持ちで怒らないようにする。 (×２名)
正面から真剣に向き合おうと思う。 (×２名)
一つの命として大切に育てたいと思いました。 (×２名)
今の家族の大切さを改めて感じました。 (×２名)
かけがえのない大切な存在であることを伝えていきたいと思った。(×２名)
1人、1人しっかりと抱きしめてあげて、話をきいてあげようと思った。
3人子供がいて、上の子はもう大きいのですが、3人ともかけがえのない宝だと感じます。
明るい笑顔を見れる幸せを感じました。もっともっと一緒に居る時間を大切にしたいと思いました。
ありがとう！
一生懸命生きて欲しい
いつの間に、こんなに大きくなったのかと・・・
いつも怒ってゴメンね。
命に感謝し、悲しいコトも楽しんで生きよう。
今以上に大切にしていきたい
今の現状が子供たちにとって幸せかどうか。より幸せを考え、楽しんでいきたい。
生まれた時までのことをまた考えてみたいと思う
うまれてきた大切さ、幸せな気持ちを大切にしたいと思った。
産まれて来てくれたことに感謝。選んでくれたことに感謝です。
うまれてきてくれて、本当に良かったです。
生まれてきてくれてありがとう。怒ったりすることもあるけれどいてくれるだけでうれしいです。
生まれてきてくれてありがとう。元気に毎日いてくれてありがとう。
親として恥ずかしくないように生きたいと改めて思いました
親を選んで授かって生まれてきてくれたんだなぁと思った。
元気に生きてください。
子供が産まれてきた当時のことを思い出しました。今までよりももっといとおしく思いました。
子供の気持ちを尊重したい
子供を思う気持ちが強くなり愛情をそそいであげたいと思いました。
子どもを信じて力を抜いて子育てしたい
ささいなことでイライラせず大きな心と感謝の気持ちで過ごしたい。
自分たちを選んで産まれて来てくれたことに感謝。
自分のいい所、悪いところを認めて、今後自分がどうするべきかわかる子になってもらいたい
自分の好きなことを全力で頑張ってほしいです
出産時に自発呼吸が出来なくなり、大変な思いをしたことを改めて思い出しより一層子供たちを大切にしたいと思いました
出産時を思い出しました。子供とはとても仲が良いのですが、これからもこの関係が続くことを願います。
大好きです



大切さを再認識できました。
大切に思っているんだよという事を伝えたい
誕生した時の事を！顔が見れた時の事を思い出して涙しました。良かった。
つらいことも多くて、正直もういやだと思ったこともあるけど元気でイタズラばかりの息子がとても愛おしくなりました。
反抗期をむかえて怒ることが増えたけど映画を見て改めて、生まれてきてありがとうの気持ちを思い出した。
反抗しても泣き叫んでも大切な私の宝です。
日々の成長がありがたいと思った。
日々の出来事を大切にして生きて行きたい。
無事に生まれ、大きく育ってくれてありがとう。当たり前の事が実は奇跡的な事なんだと思います。
もっとコミュニケーションが必要だと思った。
もっともっといっぱい愛してあげたいと思う。
もっと良く話をしていきたい
やっとで産まれてきたことを改めて思い出し、大切に育てていきたい。
やっぱり生んでよかった。
良い時間を過ごしたい。
私たち夫婦のところに生まれてきてくれたことに感謝。
私たちを選んできてくれたことを信じたい



Qその他、思ったことをご自由にお書きください。

もっとこういう機会を作っていただきたい。 (×３名)
見に来てよかったです。また上映してくださいね。 (×２名)
全小中学校で上映してください。 (×２名)
とても良い機会を与えてくれて感謝 (×２名)
良い機会をありがとうございました。 (×２名)
「産む」ということにいろんなケース、想いがあることがわかりました。でも、それぞれが幸せで良かったと思いました。
3人の子供がいますが、一番初めに授かった子は流産してしまいました。今までのこと、13年間の結婚生活でのことなどいろいろ思い出して涙が止まりませんでした。
movie問題なくみれました。ありがとうございました。
改めて子供たちに　うまれてきてくれてありがとう　と伝えたい。
伊深先生（伴夫婦の出産の助産婦さん）は下の子（10才）を出産時にお世話になった方。久々映画の中での再会。（とりあげてくれた人）。ちょうど10年目の偶然に先生からがんばれと励まされたような気持ちでいっぱいになりました。
いろんな命があるということを知った。子供と一緒に映画を見て良かった。
生まれてくるのは奇跡ということ。日々生活していると忘れがちですが、思い出しながら子育てを楽しんでいきたいと思う。
親子一緒に参加でき一緒に考えられるような企画がもっとあってもいいと思った。
親子で命について考えるというとても貴重な機会をいただきました。
家族との絆をもう一度見直します。
家族みんなでこの映画を観ることができて良かった！このような機会を作ってくださってありがとうございました！！
応募方法がネットでできてよかった。貴重な機会をありがとうございました。4年生以下でも兄弟なら可として頂けたので親子で楽しめました。
貴重な場を設けて下さりありがとうございました。
今日、見に来れなかった友達にも見せてやりたいけど、DVDなどあればいいです。
高校生とかにも見せた方がいいと思いました。
子供が誕生した当時のことを思い出せて良かった
子どもがまだいない若い夫婦向けに開催してもいいと思う。
子供達に感謝です。
子供には難しかったかも。でも何かを感じてくれてたら、うれしい
最初小さなお子さんには難しいのかなと思いましたが、小さな子どもにも十分伝わったのではないでしょうか。年代、性別を問わずいろいろな方向から見れる映画だと思いました。
昨年三条での上映会に行けず、今回午前中の回に声をかけて頂きありがとうございました。「うまれる」の本は早い頃に読んでいましたが、今回の上映を見て改めて「命」のいろんな意味を感じます
自分の出産の時を思い出した。小学校でも上映して欲しい。
小１の息子にはちょっと難しかったかな
上映は親だけでいいのでは。
ところどころ「自分のときはどうだった？」と聞きながらだったので本人的にもいのち、うまれる事を考えるきかっけになったと思う。
虎大くんに長生きしてほしい。
日常の生活に追われてストレスばかりを感じる日々と思っていたが、子供の存在に感謝することを思い出すことが出来た。
母を大切にしようと改めて思った。
普通に妊娠、出産、育児ができていることに感謝しなくてはならないなと改めて強く感じました。
私も不妊治療、流産を経て三人の子供を授かり幸せです。
私も3人の子供がいますが、3回の流産を経験しています。命は☆キセキ☆です。
映画を観て共感をした事もたくさんありました。多くの子供達に観て欲しいです。
全ては愛に包まれているんですね。ありがとうございました。


