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結構アナログな遊びをしていたことを思い出した

親の生き方・考え方は本当に私達に影響を
与えている。多少の人を犠牲にして

成り立っている。先生が示した“階層”は
すべての人が上位の3～10％を目指そうと

奨励しているような図だと思った

小学校時代の記憶は半々でした
高学年に行くにつれて

記憶が鮮明になっていきました 小学校時代は比較的憶えていた
結構楽しい生活だったんだ

小学校時代は比較的憶えていた
結構楽しい生活だったんだ

１

将来何になろうかについて悩んでいます
先生の講義を受けていくつか自分の性格と
あうデータを目にしました。そこでタイプ２の

人はどんな仕事が向いているという
情報をぜひ授業で取り入れてほしいと

思いました

将来何になろうかについて悩んでいます
先生の講義を受けていくつか自分の性格と
あうデータを目にしました。そこでタイプ２の

人はどんな仕事が向いているという
情報をぜひ授業で取り入れてほしいと

思いました

憶えていることがかなり多くスラスラと書けました
今思うと良い環境で小学校時代を過ごしていたのだなと思いました

先週に
比べて
記憶が
不確か
でした

記憶が
あまりない

瞑想の時眠りそうでした
なんとなくタイプが違っているような気がします

タイプは個々に多様であって
すべて少しずつ混ざってできるような気がしました

小学校時代は自分のしたいことを
素直に実行に移していたと思います

あの頃はすごく
わがままだった

そのときの状態によっても
思い出し方は変わると思う

そのときの状態によっても
思い出し方は変わると思う

経験から培われてくるものと先天的なものに
大きく依存しているのだなぁと思った

今日の久恒先生の話はとても面白かったです
興味は物事を深く、深く知るほどに尽きなくなっていくことが

知ることができてためになりました

だんだん自分史の
土台が出来上がってきた

今後が楽しみです

だんだん自分史の
土台が出来上がってきた

今後が楽しみです

やっと自分の記憶が
よみがえってきた
ような気がする

やっと自分の記憶が
よみがえってきた
ような気がする

変わりすぎて本当に小学生の自分は
自分なのか疑いました

ハッと思い出すことが
あるから不思議だ

ハッと思い出すことが
あるから不思議だ

小学生の頃の記憶はほぼ残っていた
あと問題になってくるのは
そのときの自分をちゃんと

分析できるかということだけだと思う

何だかさびしく感じた

深く
思い浮かんできた

落ち着いて思い起こすと
案外イイコトばかりでないことに気づき始めた
時が流れるにつれて美化して評価してたようだ

私の子供時代は天使じゃなかった
正直に自分を思い返すと段々自分が嫌いになる

小学校の時から「ホンネ」と「タテマエ」を
使い分けてたりして

あまり子供らしくないと思った

前回より色々なことを
思い出せました

「この中の87％は～」の
下りは少々不愉快でした

４

２
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他のチームに行ったけど
だいたい同じで刺激はなかった

が、他県の人は行事とか違って面白い

他のチームに行ったけど
だいたい同じで刺激はなかった

が、他県の人は行事とか違って面白い

６

５

ペンが進まなかった
つらかった

今思い出して楽しいと感じるということは
当時ものすごく楽しかったんだと思う

ほとんど
変わらない

性格だったと思う 小学校の頃は遊びばかりが
思い出される

遊んでばかりいたのか
他の地域の人も同じような

遊びをしているのには驚いた

みんなと共通する
ところがあって驚いた

久しぶりに思い出した
この頃の生活を

もう一度してみたいと思った

自分をあまり好いて
いないことに気づいた
今の自分の原点に
なっていることが
沢山見つかった

自分をあまり好いて
いないことに気づいた
今の自分の原点に
なっていることが
沢山見つかった

１年と６年ではだいぶ違っていた
「井の中の蛙」だった自分が

恥ずかしいが
それはそれで楽しかったと思う

悪い思い出よりも
良い思い出の方が多い。面白い

小学校の話から現在の話に
知らないうちに変わって
しまうことが多かった

小学校時代のある光景を思い出して
鳥肌が立ってきた

と同時に今までそのことを
思い出さなかった自分をやるせなく思う

いろいろ
思い出すことが
多かったと思う

前回よりも
憶えていることが多かった

遊びはみんな似たことをしていた 色々なことを思い出せて楽しかった
つらいことも沢山あったと思うけど

詳しくは思い出せなかった
今思うとそんなにつらくなかったのか

結構記憶も鮮明になってきた
自分史を書くことで

人生テーマを見つけたいという
気持ちが増えた気がする

住んでいた地方によってその遊びの
名前が違うという事実に驚いた

（例：士農工商＝天下大名）
思い出すエピソードが沢山あった

住んでいた地方によってその遊びの
名前が違うという事実に驚いた

（例：士農工商＝天下大名）
思い出すエピソードが沢山あった

何から書けば
いいかわからない

隣のグループに小学校が
同じ友人がいたので
学校行事などは、

あとで先週のプリントに
書き足そうと思う

同じ性格タイプの人達と
話をするのは楽しい

嫌な気分になることは
少ないように思う

同じ性格タイプの人達と
話をするのは楽しい

嫌な気分になることは
少ないように思う

小さい頃の話をするのは
オモシロイ

遊びの話では
思い出すことが多かった

「背伸びをすると背が伸びる」という
話がなんとなくわかる気がした
意識して行動しようと思った

「背伸びをすると背が伸びる」という
話がなんとなくわかる気がした
意識して行動しようと思った

今日は７番９番の人とMIXでお話をしました
大変おもしろい時間を過ごせました

今日は７番９番の人とMIXでお話をしました
大変おもしろい時間を過ごせました

昔話をするのは
楽しかった



「背伸びをすると背が伸びる」のは
本当だなぁとおもいました
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みんなで話し合っていると
思い出す思い出す
いろいろありました
性格とかも変わりが

大きいなぁと
改めて感じた

みんなで話し合っていると
思い出す思い出す
いろいろありました
性格とかも変わりが

大きいなぁと
改めて感じた

低学年のほうが
思い出せる

自分は変わってきてるんだと実感した
いろんな自分を発見することが楽しい

もっと一つのことに
集中しなければと思った

みんな楽観主義だと思った
出席簿が回ってこなかった

みんな楽観主義だと思った
出席簿が回ってこなかった

最近ふと自分は将来良い
仕事にめぐり合うことが出来

その仕事で成功できるような気になる

最近ふと自分は将来良い
仕事にめぐり合うことが出来

その仕事で成功できるような気になる

今日の授業はとても興味があったので
これからも楽しい授業を続けて欲しい

昔の遊びなどを
思い出して楽しかった

小学校の頃のことを結構忘れて
しまっていることに気がついた
とても懐かしい気持ちになった

久しぶりに昔話に花が咲いた
とても楽しかった

懐かしかった

小５・６年の記憶ばかり浮かぶ
それと案外忘れていることが多いことに気がついた

当時の友達と話してみたいなと思った

福沢諭吉の言葉に納得したり
ドキッとさせられたりした

しっかりと心に刻んでおこうと思う
小学生には小学生なりの悩みも

あったことを思い出した
今よりも素直に感動したり

喜んだりできていたような気もする

今回は同じタイプでも全然違って面白かった
自分の今までのタイプが見れたようで面白かった

今日は性格タイプ５と９の人とMIXで話をしました
７のみのグループとはまた違っていろいろな面から
小学校時代を振り返ることができて楽しかったです

自分がとても多くの人と
関わってきたことを感じた

タイプ別の人と小学校時代を振り返った
やはりまったく違う

この講義に臨む姿勢からタイプが違った
異なるタイプと話せる機会があって楽しかった

７
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かろうじて

記憶していた
小学生の頃の夢が

タイプによって
違うような気がした

９

８

周りの環境も
ずいぶん

変わってしまった 久々に
電話しようと

思った

小学校の時が
一番楽しかった

気がする

中高の方が印象深かったので
小学校についてはあまり思い出せなかった

幼少の頃と比べて
エピソードが減ってしまった

だが、一つ一つが
よりはっきりしている

もっとおもしろい
質問をして欲しい

次回はCD-ROMを使った
講義を成功させてください

結構意外なことを
思い出せて面白かった

無心で思うものだけを描いてたような気がした
昔はとても頭が良かったような気がする

年を重ねるごとに愚かになっていくような気がする

井戸の話がとても印象に残りました
関連した“服”の話も

無理をしてきていた服もそのうちに体になじむようになり
その服がきつくなったらまた次の服を着る

私も大学に入り初めてスーパーでアルバイトをはじめましたが
“スーパーのレジ”という服が体にフィットしてきたんだなぁと思いました
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今回もいろいろ
参考になりそうな

プリントを
沢山くれたので
助かりました

今回もいろいろ
参考になりそうな

プリントを
沢山くれたので
助かりました

小学校の自分は
平和で良かったなと

しみじみ思った

今日は他のグループに
混ざってみました

いつもと違って違う
タイプの人の考えが

自分と違うことを発見できた

今日は他のグループに
混ざってみました

いつもと違って違う
タイプの人の考えが

自分と違うことを発見できた

やっぱり目標を持って
生きれるということは
幸せなことだと思う

私はおばあちゃんになっても
前を向いて進む人になりたい

やっぱり目標を持って
生きれるということは
幸せなことだと思う

私はおばあちゃんになっても
前を向いて進む人になりたい 憶えてないようで

実はかなり憶えていた
憶えてないようで

実はかなり憶えていた


