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12/14 保健講話「正しく知ろう ねむりのあれこれ」 事後アンケートの結果です（現文そのまま） 

  保健厚生部 

2年男子 

 ・普段割と睡眠不足なので、休日にいつもより長く寝ていたが、それは良くないと知り、驚いた。睡眠は色々なことに関係

するので、自分はどうなのかを考える良いキッカケになったので、今日の講演はとてもためになった。 

 ・神山先生の説明がとてもキレッキレで面白かった。やはり睡眠は毎日しっかり取らないといけないんだと改めて思った。

テスト期間は特に徹夜しがちなので、気をつけたいと思う。 

 ・とても良かった。ずらずらくっちゃべってる人よりも内容が入ってきて、おもしろかったし、睡眠のことも、わかった。とりあえず、

眠くなったら眠る。それを大切にしていきたい。がまんしません。 

 ・寝たくなったら寝た方が良いということが分かった。自分は今、6 時間眠っているが、朝の授業で寝てしまうことがあるの

で睡眠時間を見直そうと思う。 

 ・睡眠しないことが良いことじゃないのは知っていたが、あんなに多く理由があるとは知らなかった。話すのがかなり早かっ

たけど、ためになる話がいっぱいあってとてもよかった。 

 ・こうやまと読むのにおどろいた。高校生のツボを分かっていておもしろい人だと思った。 

 ・睡眠の大切さは前々から知っていたが、なぜ大切なのかがたくさん立証されていることを初めて知った。自分をよく知るこ 

  とも大切だと感じた。個人的には Hondaの広告好きですが… 

・超おもしろかった。日本の企業はバカだと分かった。間違ったことが正当化されていて日本てクソだとも分かった。超た

めになった。 

 ・自分も一般的な考えと同じで、睡眠時間を削って勉強した分だけえらいと思ったり、頑張った気になっていました。しかし 

  寝ることの方が重要で、結果的に寝ることで良い成績を残せるのだと改めて分かりました。また、我慢することも重要だ  

  と知りました。 

 ・とても良かったと思います。自分の生活を見直そうと思いました。 

 ・残業という制度がきらいになった。また、自分が大人になったとき、残業制度がなくなっていてほしい。そしたら日本人自 

  身の幸せ度も上がるはず。ある意味日本国民洗脳されてるなと思った。 

 ・おもしろかった。 

 ・睡眠がすごく大切だということが分かった。睡眠時間が少ないと注意力の低下につながるとも分かった。睡眠不足は立   

  派な病気！ 

 ・今までの講演会の中で一番面白かった。 

 ・とてもおもしろかったです。午後の授業がねむくなるのはこういうことなのだなと思いました。また、午前中にねむくなるのは 

  授業に関心が向いていないからなのだと思いました。毎日 8時間以上ねていてもねむくなってしまう原因が分かってす      

  ごくほっとしました。 

 ・早寝がいい訳ではなくて、自分に合った生活スタイルを送ることが大切なのだとわかった。寝たい時は寝る。 

 ・眠る事は大切だと聞いていたが、データなどを見せてもらいながら、詳しく話をしていただいて、大切さが改めて分かりま 

  した。また、睡眠時間が短いと、アルコールが無くならず、飲酒運転になってしまうという事もとても驚きました。 

 ・話すペースが速くてあんまり内容が入ってこなかった。一人一人に合った睡眠時間があることがわかった。一日だけ多く 

  寝てもいけないと言っていたので規則正しい睡眠をしようと思った。 

 ・睡眠不足自慢をぶった切っていたのがおもしろかった。睡眠以外のはなしもきけてためになった。 

 ・面白い人。授業中寝てしまうことは仕方ない（生理的に）と言ってくれたすばらしい人。 

 ・睡眠は大切で寝たいときに寝たほうが良いと学んだので、これからは好きなときに寝ようと思った。 

 ・寝る事についての講演ということで、ゆったりとしたものかと思っていたら、とても良いペースで話してくれてよかった。ま  

  た、8時間は寝た方が作業や勉強がはかどるという事で、もっと寝たいと感じた。 

 ・話が早くて聞きとりにくかったけれど、とにかく寝ることは大切なのだと改めて分かった。 

 ・寝ないのもダメ！ 借眠もダメ！ 適度な睡眠を取ることが大切だと分かりました。 
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 ・睡眠の大切さも改めて知れた。寝る→食べる→出す の習慣が重要になることも頭に入れておく。 

 ・睡眠の大切さを知ることができた。声が大きくて印象に残った。 

 ・すごく早口でしたが、プロジェクターに映し出されていた参考図などを用いて、分かりやすく解説なさっていて理解しやす 

  かったです。自分は夜更かし癖がついてしまっているので、今日の講演をきっかけに少しずつ生活習慣を変えていきた   

  いと思います。夜更かしをすると、太ることは驚きでした。早寝早起きを心掛けて、少しやせたいと思います。 

 ・すいみんが大切だとわかった。 

 ・最初は、いつもの睡眠のはなしだろうなと思っていたが、話を聞いて、いつものは変わった話が聞けて良かった。自分も 

  自分に適した睡眠時間を確保して、健康を保ちたい。 

 ・部活動などで睡眠不足ぎみになっているので、少しでも早く寝たいです。十数時間寝ていないと飲酒運転で捕まる時 

  と同じほど判断力が下がると思うと、たかが寝不足だと思ってはいけないと思わされました。 

 ・自分は意外といい睡眠をしてた。早口だったから何を言っているか分からない所もあったが、全体的に面白かったで

す。 

 ・ずばずばと、へたなオブラートに包むより、直で言ってくれていてとてもよかったです。また、神山先生の講話は、お世辞 

  抜きで聞きたくなりました。 

 ・寝だめはできない、借眠はよくない、など自分の知らなかったことを聞くことができてよかったです。 

 ・とても早くちで人をひきつけるような講演だった。とても楽しかった！ 

 ・良い話が聞けた。寝ることの大切さがわかりよかった。よくゲームなどで夜ふかしをするので、これからはやめようと思う。 

 ・社会的時差という単語や症状があることを初めて知った。日本人は睡眠不足だとか病気とかを全部薬でどうにかしよう 

  とする悪いくせがあると思う。さらにいうなら、そういう風にしなくていけない雰囲気が社会に充満しすぎている。マスコミは 

  くだらない荒探しなんかせずに今日の講演会でやったようなことを広めるべきだと思う。 

 ・話し方がとても上手だった。スムーズに話を進め、短時間に多くの量の情報を伝えることで、有無を言わさずにそう思わ 

  せる。また、話すスピードが速いことで、友達と話すと話が分からなくなるので話にのめり込む。そして、友達との会話の

時間を与えることである程度の自由を与えられた気になる。本当に伝えたいことは何度も言う。 

 ・すっごい面白かったし、ためになった。自分が今まで考えていたことが違っていたというところもあったので、参考になっ

た。 

 ・寝ることの大切さや睡眠を怠ると大変なことが分かった。 

 ・とても良い話してたし、おもしろかった。これからはがまんせずに授業中も寝ようと思います。 

 ・寝ないと太る。 

 ・今、寝不足で太っているので寝ます。只、どうしても寝られない今のこの世の中や部活はどうしたらよくなっていくのでしょう 

  か。 

 ・睡眠の大事さ。また、睡眠時間等は人それぞれに適切なものがあって、決してネットなどの情報などを鵜呑みにしないよ 

  うにする。しっかり自分で見つけ、また、睡眠状況を改善していきたい。 

 ・眠れば眠るだけ背は伸びると思っていたが、違うことに驚きだった。 

 ・眠りの大切さを考えさせられた。 

 ・とてもしゃべりが早かったが、内容は入ってきた。寝ることをもっと大切に考えようと思った。 

 ・聞いていて興味深い話が多くて驚いた。また、自分にも深く密接に関係することになので興味をもってきくことができた。 

 ・話すスピードが速かったが内容がわかりやすくておもしろかった。 

 ・寝ないと太る。自分に合った睡眠をみつけること、考えることが大事。 

 ・自分い合った睡眠をしようと思った。ネットの情報にまどわされないようにする。 

 ・ねむりはとても大事だと思った。自分は太りたいから眠るのを遅くする。 

 ・寝ないと太るということが驚きました。 

 ・寝ないと太るってのが、すごい印象に残りました。 

 ・睡眠についてよく知ることができてよかったです。これからもたくさん寝るようにしたいです。 
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 ・とても話を聞いていて面白かったです。睡眠について少し興味を持った。話の展開やスピードも良かった。杉高にも神山 

  先生のような先生が来てほしい。 

 ・しっかり眠ることが大事だと思った。食事もしっかりとろうと思った。 

 ・自分自身にあった生活リズムを作ることが大切だと思った。 

 ・睡眠というのはただたくさんねむったり、毎日早寝早起きをすることが大事なのではなく、その人にあった睡眠時間をとる 

  ことが大切なんだということがわかった。来年は受験生なので、寝ないで勉強したりするのではなく、頭を上手く使うため 

  にも適度な睡眠をしたい。 

 ・自分はテスト期間には、いつも夜にやって、昼間にはあまりやってませんでした。しかし、神山先生の講演を聴いて、これ 

  からは昼間にやって、夜は早く寝る、そして早起きをして勉強するという形に変えてみようと思いました。 

 ・眠りの大切さを改めて知った。 

 ・起きたとき気分が悪い…。 

 ・今日から気持ち早めに寝るようにします。 

 ・寝る事は大事だなと思った。最近自分は寝れてないので帰ったら寝たいなと思いました。 

 ・睡眠というものを甘く見ていたが、生活に大きく関わっている事を深く知り、睡眠時間を考える必要があるなと思った。 

  だが、睡眠でも身長が伸びないのは悲しい。どうにか今より何 cmか伸びるように努力したい。 

 ・寝ないと太る。 

 ・声の大きさにおどろいた。かたにはまらない発表だったので楽しく聞くことができた。 

 ・発表の仕方が独特でおもしろかったです。とてもわかりやすい内容で理解しやすかったです。また睡眠についての講演 

  を聞いてみたいです。 

 ・テスト前にこの話を聞きたかった。確かに人は昼行性なので、早く眠ったほうがいいのはもっともだ。初めの方に話してい

た借眠のことだが、いつも休日に目覚めが遅く、その日の睡眠も夜遅くにしてしまうのは間違いだったと知った。印象に残

ったのは、ウサギとカメの話である。今まで努力したものの勝ちかと思っていたが、睡眠も大事というわけなので、よくわか

らなくなった。 

 ・「寝ると太らない」 

 ・睡眠をとることの大切さを知ることが出来ました。自分は夜更かしして勉強をしていたので、これからは睡眠を優先にして

勉強するよう心がけようと思います。 

 ・睡眠をよくしたいと思う。 

 ・面白かった。 

 ・寝ないことでいろいろな悪影響がでたり、寝ることでいいことがあるのは知っていたが、詳しく知れてよかった。 

 ・さいしょは はやくちでなにこのひととおもったけど、いってることはもともで草。 

 ・もっとねたい！！ 

 ・今までの講演で一番面白かった。これからは午前午後の２～４時は絶対にねようと思います。 

 ・寝ないと太るは驚いた。自分に合ういいすいみん時間を探していきたい。 

 ・しっかり寝ることは大切だなと思いました。 

 ・なかなかやるやん。 

 ・人によってもねむるべき時間が違うことを初めて知った。 

 ・「寝ないと太る」ということがすごく驚きでした。今日の講演会を聞いて、寝なくてはだめだということがすごくよく分かりました。

自分自身で、自分にあった睡眠をして、がんばりたいです。 

 ・寝ないと太る 眠いなら寝る 

 ・早口で何言ってるか分からないと思っていましたが、、むしろ集中して聞きことができました。今までの自分の考えでまち

がっていたことがたくさんあったのかもしれない、そう思いました。 

 ・とてもしゃべるのがはやかった。（途中ろれつが回ってなかった）  たべると太る  八時間睡眠が大事 

 ・とてもためになった。これからはちゃんと寝ようと思います。 
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 ・超早口だった。おもしろかった。睡眠は大切だということがわかった。 

 ・すいみんの大切さがよくわかった。前頭前野の働きをつかえるようにすいみん時間をとろうと思った。 

 ・眠るつもりで行ったけど、眠れなかった…すごい 

 ・すいみんの大切さが理解できた。 

 ・勢いを感じられる講演であった。面白かった。 

 ・ねむいことは危険だということがわかった。 

 ・すばらしかった。早口言葉上手そう。 

 ・ねることの大切さがよくわかった。 

 ・午後の授業は寝てもいい。寝る間を惜しむ意味はない。寝ないと太る。しっかり寝る。 

 ・自分に合ったすいみん時間を見つける。 

 ・とても楽しかった。すいみんを大切にしようと思った。 

 ・授業中、眠い時は寝ようと思います。 

 ・日本が不眠国家だということがわかった。日々の自分の睡眠によく向き合っていきたいと思った。 

 ・徹夜をしないように気をつけようと思った。睡眠について理解が深まってよかった。 

 ・睡眠が生活にどのくらい影響を及ぼすのかわかりました。 

 ・情報量が多くて、正直あまり理解できなかった。とりあえず、自分の適正な睡眠時間を知って良く寝るのが大事。 

 ・今までの睡眠の自分の中での概念をくるわされたような気がします。結局全て個人個人に合って生活習慣があるんだと 

  思いました。睡眠の習慣を見直し、学力向上に向かっていきたいです。 

 ・成長ホルモンは背をのばすだけではなく、自分の健康をととのえるものだと初めて知りました。自分はこれから、毎日の体

の健全のために自分の適性な睡眠時間を探し、見つけ、実行したいと思います。 

 ・ねる！ 

 ・早口だと思った。 

 ・はくりょくある講演会で、寝ることが大切だとわかった。 

 ・自分もテスト前は起きられるところまで勉強し、直前は 日光が見えるまでこともあるが、それではやはり効率が悪いとわ

かった。また、メディアが慣例によって睡眠が悪とされている現状はかなり怖さを感じた。さらに、早起きが必ずしも良いと

は限らないという事実には驚かされた。今回で睡眠の意識がかなり変わった。 

 ・睡眠が及ぼす影響の大きさに驚いた。睡眠時間を考えた上での勉強時間の確保が必要だと思った。 

 ・寝ることの大切さが分かった。人それぞれ自分に合った睡眠時間を見つけることが大切だと分かった。寝ることによって

勉強の効率も上がるということなので、しっかり寝たいと思う。 

 ・各個人に合った睡眠時間があってただ寝ろと言っていくる大人より言葉に重みがありました。また、人は物事の良い面だ

けを見るという話の中に、朝型だからといって何でもうまくいっている人もいないし、夜型でも成功している人もいると聞い

て、自分は後者だと思いました。講演ありがとうございました。 

 ・睡眠は大切だと改めて気づかされました。2 時に寝ると朝気持ちよく起きられることがよくあり、おかしいのかなと思ったの

ですが、今日聞いて、もしかしたらそれが自分の生活リズムなのかなと思いました。 

 ・眠りについて本格的な講演会を聞いたのはこれが初めてだったが、とても為になった。これから自分たちが眠りとどう向

き合っていけば良いのか、それぞれで課題が見つかったと思う。 

 ・睡眠という生にかかわるものなので、よかったです。 

 ・すい眠の大切さについて改めて理解することができました。成長ホルモンの出る時間帯は夜だけではなく昼にもでている

ことを初めて知りました。借眠しないようにします。 

 ・結局最終的な結論が「人それぞれだ」という風なのは、少し、気になったが、他の寝溜めはないことや、土日に借金して

いるだけなど、自分の今までの行動を見つめ直すような言動が多く、とてもためになった。 

 ・ねむること大事。 

 ・睡眠不足の人とちゃんと睡眠をとっている人との差がグラフで表されていたので分かりやすかったと同時に、これだけ差
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があるのかと感じビックリした。 

 ・新しい発見や事実があって、とても刺激的な授業でした。自分の睡眠に対する意識が変わりましたし、今の日本が少 

  し間違えてるかがはっきり分かりました。全国の企業経営者にきいてほしいと思いました。 

 ・結果人それぞれということがわかったので、自分に合った睡眠時間を見つけられたらいいなと思った。 

 ・寝ることは大事なのは知っていたが、どうゆうことがあるのかや自分に合った時間を知ることが大事だとわかったので、そ

れを意識していきたいと思った。 

 ・眠りというものは、人間が生きて行動するために、必要不可欠なものだということがよくわかりました。今まで、眠りは少しお

ろそかになっていたところがあり、午前中でも眠くなることがよくありました。このようなことがないように、もっと睡眠時間を考

えたいと思います。 

 ・寝ることの重要さがすごい理解できた。色々な実験データなど、様々な具体例を交えての講演で、とてもユニークだっ

たし面白かった。 

 ・今まで言われてきたことよりも全くちがうことを言っていて、とても興味深かった。 

 ・すいみんをもっと大切にしようと思う。 

 ・早口だった。面白かった。 

 ・早口すぎ、内容も専門的すぎてわからなかった。 

 ・成長ホルモンは寝れば出る。というものではない。 

 ・睡眠時間が絶対たりないので、しっかりとした睡眠をとろうと思う。 

 ・ウサギとカメの話の新しい発見が知れた。しっかりとした生活リズムでもって受験に挑みたい。 

 ・今まで睡眠時間が削られていたのでいい勉強になった。 

 ・寝ることが大事。寝ないと太る。 

 ・早口でよくわからなかった。 

 ・睡眠の大切さについて考えさせられました。寝ないのもダメだけど、寝すぎるのもいけないのだと知りおどろいた。 

 ・睡眠への概念が変わりました。これから自分の睡眠への考えを変えていきたいです。 

 ・仕事をやるため、寝る間をおしんでやると結果は出せず、さらに増やすだけであったり、  時間寝てないと、けっこうよっ

ぱらってるレベルと同じくらいで事故も起こりやすくなるということだったので、こわいなと思った。気をつけて、すいみんをとり

たいと思った。 

 ・とてもおもしろい講演会でした。特にいつ寝ればよいのかではなく、自分の寝る時間を見つける事が大切だという事がわ

かりました。その他、カメとウサギの定義とても気持ちがわかりました。 

 ・寝るのは大切だと思った。 

 ・早口だったから表があって助かった。また来てほしいです。 

 ・寝ても背が伸びないことを初めて知った。寝食を忘れないようにする。 

 ・今まで早寝早起きが良いものと思ってきましたが、そうではなく人によってちょうどいい睡眠時間が違うことが分かりました。

神山先生がすごく早口だったのですが、重要なところをしっかり言っていたので記憶に残りやすかったです。 

 ・無理をしないことは大切だと思った。 

 

 

2年女子 

 ・テンポよくて、話を聞いていても眠くならなかった。健康に「眠り」はとても大事なことだと改めて知り、今日から少しでも早く

睡眠をとれるようにしたい。楽しいお方だった。 

 ・3.5.7.9 時間睡眠であれだけ失敗の数がちがうことに驚いた。自分に合った睡眠を見つけて、勉強や自分がやっている

水泳に生かしたいと思った。 

 ・寝ないと太るのでちゃんと寝ます。午後 2時以降、ねむくなったらねます。おもしろかった。テスト前もオールとかしいない

でちゃんと寝ないといけないなーと学習しました。とりあえずねます。睡眠大事。 
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 ・とても自分の為になる話でした。自分の生活をふり返ってみても、おそくまで起きていることがとても多く、あきらかに睡眠

不足になっていると思った。 

 ・母によく早く寝ないと背が伸びないと怒られることがあったので、今度言われたら言い返そうと思います。でも太るのは嫌

なので、早く寝るのを心かげようと思います。 

 ・寝ないことを自慢すして話す人がいるけれど、寝ないことは体に悪いことのなので自慢できることではないと改めて思っ

た。午後眠くなってしまうことも睡眠不足だと思っていたけれど、午後眠くなることはあたりまえだと知った。自分にあった睡

眠時間で寝ることが大切だと分かった。 

 ・よくスマホをしていて夜更かししてしまうことが多いので、夜更かしはやめようと思います。睡眠は人間にとってどれだけ大

切かわかりました。よく考えると寝るってとても不思議だなと思います。 

 ・何をするにしても、まず大事なのは十分な睡眠をとることだということが分かった。 

 ・睡眠不足はたまるととり戻せないことがよくわかった。必要なときに必要な時間ねられるようにしたい。 

 ・寝ることは大切だと思った。帰ったらはやく寝ます。 

 ・寝ることは大切だと分かりました。遅寝遅起きではなく、早寝早起きを心がけようと思いました。 

 ・すいみんは大事なのだと改めて実感した。たくさん寝て、大きくなりたい。 

 ・寝ることは大切なことだと改めて思った。自分はテスト前になると寝る時間を削るけど、これからは削らないでもいいように

前から勉強しようと思った。日本人が一番夜おそくまで起きているときいて、びっくりした。はやく自分にあった就寝時刻と

起床時刻をみつけたい。 

 ・10～2 時にねなくても成長ホルモンは必ずでていることが分かった。とてもはやくちでめっちゃおもしろかった。日本の企業

のこうこうはまちがっているのが多いと分かった。これからはたくさんねようと思った。5..6時間目寝ていいことが分かった!!!!! 

 ・おもしろかった。２～４時の間は眠くなってもおかしくないっていうことが分かって心強かったです。朝早く起きたいので、夜

は早く寝ます。 

 ・すごく早口でおもしろかったです。特に、寝れば太らないのとこと、眠々だはのところがものすごくものすごくおもしろくて真

剣に聞こうと思いました。私は普段めちゃくちゃ寝る人なんですが、どうしようもできないから仕方ないと思っていました。で

すが、神山さんの話を聞いて今までの自分に信をもつことができました。 

 ・寝ないと太る！  るなら寝ろ！  睡眠不足は立派な病気   自分には自分の適切な睡眠時間がある  ウサギと

カメ→情報収集による勝利  早寝早起きが大事！ 

 ・眠りは本当に大切なんだと思った！先生の話がはやすぎておもしろかった(笑) これから土日でも夜更かししないようにし

ます！ 

 ・成長ホルモンが昼間でもでることが驚いた。あまりにも熱心に話してたから思わず聞き入った！ 

 ・睡眠の大切さを理解しました。一人一人、朝型や夜型など、合ったものがあることを知り、自分には何が合っているかな

どを考えさせられました。ありがとうございました。 

 ・睡眠の時間は自分がしっかり知っておくべき事だと学んだ。 

 ・睡眠は大切だと思った。テストの時など無理して起きていたりするので、いつも通りに寝て早くおきようと思った。私は朝型

だと思うので。成長ホルモン＝睡眠だと思っていたので、驚いた。とにかく１回の眠りで深くまで寝られた方が良いのだと

知った。 

 ・睡眠の大切さを改めて知りました。 

 ・マシュマロテストが印象的でした。私が小さいときだったら我慢できていた方なのか…はわからないですけれど、とてもお

もしろい実験だなと思いました。私は元々毎日たくさんねているので、これからもペースを崩さないようにしたいです。 

 ・テスト週間はあまり寝ていなかったのですが、今回のお話を聞いて、しっかり寝て勉強しようと思いました。きそく正しい生

活をしたいです。 

 ・平日は早く寝ることが多いですが、土日は遅く寝ることが多いので生活リズムが崩れないようにすることが大切だと改め

て認識できた。 

 ・今まで、平日寝ていない分を休日ゆっくり寝れば良いと思っていたけれど、それは意味がなくて寝ないことで色々なデメ
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リットがあることが分かりました。 

 ・「受験生は寝てはいけない」という言葉の真逆を今日言われて、混乱しました。たしかに、７時間寝ることはとても大事だ

と言われその影響で質のいい行動ができるともわかりました。そして、睡眠はすごく大事だということも改めて思うことができ

ました。私が受験生になったら、この睡眠の大切さを忘れないようにしたいです。 

 ・興味深かった！ 寝ます。 学校の始業時間遅くなれ！ 

 ・ゲームとか本を読んだりしていつも寝るのはおそいので、今日は早く寝ようと思います。授業中にすいみん時間をとって

いるのですが、そうならないよう気をつけたいと思いました。まあ、でも、ねむくなったら抗わずにねることも大切なのかなっ

て感じです。 

 ・改めて、寝ることって大切だな～と思った。日本は働きすぎ、だめよ。学校にお昼寝制度導入するべきだと思った。 

 ・とにかく睡眠が大事だってことが分かりましたん。退屈させない話し方をされていて、面白かったです。 

 ・眠ることはとても人間にとって必要不可欠なことだと分かった。寝ることで集中やテストの結果、また体の調子にも影響し

ていることには驚いた。寝ないと太ってしまうので、たくさん寝ようと思った。 

 ・７～８時間睡眠をとればいいという話だと思っていたら、全くそうではなくて、人それぞれに合った睡眠時間があるというこ

とに驚きでした。たぶん私は 7時間は寝ないとだめです。テスト期間の睡眠についてはしっかり寝た方が集中できるという

のは実感していたので、これからもそうしようと思います。ありがとうございました。 

 ・寝てやせたい。 

 ・やっぱり睡眠って大事なんだなと思いました。眠くなったらちゃんと寝ようと思いました。 

 ・睡眠の大切さが改めて分かった。人によって眠れば眠るだけ良いというわけではないということが分かった。 

 ・ネットでみる平均したグラフや表などが全て正しいと思っていて、今日の話でそれが自分にあてはまるかどうかなんて書

いてないじゃんといわれ、はっとさせられました。また私は、午前中ねむくなってしまうので、睡眠時間を見直そうと思いまし

た。学校の先生や社会に出て会社の上司などみんなが神山先生のような考えになってくれたらもっといい日本になるの

意と思いました。 

 ・とても面白く聞けました。もっと寝ます。事前のアンケートの質問返しのような時間があれば嬉しかったです。 

 ・テスト前は寝ずに勉強したりしてたし、寝てばっかりいたら太ると思ってたのに、寝ないと太るなんておどろきだった。今まで

確かに寝ずにがんばることがえらいという意識がずっとすりこまれていたから、なんとなくうれしかった。これからは寝たい

時には寝ようと思いました。 

 ・寝不足だとお酒を飲んでいなくても血中のアルコール濃度が上がると聞いて非常に驚きました。自分がどの程度の睡

眠を必要としているのか知ろうと思いました。 

 ・睡眠を取ることが何より大切だということ。 

 ・神山先生だと思っていたのに神山
こ うやま

先生で悲しいです。とても圧力がすごかった！！早い！！全然眠くならなかった！ 

 ・私が一番驚いたのは、「寝ないと太る」ということです。私は太っているので、たくさん寝ようと思いました。今日知れたこと

以外にも睡眠について知りたいので、調べようと思うようになりました。 

 ・寝ないと太ることは知っていたけど、たくさん寝てもやせるわけじゃないことを今日初めて知った。私は１時から 6時の5時

間すいみんが自分の中ではいいと思っています。 

 ・眠い時は寝ればいい！！ふとんに入ってすぐに寝れることは睡眠不足なんだということがわかった。 

 ・聞いていてすっごく楽しかったです。眠りは人間の生活でとても重要なんだということが理解できました。かめとうさぎの話

も納得できたし、眠らないと太るということも印象に残りました！ 

 ・私は睡眠時間が短いと授業に集中できないことが多いので、今回の講演は納得できることが多かったです。睡眠時

間を削ってまで仕事をするということが日本人は普通になっているので、その考えを徐々に変えることができればいいと思

いました。また、自分は何時に寝て起きるのが一番良いのかということを見つけたいです。 

 ・睡眠の大切さについてよくわかった。自分に一番あっている睡眠の質と量を見つけて規則正しい生活を送りたいと思っ

た。 
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 ・寝ないと太るということ！！  うさぎとカメの新しい解釈も面白かった！色んな図のデータやマシュマロテストの話も分

かりやすくてためになった。 

 ・神山先生がゴリ押ししていた「寝ないと太る」ってことと、自分にとって適切な睡眠時間を知ることが大切だと思いました。

グラフとかの統計だけが真実じゃないし、自分のペースを考えて、生活していこうと思います。 

 ・寝ないと太るのを学んだ。 

 ・早くて聞き取れなかった。でもためにはなった。 

 ・睡眠がどれだけ大切かを知れて良い機会になった。これから、頑張らなくてはいけないときに必ず 7 時間くらい睡眠時

間を確保しようと思う。 

 ・早口だった。ねることの大切さがよくわかりました。自分に合った睡眠時間を見つけたいと思いました。 

 ・私はいつもねむいです。5 時半起きだから、なるべく早くねるようにしてます。でも、布団に入るとすぐねてしまいます。もっ

ともっと寝る時間を早めた方がいいだなと思いました。 

 ・寝ていないことによって酔っている時と同じくらいの思考力になるということを聞いてとても驚いた。また、人それぞれ良い

寝る時間は違うということで、私は普段寝不足を感じているので、今日はいつもより早い時間に寝て、自分のベストの睡

眠時間を理解していかなければならないと感じた。 

 ・“寝ないと太る”がとても印象に残りました。人間は自然にさからえないびで、眠くなったら無理せず寝ようと思います。そ

して、自分の眠りをふり返ることも大切だと分かったので、これからはふり返りたいです。面白い眠りの講演をしていただき、

ありがとうございました。 

 ・寝ないと太るらしいので寝ます。 

 ・寝たい時に寝る、や寝なければ太る。けいたいをあまりいじると睡眠のさまたげになることなど、たくさんのことを知れたし、

早口でおもしろかった。 

 ・世界の睡眠について調べている人がだした結果やグラフなどは、調べた人の中の平均であって、大切なのは一人一

人自分にあった睡眠時間や生活リズムにそって生活することがとてもよくわかりました。でも、現代の人は寝る時間がない

ほど忙しいので寝る時間が少ないのはしょうがないと思います。 

 ・寝ないと物事がうまくできないことがわかった。杉高も昼寝導入すればいいと思う。 

 ・テスト前でも無理せず、眠くなったら寝ようと思いました。 

 ・いつも母が「夜明かりを消して寝て、朝カーテンを開けなさい。」と言っていて、その意味が今日すんなりと理解できました。

寝る直前にスマホをいじってしまうので、あまり触れないように意識しながら、また明日は何時に起きると意識して寝ようと

思います!!!！やっぱりテストの前日は寝るべき！！ 

 ・睡眠不足は、ただたくさん眠るだけでは解消しないということが分かりました。やみくもに寝るのではなく、自分にどれだけ

の睡眠が必要かを知ることが大事なのだと思いました。私は普段から睡眠が足りていなくて集中力が切れやすかったり、

ストレスでイライラしやすかったりするので、今日の話をきいて、これから、自分の生活リズムを整えて健康的に過ごしていき

たいと思いました。 

・今まで、高校生なら６～７時間寝るのが一番ベストなんだろうとずっと思っていたのですが、今回の講演で個人でベスト

な睡眠時間が違うんだというのに驚きました。 

 ・寝ることはとても大切だと思いました。自分のすいみんじかんを見つけたいです。 

 ・自分の睡眠時間は短くも長くもないと思っていたが、過去のデータと比べると寝る時間は非常に遅く、睡眠時間が短か

ったのでおどろいた。 

 ・人それぞれに合った睡眠時間があることを知りませでした。自分に合った睡眠時間を見つけたいです。寝不足になりが

ちなのでしっかりと睡眠を取ろうと思います。 

 ・睡眠時間はひとによって違うので、論文の意見をうのみにしてはいけないと思った。自分に合った睡眠時間を見つけるこ

とが大切だと思った。 

 ・眠ることは大切なんだと分かった。徹夜しないで寝ようと思った。 

 ・良く寝ることが大事だとわかりました。 
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 ・睡眠不足は悪いことだらけということが分かりました。太ること、学力低下など、自分に起こってほしくないことだらけで、

今までの自分の生活を改めようと思いました。毎日たっぷり睡眠をとって、健康な身体を維持していきたいです。とても為

になるお話が聞けて良かったです。 

 ・土日にたくさん寝れば、平日に寝なくても、なんとかなると思っていたけれど、それはいけない(体に悪い)ということを知れ

て良かったです。また、自分はどうかは分からないけど、平均的にはたくさん寝たり、夜より朝のほうが成績が良くなったり、

太らなかったりするのだと知れて良かったです。どのくらいが自分に合った睡眠か考えようと思います。 

 ・眠りは人間にとってとても大切なものであり、その時間や質などには個人差があるため平均のデータに惑わされず、自

分の睡眠を知ることが必要だと分かりました。なるべく、しっかりと眠ることができるように気をつけたいです。 

 ・私自身テスト前ややらないといけないことがあると睡眠時間をけずってまで作業をして、良いと思っていた。その場では

やることが終わり、達成感のようなものがあったが、本当は身体に悪影響なものだとしっかり理解した。しっかりと睡眠時

間を確保して時間の使い方を見直したい。ありがとうございました。 

 ・ねむらないと太ることを知り驚いた。テスト明けなど、夜21時~次の日の夕方18時まで寝てしまうことがあるので、これか

らは早寝早起きを心がけたいと思う。 

 ・昼寝ではほとんどねむりにつけないから、夜しっかりと眠ることが大切というのが印象的だった。日本人の睡眠時間は成

果でも下の方というのも驚いた。 

 ・お昼を食べた後の 5.6 時間目はどうしても眠くなってしまうなと思っていたのが自然なことだったのがおどろいた。ベッドに

入ってから一瞬で寝てしまうので、これから睡眠を見直していこうと思った。テスト前の徹夜ももうやめる。 

 ・すいみんは本当に大切なんだなと思いました。でも、ねる時間を少なくしてしまうくらいの宿題や仕事を出してしまう社会に

問題があるのでそこを改善してほしいです。すごく楽しいお話でした。 

 ・今までちゃんとねているつもりだったけど、午前中の授業ねむくてねちゃうことがよくあったから、睡眠がまだ足りていない

んだなと思った。自分に合った睡眠時間を見つけたい。 

 ・グラフや図を多くもちいてくれたのでとても分かりやすく楽しく聞くことができた。夜にちゃんと寝ることが大事。寝るぞー!! 

  学力UP、体重DOWN目指す 

 ・眠りは本当に大切だと思いました。私は普段寝不足なので、これからは積極的に睡眠時間を確保しようと思います。

（今は布団に入ると秒で寝られます。） 

 ・「睡眠が大切」ということは頭にあったけど、こんなにもたくさんの研究結果が出ていて色々な面で身体にも心にも良い、

ということを知って、もっと寝たいと思った。 

 ・一人一人に合ったすいみん時間があり、8時間寝ればいいというものではないのはおどろいた。 

 ・「寝ないと太る」こと。「睡眠時間は貯金できない」こと。平日と休日の起きる時間と寝る時間の社会的時差が起こらな

いように、規則正しい生活を心がけたい。 

 ・寝ることがどれくらい大切かということが分かりました。これからは自分に合った睡眠時間を見つけて、質の良い睡眠をし、

健康に気を付けていきたいと思いました。 

 ・寝ることは大事だと思いました。 

 ・寝ないと太ること 

 ・毎日４～５時間しか寝てないからもっと寝ようと思った。ずっと脳の働きが低下している感じがしていた。眠気を覚ますじょ

うざいやドリンクの広告にはいつもひどいなーと思っていたので、今日それがまちがっていないと分かり安心した。 

 ・寝ることは大切だということが改めてわかりました。テスト前など、寝ないより寝た方がいいということはよくききますが、私は

けっこう徹夜してしまったりしているので、これから気をつけたいと思いました。 

 ・今まで知らなかった眠りについて色々知れてとてもタメになりました。これまでの眠りの概念を覆す内容ばかりですごく驚

き、もっとたくさんの事を知りたくなりました。 

 ・最近あんまねれない（ケータイいじってるから）けど、夜はちゃんとケータイやめて寝よう!！と思った。 

 ・眠かった。 

 ・よかった。  
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・テンポよくて、話を聞いていても眠くならなかった。健康に「眠り」はとても大事なことだと改めて知り、今日から少しでも早く睡

眠をとれるようにしたい。楽しいお方だった。 

 ・テスト前とか結構夜ふかしして勉強する人が多くて、私は遅くても 2 時前には寝てしまうので、私も遅くまで勉強した方が

良いのかなと思っていましたが、今日の講演を聴いて、夜ふかしはやめようと思いました。 

 ・話に句点をつけてほしかったです。内容はわかりやすくてよかったです。ただ私には実行できないと感じました。 

 ・広告を見て「日本人ってこういうとこ良くないよなぁ」と思っていたので、ズバッと「馬鹿です」とおっしゃっているのを聞いて

すっきりしました。お話の内容がとても興味深く、面白かったです。とりあえず夜ふかしをやめようと思いました。ありがとうご

ざいました。 

 ・睡眠についてとても詳しく知る事ができました。うさぎとかめの話はとても面白く、先生の様な考えを１回もしたことがなかた

ので、すごい印象に残りました。 

 ・ねむい、ねたい。 

 ・すごくためになりました！ 寝ようと思えました！ 普段あまり意識していなくても、睡眠って実はすごく重要なものなんだ…

と知ることができました。よくねようと思った。 

 ・聞いていて睡眠がとても大切なんだってことが分かった。私は、テスト期間中、いつも寝不足で勉強していたので、それ

は良くないんだってことが大いに分かった。これからは早寝早起きを心がけようと思った。 

 ・「寝だめはきかない」というのはとても驚いた。睡眠というものが思っていた以上に重要だということを知れてよかった。 

 ・5-6時間目の時間帯は必ずねむくなることや寝なければ太ったり、学力低下するなど、たくさんのことを教えてもらいました。

自分に合った睡眠時間を見つけてしっかり寝たいと思います。 

 ・寝ることは大切だと思った。 

 ・とにかく寝ることが大切だとわかりました。やせるために沢山ねます。 

 ・夜にお酒１杯分のアルコール量と聞いて、どうりで夜テンション高いなあと思った。北島こうすけより楽しかった。 

 ・自分に合った睡眠時間を見つけたいです。普段の生活をより良くしていきたいです。 

 ・睡眠の重要性が分かった。よくねて、よく食べて、よくねます。 

 ・自分自身寝不足だなと感じるので、自分に合った睡眠時間を見付けていきたいと思った。 

 ・ちゃんと夜寝て、ちゃんと昼は勉強しようと思った。自分に合った睡眠をとりたい。 

 ・ああやってくだけた感じで話した方がわかりやすかった。統計だけにだまされちゃいけないなと思いました。自分のベスト

な睡眠時間を知ろうと思いました。 

 ・睡眠の大切さを改めて実感しました。もっとちゃんと寝ます。 

 ・寝ないと太ることは知らなかった。これからちゃんと睡眠とる！！Zzzzz 

 ・私は睡眠が良いことだとは知っていましたが、自分にあった睡眠時間があることは知りませんでした。他にも睡眠に関す

る興味深い話をたくさん聞くことができてとてもおもしろかったです。 

 ・メディアでだまされていたことが多々わかってもっと慎重に知ろうと思いました。“寝ないと太る！！” 

 ・毎日しっかりお同じ時間寝ることが大事。寝だめはしません！！ 

 ・話すスピードが早くて、時々なに言ってるかわからなかったです。でも、すいみんについての考え方とかとらえ方が変わり

ました。自分にぴったりのすいみん時間みつけたかです。 

 ・統計の結果等も説明にあって、とてもわかりやすかったです。 

 ・ちゃんと寝ようと思った。 

 ・テスト期間とかに、すごくねむくても寝ないで起きて勉強してる事が多いから、これからはねむくなったらねて、しっかりと睡

眠をとりたいと思いました。 

 ・今日から夜ふかしをしないようにと思った。最近土日が昼までねていることが多いから、なおしたい。 

 ・とりあえず寝ることが大切！！！寝れば上手くいく！！らしいのでたーーっくさん寝ようと思いました。 

 ・「寝ないと太る」という言葉がとても印象に残りました。これからは 12時前には寝ることが出来るといいなと思いました。デ

ータなどが見やすかったです。 
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 ・すごくおもしろかったです！私も「「風邪でも絶対に休めないあなたへ」の広告は絶対おかしいと思ってたので、神山先

生が言った時すごく共感しました。うさぎとかめの話の解釈がななめ上をいっていて私も広めていきたいと思いました。今

日学んだ午前中に眠くなるので自分の睡眠をみなおしたいと思いました。 

 ・睡眠はこの世で 1 番大切だと思いました。訳のわからない情報に惑わされず、しっかりねていきたいです。とってもおもし

ろい話でした。 

 ・休日におそくおきたり、布団に入ってすぐ寝れることは睡眠不足だと知ってびっくりした。睡眠不足でマイナスになることはた

くさんあるらしいので、しっかり寝ようと思った。 

 ・めっちゃ濃かった。我慢せずに寝ようと思った。 

 ・寝ないと太るんだなって思いました。質問できなかったけど、自分にあった睡眠時間の発見方法と借眠の処理方法に

ついて、もっとよく知りたかった。 

 ・凄く早口で面白かったです。適切な睡眠時間には個人差があることを知りました。しっかり寝て、太らないようにしたいで

す！ 

 ・睡眠を取らないことが、いかにもったいないことかわかった。私はテスト前にかなり睡眠を取っていないので、生活スタイ

ルをあらためていく必要があると思った。 

 ・勢いがすごかった。初めて知る事が多かった。 

 ・今まで睡眠について、あんまり深く考えてこなかったけど、今日あらためて睡眠の大切さに気づいた。部活とかで忙しい

けど、睡眠をしっかり確保して、生活リズムをととのえたい。 

 ・睡眠時間は何時間とるといいとよくきくけれど、よく考えたらみんな同じということはないんだなと思った。 

 ・すごく早口で印象に残りました。寝たい時に寝ることが、大切なんだなと思いました。毎日の睡眠時間を見直して、自分

に適した睡眠時間をとれるようにしていきたいと思います。 

 ・今日きくこと全部が初めてのことばばっかりだった。カメとウサギのかいしゃくについて色んなかん点から見れる、色んな

考え方は、そうという面からも、すごくおもしろかった。ありふれた情報をうのみにすることは良くないとわかった。おもしろかっ

た！ ねる間をおしんでも仕事しなきゃいけない環境を作り上げ、日本人は生きるために働いてる？ 働くために生きて

る？ 

 ・一番良い睡眠時間は人それぞれ違うということが分かって驚きました。テスト期間になると睡眠をけずってしまい結局翌

日の授業に集中できていないのに気がついたので、毎日規則正しい生活し、心身共にリズムを整えていこうと思いまし

た。 

 ・睡眠の重要さが分かりました。  

 ・情報にまどわされずに、自分に合った生活リズムをつくりたい。質のいい睡眠をとりたい。 

 ・日本が睡眠時間が短い国だということに驚いた。私は常に睡眠不足だと感じるので満足した睡眠ができるように心がけ

ます。 

 ・私は食べた後横になる事が多いし、祝日なんて 11時くらいに起きていたから、最悪な習慣ができていたなーと思いまし

た。 

 ・寝ることで背が伸びないのはショックだった。自分は伸びると信じていたので残念です。また、すいみんにも時差がある

のを初めて知った。でも、休日もわりと早く起きているので、今のところ自分は大丈夫だと思う。 

 ・我慢することが大事だということが分かりました。 

 ・すいみんについてとて興味を持つことができました。話すのがとても早くて、聞くのが楽しかったです。私は太っているの

で、これからもっと体重が増加しないためにもしっかりすいみん時間をとろうと思いました。 

 ・早口で声がでかくて驚きました！しゃべり方がとても印象的です！私も早くねることを意識して過ごしていきたいです。 

 ・早口で逆に集中して聞けた。寝だめは効果がないと知り、残念でした。 

 ・睡眠のことを軽く考えていたけど、車の事故率がアルコールを飲んだ人と同じくらいという話をきいて凄くビックリしたし、眠

ることってそれだけ大事なことなんだな、と改めて思いました！昨日は 9:30 に寝て、朝は自然と５時に起きました！でも３

時間目に眠くなりました…自分のことをもっと知って良い睡眠時間を知りたいと思います！ 
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 ・すごい早口だったけど、内容はわりとおもしろくて興味深いことばっかだった。寝だめができないのは初めて聞いたので，

かなりショック。借眠がたまりまくってるので、日頃の睡眠時間を改めようと思う。社会生活での時差(?)の話が特におもし

ろかった。 

 ・ 

 

 

１年男子 

 ・データをもとに話していて、よかった。早く話しているように思えたが、割と聞きとりやすかった。 

 ・眠りに優先度を上げて、心も体も健康になりたい。 

 ・睡眠はとても大切なものだと改めてわかりました。寝る間を惜しんで、やるべきことやるとこうりつがわるいとわかりました。 

 ・テストの日にてつやでやってきたと言う人がえらくないのだと知り、おどろきでした。寝たいときは寝ると言っていたが、

日々の生活で眠くならないようにすいみんじかんを増やしたい。 

 ・今回の講演会で改めて睡眠の大切さを学べたと共に、睡眠に関する新たな情報も知る事ができて、とても興味深いも

のであったと感じました。さまざまなグラフや表を使い、わかりやすく、おもしろくやっているのを見て、自分に役立てていこう

と強く感じました。 

 ・自分に合った睡眠時間寝るのが大切だと分かった。寝ることが大事。 

 ・駅などのかんばんやネットに書いてあることに対して批判的な考えを持つことが大事だと思った。 

 ・睡眠の大切さがわかった。神山先生のお話は聞いていて楽しかった。 

 ・眠ることは大切だとわかった。ねないのもねすぎるのもよくないとわかった。 

 ・睡眠の大切さについて深く理解することができた。これからはもっと良い睡眠をとっていきたい。 

 ・先生の話を聞いて、寝ることの大切さを改め感じることができました。最近、自分が寝る時間が遅くなってきているので改

善をしていこうと思いました。 

 ・たくさん寝ようと思った。 

 ・成長ホルモンの分泌と睡眠があまりかかわっていないことに驚きました。 

 ・今まであまり自分の身体に気を使っていなかったので、この講演会を通して改めて自分の生活を見直す必要がある事

に気付かされました。 

 ・しゃべりがとてもはやく、アナウンサーみたいに滑舌が良くて驚きました。眠りひとつでもいろいろな事が絡んでいるんだと

学ぶことができました。 

 ・ねることは大切だと思った。 

 ・すいみんが全て！       ・睡眠が重要だとおもった。もっと大事にしていきたい。 

 ・睡眠について理解できた。 

 ・睡眠が人間にとってとても重要なことでたくさんの影響をあたえていることがわかった。先生がおっしゃっていたように普段

から２０分～３０分はやく寝ようと思った。 

 ・とてもためになるお話でよく寝ようと思った。   ・とても興味深い話でした。    ・寝ます。 

 ・早口だったが、面白い話が沢山あって、有意義なものとなった。 

 ・すごく話すのが早いと思った。 

 ・早口すぎてほとんど聞きとれなかったけど、とりあえず、寝ないと太るということは分かった。他にも色々と身体に悪いこと

があるので早寝早起きを心がけたい。 

 ・たくさん寝すぎても身長は伸びないということを知ってすごく驚いた。正直なところ早口でかつぜつが悪くて聞こえづらかっ

た。 

 ・睡眠について自分の知識が少なかったことがわかった。     ・たくさん寝ようと思った。 

 ・今まで睡眠時間の長さが寝る時間を気にしたことがなかったけど、講演を聞いて考えが変わった。１０時から寝て８時間

くらい寝ようと思う。 
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 ・神山先生の話を聞き、睡眠は勉強だけでなく生活全体に関わることだと学ぶことができた。  

 ・睡眠不足はただ日中ねむくなるだけではなく、学力や肥満、病気などにも大きく関わる事を学び、睡眠の大切さを改めて

感じました。効率の良い生き方をするために、これから睡眠を大切にしていきたいです。 

 ・寝ることの重要さは今までも知っていたつもりでしたが、今回の講演会でよりその理解を深められたと感じました。また、成

長ホルモンは成長期の子供だけではなく、大人にも必要なホルモンだということを知り、驚きました。 

 ・とても早口でしたが、笑ってしまうような所があり、たのしく聞いた。 

 ・２～４時は眠くなるということを聞いて安心した。どっかの高校では１５分睡眠すると聞いたので、ぜひ杉高でもやってほし

いです。 

 ・寝不足だとふとる。成長ホルモンは昼間にも出ている。 

 ・寝ることが大切なのがよくわかった。しっかり寝ようと思った。 

 ・睡眠の大切さは、中学以前から保健の授業で習ってきたけれど、「快眠への６原則」や「ヒトは寝て食べて出して活動

する」から改めて自分の睡眠時間も見直したいです。 

 ・今まで聞いてきたプレゼンテーションとは全くもってちがい、今回のプレゼンテーションは何か引きつけられるものがあり、

思わず聞き入ってしまいました。睡眠の大切さについて改めて深く考えさせられ、とても面白いと思いました。 

 ・おもしろかったです。 

 ・ねむくなったらねよう！すばらしいですね Dr神山 

 ・すいみんについてよくしることができた。けっこうはやくちだった。ためになった。おもしろかった。 

 ・夜の睡眠＝成長ホルモンの分泌だと思っていたが、昼間でも分泌されることが分かった。規則正しい生活をしたいとは

思っていたので、今回の講演を聞いて実践しようと思った。 

 ・眠る事の大切さと学力や成長と睡眠の関係を知ることができました。 

 ・自分は７時間から６時間ねていますがまだ足りないのではないかと思いました。とても聞きやすく、ねてもよいと言われた

ので後半ねてました。 

 ・早口で少し聞きとりにくかったけど、ためになった。一つきになったのは、早起きをすると死亡確率が上がるという話をきい

たことがあるので、どっちが正しいのか知りたいと思った。 

 ・質問に対してみんなで答える時間があって良かった。これからの睡眠タイムに対しての考えを改められた。 

 ・すいみんの大切さがとてもよくわかった。 

 ・よく眠れた。 

 ・自分が知っていた睡眠の知識に多く誤りがあったことがわかった。睡眠をすることの大切さを改めて知ったので、早く寝る

ようにしたいと思いました。 

 ・睡眠不足が勉強ができないことに繋がっているとは思わなかった。これからはしっかりと睡眠を取りたいと思う。 

 ・最近テストなどもあって睡眠不足だったが、今回の講演会で寝不足がどれだけ体に悪いことかが改めて分かったので、

これからは睡眠時間を大切にするようにしたいです。 

 ・午後２時～５字の間に寝るとよい！！ 

 ・神山先生の講演には賛同する事が多くなります。でも仕事を好きでやってる人はどちらかといえば少ないのではとも思い

ました。 

 ・ねる事が身長のことに連結しないことを聞いて悲しい気持ちになりました。でもねないよりはねた方が良い事がたくさんあ

るようなので、これからは適度にねようと思いました。最近すっきりと起きられていないので、すっきり起きられるように頑張り

たいと思います。 

 ・今日の講演中にあった「みんな仕事が好き」というセリフではうちの親は毎日働きたくないと言いながら会社に行ってるし

管理職だから残業代ももらえないし時間の制限もない。帰ってくるのは早くても最近は１１時以降だし本能に従えというの

は社会人からしたらふざけるなということだと思います。それを社会人の前で堂々と言えるのかというのが正直な感想で

す。そういうのが無理なのが現在の日本であり、彼の理想論を私に押しつけるのは良くないと思いました。 

 ・自分と向き合って睡眠のことを考え実行していくことが大切だなと思った。 
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 ・眠りの大切さがわかった。眠ると身長がのびるわけじゃないということが知れてよかった。 

 ・ねることは大切だと思った。今後もう少し自分の睡眠について見直したいと思った。 

 ・やはり寝ることは大事だとわかった。睡眠は勉強にも大きく関わるとわかった。 

 ・今まで知らなかったことを知ることができてよかった。 

 ・自分と向き合って睡眠のことを考え実行していくことが大切だなと思った。 

 ・睡眠は大事      ・寝ることは大事だと改めて思った。  ・すいみんについてよく知れました。 

 ・睡眠の大切さがものすごく伝わってきました。これからはよくねようと思います。 

 ・今までより睡眠により興味がもててこれからの生活に活かそうと思った。 

 ・眠ることは自分の身体の健康を守ることに大切なことだとわかりました。 

 ・眠りについて深く考えさせられる講演で、早寝をしようという気になれた。 

 ・寝ることは良い事だと思った。無理はよくない。  ・もっとたくさん寝ようと思った。  ・寝ることはいいことだと再確認した。 

 ・すごくためになる話でした。睡眠があまりとれていないので、自分の睡眠時間を見つけて寝ていきたいと思います。 

 ・おもしろかった。   ・積極的にねるようにする。   ・話をするはやさがとてもはやかった。 

 ・話し方が特徴的で聞きやすかった。適切な睡眠時間は人それぞれあるということがわかった。 

 ・身のまわりであたりまえだと思われていることを批判していておもしろかった。また、早くねることが正しいわけではないとい

うことをきいておどろいた。 

 ・かつぜつがわるくて聞こえなかったし、くそつまらなかった。   ・すいみん大切 

 ・いっつもおもしろかった。    ・早口すぎてちょっと何を言っているのか分からなかった。 

 ・睡眠によってもたらされることがたくさんあることを知って驚いた。睡眠時間が少ないと勉強に影響することを裏づけるデ

ータが出てきたりさらには、それが人によって違うということを知った。 

 ・睡眠の重要さがとても伝わり改めてわかりました。最近、寝る時間が長くなったので、確かに生活の効率が上がった気

がします。今日教わったことを大切にし、生活していきたいです。 

 ・誰もが早起きすれば良いという訳では無く、ひとりひとりに適した勉強時間や起床時間が有り、自分も調べてみたくなりま

した。興味深い御話をありがとうございました！ 

 ・とても面白かったです。   ・楽しかった。 

 ・すいみんについて詳しく知れて良かった。部活をやっているので、体力の回復ができるすいみんは生活においてかなり

重要であることがわかった。 

 ・居眠りを我慢しなくていいんだ。俺は寝るぞーっ！！ 

 ・話すのが早すぎて何をいっているかわからない時間があったが、すいみんについて考えさせられる素晴らしい講演だっ

た。 

 ・テスト前などに、寝る時間をけずって勉強していたが、それは悪影響だということを知りました。なのでこれからは、寝る時

間を十分にとれるように努力します。 

 ・すいみんてすごい！   ・寝ることの大切さを知れました。 

 ・寝ないとふとるので、ねようと思う。 

 ・ねたい     ・寝ると太らない事を知った。少し早口でとてもよかった。   ・もっと寝るべきだと思った。 

 ・眠ることの大切さを実感しました。 早寝早起きを心がけたいです。 

 ・寝ないと太る。一人一人適する睡眠時間があること。眠い時には寝ることが大切。などのことが分かった。 

 ・寝てもいいということが強く心にひびいた。 

 ・とても印象付けるように話して下さった。とても覚えやすく面白かったです。 

 ・自分が平均睡眠時間に全然達していなかったから、規則だたしい生活をしたいと思った。 

 ・睡眠について知らないことが多かった。     ・ずっとこうやま先生だと思ってました。 

 ・興味深い話だった。しっかり寝ます。   ・睡眠しようと思いました。  とても良くすごかった。 

 ・何言ってんのかわからない。 
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 ・日本は一番睡眠時間が短いということに驚いた。 

 ・神山先生の授業があったらうけてみたいと思った。学校の先生があんな先生だったらいいなと思った。早口だけど、分 

かりやすく、無駄な所をはぶいて生徒をあきさせなかったと思う。本当にこういう先生の授業を受けてみたいと思う。 

 ・この講演を聞くまでは人は７～８時間寝ればいいと思っていたが、自分自身のあった寝る時間があることを知って驚い 

た。これからはもう少し自分の生活を見直して、寝ることの大切さを重要視したい。 

 ・今回の講演で睡眠について深く知ることができた。話し方がとてもうまく速くおもしろかった。今回、睡眠について学んだこ 

とを実践していこうと思う。 

 ・話し方がとても印象的で、それだけ伝わり方も人とちがった。たまに話についていけないこともあったけど、流れよく話してく

れたので、よかった。自分もそこそこねてると思ってたが、まだ甘かった。もっとこだわって寝ないとだめなんだなと感じた。

改善していきたい。 

 ・私は毎日7時間寝ていますが、休みの日は8時間以上寝ているので、まだ睡眠不足なのかなと思った。私は毎日もっ

と寝なくてはいけないのか？これ以上睡眠時間を増やすのは難しいので睡眠の質をこれから良くしていく必要があるなと

この講演で気付くことができた。 

 ・話し方が上手くてききいるように聞いてました。とてもタメになる話で今日からさっそく少しでもはやくねようと思いました。普

段講義はねてしまうことが多いですが、全く眠くならないほど面白かったです。これからも頑張ってください。 

 ・14～16時に眠くなるのはしようがないらしい。 

 ・世の中間ちがいだらけで自分に合った睡眠をした方が良いと実感しました。 

 ・夜ふかしをよくするので話を聞いてから早く寝れるときは早く寝ようと思った。 

 ・寝る事はいい事であり、人間の脳を良く働かせたりすることがあるということがわかった。また、寝不足になってしまうと、

朝寝坊をしたり、脳がうまく働かなかったりしてしまうということもわかったので、これからは、早寝早起きできるように心がけ

たいです。 

 ・睡眠の大切さを再認識した。また、成長ホルモンは決まった時間に分泌されると思っていたが、そうではないことが分か

った。起きている間にも、分泌されていることも分かった。 

 ・寝る事の意味や効果を知れてタメになった。これからもたくさん寝る。 

 ・カメとウサギはもともと亀の作戦勝ち！！ 

 ・睡眠は何よりも大切だという事がよく分かった。また、睡眠をしないとどのような影響が出るのかも分かったので、これから

睡眠の時間を十分に取って生活していきたいと思います。 

 ・ねむりが勉強に深く関係していることがわかった。休日は朝寝坊をしてしまうことが多いので、自分が睡眠不足だというこ

ともわかり、とても有意義な時間でした。ありがとうございました。 

 ・長く寝たからといって身長がのびるわけではない。寝だめは意味ない。10～12時にはねむくならないはず。 

 ・ただ寝ればいいというものなのではないのだとわかった。 

 ・自分は成長ホルモンについて間違った理解をしていた。PM10～AM2に寝れば良いのではなく、その時間に「深い」眠りを

取ることが重要とのこと。勉学やその他仕事にも通じ意識した睡眠を取っていこうと思う。 

 ・8時間寝るのが自分的に無理だから、7時間は寝れる様に努めたい。寝て良い成績をとれるように頑張ります！ 

 ・自分は生活習慣が乱れている事がよくわかった。眠い時は寝て自分の睡眠時間がどれくらい必要なのか今日から探

していきたいと思う。 

 ・今度からねむいときはねます。神山先生の話をきいて考え方がかわりました。 

 ・熱いおはなしをしてくれてありがとうございました。もっと寝て集中力がつづくように、いっぱいねたいです。 

 ・最初の方は音量が大きくて、耳をふさくので精一杯でしたが、後半は、特に寝ないと太るという話に衝撃をうけました。 

 ・「眠い時は寝る」という言葉が１番印象に残っていて今度から自分も眠くなったらすぐ寝れるようにしたい。 

 ・自分もスポーツをやっているのでしっかり睡眠をとろうと思った。 

 ・すごく早口だった。眠りの大切さや眠ることでいいことがあることがよく分かった。 

 ・授業中寝る時にいい理由ができました。ありがとうございます。 



 16 

 ・おもしろかった。ごたくを並べるのではなく、本当のことをしっかりと話してくれて助かる。少し早口だった。そこらへんの話より

説得力がある。 

 ・日々の睡眠の大切さや現代の日本社会の勤務時間に問題があることがとてもよく解りました。今後自分の睡眠時間を

大切にし健康な身体を作りたいです。 

 ・ねることの大切さがよくわかった。今後自分の寝る時間について深く考えようと思った。あと、ウサギとカメの新解釈を広

めようと思った。 

 ・寝ることがどれだけ大切なのか、また、寝ないでゲームやケータイなど見ることがどれだけ悪いことなのか理解すること

ができました。寝ることに対しての考え方が変わると思ったのでよかったです。 

 ・自分は両親にはやく寝ないと身長が伸びないと言われていたので、はやく寝ようと 10時頃には寝ていましたが、今日の

事から、自分ははやく寝ることが良いことだけではないことを知れて良かったです。テストの時も眠い時に寝て、はやく起き

て勉強しようと思います。 

 ・自分にベストな睡眠時間はどう調べるのですか？面白い講演でした。 

 ・眠いときは寝る！ 大事！ 

 ・内容・話し方共に、眠くならない、興味がある、とても面白いお話でした。睡眠への熱意が鼓膜を通して、ぶるぶると伝

わってきました。僕は睡眠時間を削りがちなので、これからは自分に合った睡眠時間を見つけ、それを守っていけるように

したいです。 

 ・話が速い。まあまあ面白かった。睡眠の大事さが分かった。今日からとにかく寝ます。朝食の大事さが分かった。 

 ・眠いときは寝ることが大事、だということを教わった。 

 

 

１年女子 

 ・早いテンポで話が進んでいったので、話を聞いていて面白かったです。よく、寝不足で日中体調をくずしているのに、夜

は戻ってきているようなきがしてまた夜ふかしをしてしまい、どんどん体調をくずしてしまうので、眠いときはもっと寝ようと思い

ました。  

 ・とてもおもしろかったです。睡眠をとるのは大事だけれど、その睡眠のとり方がまちがっていると効果がないことがわかりま

した。夜、ちゃんと寝る人ほど健康状態が良かったり、記憶力が高いなど睡眠は生活のすべてに関連していくことがわか

りました。寝る時間をさいてまでの行動はなるべくひかえるようにしていきたいです。 

 ・寝る前にやるべき事が終わっていなく、終わらせるために夜おそくまで起きていたり布団に入ってスマホをいじったりして良

い睡眠がとれていなかったので、今日の講演を聞いてしっかり体を休ませる為に良い睡眠をとる努力をしようと思いました。

(宿題を終わらせておくなど) 

 ・寝ないと太る！ということが分かった。眠いときには睡眠をとるようにして、借金を日頃からつくらない。 

 ・自分に合ったすいみん時間をわかって、すいみん不足を解しょうすることが大切だとわかった。 

 ・夜遅くまで長時間勉強することが必ずしも成績につながるわけではなく、むしろしっかり睡眠をとってから勉強したほうが効

率も上がり、頭に入りやすくなることが分かりました。 

 ・睡眠の大切さを改めて知りました。ウサギとカメの話でそういった考えがあるのだと知り、面白いと思いました。また、日本

が仕事の進め方が遅いのは、睡眠不足だと分かり、改善してほしいなと思いました。 

 ・睡眠は個人が考えるべき問題だと思いました。 

 ・今回の講演会をきいて、いかに睡眠時間が生活や仕事に関わってくるということがわかった。また、講演をきき、自分は

睡眠時間が全く足りていないことに気づきました。日々の生活で大きな失敗をしないように、これからは、なるべく早く寝る

ことを心がけようと思う。 

 ・1 年女子のすいみんのアンケート結果が一番悪くてびっくりしました。私も夜は早く寝ない方なので、今日から早寝早起

きを心がけようと思います。太るのも、勉強ができなくなるのも嫌なのでがんばります。 

 ・睡眠はよいことがたくさんあることを知った。勉強もがんばるためにできるだけ長い時間寝たいと思う。 
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 ・テスト勉強のために朝まで起きていて、テストを受けていたけど、あの失敗するグラフを見て驚いた。でも確かにミスをして

いるということがあったりしたから当てはまるなと思い、今後はきちんと寝ようと思った。 

 ・とても話がはやくて次から次に情報が出てきておどろきました。とりあえず規則正しく寝ようと思いました。 

 ・パワフルだった。いつも全然寝てないから寝ようと思った。 

 ・「睡眠」というのは沢山のことにつながっているんだと思いました。学力を up するためにも、健康になるためにも、自分に

あった睡眠をとれるようにしたいです。 

 ・太らないように、しっかり睡眠をとっていきたいです。 

 ・睡眠の大切さがとてもわかりました。 

 ・話すのが速くて声がとても大きかった。もっと寝るべきだと強く思った。 

 ・長い睡眠をとったからといって体に良いわけじゃないとわかったので、自分に合った睡眠の長さを見つけたい。 

 ・睡眠は寝だめできないから、取れる時にたくさん取るのではなく、1日 1日しっかりと決まった時間睡眠を取る事が大切。 

  身長は頭の良さは睡眠時間と比例しない。神山さん、話すの速かった。 

 ・睡眠時間が少ないと太りやすくなってしまうということを初めて知った。だからきちんと睡眠をとりたい。 

 ・寝不足だと太るということにおどろきました。自分自身の体と向き合って、もっとねることを大切にしていきたいです。 

 ・ねむらないと太るというのは衝撃的でした。私は睡眠不足ぎみなので、もっとねむって失敗をへらしていきたいです。また、

テスト前などもしっかりねるようにしたいです。 

 ・面白かったです。早く寝たい。 

 ・寝ないと太る！ということや、最近の人は睡眠時間がどんどん減って生きているということが知れたので良かったです。

どんなことがあっても睡眠を大切にしたいと思いました。 

 ・眠ることは大切なんだなーと思いました。これからは適切に眠ろうと思います。 

 ・私は、いつもぼーっとしている時間が長く、寝る時間がおそくなっているので、今回、神山先生のお話を聞いてしっかり寝

ようと思いました。 

 ・最近寝不足なので、ほんとにたくさん寝なきゃいけないと改めて気づきました。寝ます。 

 ・話し方がとてもおもしろくて、楽しく話が聞けた。睡眠はとても大切だとあらためて知った！ 

 ・寝だめはできないこととベストな睡眠時間があること 

 ・「寝ないと太る」っていう言葉が印象に残った。自分の睡眠時間を分かることが良いと思った。全体的に休日の方が寝

る時間が多い。 

 ・私はいつも睡眠不足で先生の話を聞いてぎくりとする事も多かったので少しでも改善していけたらいいなと思いました。 

 ・これからは寝ることをガマンせず、しっかり寝て、出して、食べて、生活しようと思いました。 

 ・早起きが良い！という、ただぼんやりとしたイメージしかなかった“睡眠”ですが、今日の講演で考え方が変わりました。

昼寝の時間をできるだけもうけたいと思います。 

 ・面白かった。しっかり寝ようと思った。 

 ・講師の神山先生のお話の仕方がとても上手くて、すごいなと思った。ただ単に寝れば良いってもんじゃないということ、寝

なければ太る、効率が悪くなる…などと沢山の私たちに必要なことや知っておいたほうがいいことを知ることができたので

本当に良かったです。自分でも自分に合う睡眠時間を見つけてみたり、もっと眠りについて調べたいと思いました。 

 ・午前中に眠くなるのが睡眠不足で、午前・午後の 2時から３時あたりに眠くなるのは普通のことだと初めて知りました。寝

ないとふとるのは初めて知り、とても驚きました。 

 ・とても早口だった。私は７～８時間きちんとねているのであまり授業中ねむいとかならないです。“ねないと太る”がとても

印象的でした。 

 ・早口が印象に残りましたが、なるほど、という考え方ばかりだったので睡眠を改めて考える良い機会になりました。面白か

ったです。 

 ・睡眠不足になると失敗が増えたり、学力が低下することもわかった。でもただ長く寝ればいいだけでなく、その人にあった

睡眠時間や質があり、自分の体をよく知ることが大切であることが分かった。「寝ないと太る」と言う言葉は印象強かっ
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た。 

 ・カメとウサギの話が印象に残りました。寝だめはきかないということが分かったので、きちんと睡眠を取っていきたいで

す。 

 ・寝不足でいると仕事や作業の効率が悪くなることは知っていたが、太ってしまうことは知らなかった。また、ウサギとカメ

の童謡によって「居眠りは悪い」という印象が染み込まれていたことが衝撃でした。新しい解釈が広まればいいと思いま

した。 

 ・睡眠は人それぞれだから、７時間睡眠が一番死亡率が低いから、７時間寝ようと思わず、自分にあったねむりを知りた

い。 

 ・睡眠を大切にして、夜ふかしはしないようにしたいです。 

 ・寝不足はよくないと分かったので、これからはがまんせずにねむいときは寝たいと思います。 

 ・睡眠について考えるよい機会だった。先生がおもしろかったので飽きずに聞けた。杉高にもお昼寝時間つくって欲しい。  

 ・私は普段から寝不足を感じているけれど、寝不足が原因でこんなに沢山悪影響が出るとは知らなかった。また、夜ふ

かしは全ての悪循環のスタートになっているのだとわかった。 

 ・これからもっと早く寝ます。今日のような講演会で眠くならないために！有難うございました。 

 ・７時間以上眠ることが大切では無く、自分に合った眠りを見つけることが良いと分かった。 

 ・睡眠がより大切だと思った。自分の生活リズムを見つめなおすきっかけになった。 

 ・寝てない自慢がよくあるけど、今日話を聞いたら、すごくないなと思った。寝ないと太るのがおどろいた。1 日２回眠くなる

ときがあって、午後の授業で眠くなるのは普通だとわかったから良かった。知らないことをいろいろ知れたし、話が思って

いた以上におもしろくてすごく楽しかった。 

 ・睡眠は改めて大切だと思いました。平日は夜おそくまで最近起きているのでなるべく早くねるようにしたいと思います。睡

眠不足にならないように睡眠を大切にしたいと思いました。 

 ・すいみんについて関わりのないこととつながっていてためになった。 

 ・成長ホルモンはあまり睡眠と関係ないことや、寝ないと太るということに驚いた。また、睡眠は学校の成績にもひびくこと

が分かったので、これからはちゃんとした時間に寝るように心がけたい。 

 ・早口で何を言っているのか、わからなかった。ねることが大切だということがよく伝わりました。 

 ・よく昼寝をしてしまうことがあるけれど、その分寝足りてないということを知って、リズムをしっかり作ることの大切さがわかりま

した。 

 ・睡眠不足は想像した以上に悪影響があることがわかりました。睡眠を大事にしていきたいと思いました。 

 ・寝ることはとても大切だと改めて感じることができました。私は寝たくなってもがまんしてしまうことが多いので、早寝早起き

をきちんとしていきたいです。勉強するときは寝る時間をきちんと確保したほうが勉強効率がいいとわかたので自分が必

要な睡眠時間を理解して寝る時間をきちんととろうと思いました。 

 ・自分の睡眠時間がたりていないのだと思いました。また、ねむりの大切さをとても感じました。「ねないと太る」覚えておき

ます。 

 ・私は背が低くて、母にはやく寝なさいと毎日言われています。ですが、今日の講演会で成長ホルモンが出る時間は決

まっているわけではないと知って、びっくりしました。土日の朝、なかなか起きられないので睡眠不足なんだなと思いまし

た。 

 ・「寝ないと太る」というお言葉が印象に残っています。私の場合、寝ないと食欲がなくなってしまいバランスが崩れていく

のがよくわかります。だから、寝ます。 

 ・睡眠が私の生活、健康に自分が思っていた以上に関係しているということが分かりました。また、日本が睡眠の大切さ

について、あまり良く分かっていないのではないかな、と思いました。なので、欧米を見習って社会人の人たちができるだ

けストレスのかからないように効率よく仕事ができるようにしてほしいと思いました。 

 ・自分に合った睡眠時間を見つけ、寝だめをしないことが大切だと思いました。社会が寝ることが大切だと知らせるような

広告などが出てくるようになったいらいいなと思います。 
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 ・今まで、寝る間もおしんで仕事や勉強する人はえらいと思っていたけれど、そうではなくて、何をするにも寝ることがとても

大切だということが分かりました。睡眠不足にならないようにしたいと思います。 

 ・先週のテスト期間、私は夜遅くまで勉強してその期間は毎日１時か２時にねていました。私は遅くまでやっていることに意

味があると思っていましたが、今日の神山先生のお話を聞いて、このねなかった時間はどうなるのかや借眠のことにつ

いても聞けてとてもためになりました。また、成長ホルモンは時間ででているのではなく、昼にもでているということを知って

ビックリしました。 

 ・早口言葉のようで細かくは分かってないのですが、睡眠は個人差があるもので、睡眠不足はあってはならないという事

がとても分かりました。私たちが生きている間に日本の睡眠に関する問題が少しでも改善されてほしいと思いました。 

 ・寝ることの大切さを知りました。しっかり○食べて○寝て○運動すること！！ バランスよく生活します。 

 ・「寝る」ことって本当に大切なことだと学びました。知らなかったこともたくさんあったので、今回知ることができて良かったで

す。自分に合った睡眠時間を見つけていきたいと思います。 

 ・私はよく昼夜逆転してしまったり、寝不足になるので改めてよく寝ないといけないなと思いました。また、うさぎとかめの話を 

そんな風に考えたことがなかったので、面白いなと思いました。 

 ・寝ることは大切だと分かった。自分の一番良い睡眠時間を見つけることが重要だと思った。 

 ・なにをやるにもまず眠ることが大切ということがわかった。でも学校の勉強や生活で全部やりきれないことはあるのでしょう 

がないと思う。 

 ・早口で起きてないと思うくらい、気になる！ためになる！話でした。すごくたのしかったです。 

 ・寝る時間が少ないため、午前中にねむくなってしまうのでたくさん寝ようと思いました。 

 ・寝ることは大切なんだなと改めて知ることができた。私は毎日寝る時間が決まっておらず、不規則な生活リズムになりが 

ちなのできちんと規則的な生活リズムになるように寝る時間を決めようと思いました。 

 ・寝ることが一番大切。ねむい中勉強するよりも、ねてから勉強すべき。 

 ・改めて睡眠は大切だと感じました。勉強についても、徹夜して時間をかけるよりも、しっかりねて、集中してやる方が効率 

が良くなると思いました。 

 ・今日は来てくださりありがとうございました。楽しくきけました。特に、ウサギとカメのお話、とても面白かったです。自分のベ

ストな睡眠時間を探していこうと思います。 

 ・おもしろくタメになるお話でした。改めて睡眠の大切さがとてもよく分かりました。 

 ・いいか？などのくりかえしの言葉が印象的でした。 

 ・ためになる話ばかりで聞いていてとても面白かった。睡眠はとても大事なことだと分かった。 

 ・学校で 5,6時間目に眠くなる理由や土日にすごくねてしまう理由がはっきりしたので良かった。眠気を我慢するのは良くな

いといっていたので授業中ねむくなったらねるべきかねないべきかこれは先生が悪いのか自分が悪いのか悩む。 

 ・とても早口だったけど、逆に聞きとろうとしてねむくならなかった。広告にツッコミを入れている所がおもしろかった。私はね

すぎておこられることが家でよくあったので、今回の講演で少し安心してねれそうです。テーマがすいみんでとても身近な

のですごく印象に残りました。 

 ・おもしろかった。 

 ・私はテスト期間で、次の日の教科を勉強するために３日以上４時半頃まで起きていたけど、確かに暗記はできたものの

眠くてテストに集中しきれなかったので、やはり勉強と睡眠は深くかかわっていると思った。 

 ・人によって朝型だったり夜型だったりがあるので、自分に合った方を見つけるのが大切だと分かりました。寝たい時は、な

るべくすぐにねて、睡眠不足を解消したいです！！ 

 ・眠りの大切さについて改めて考えさせられたし、面白い話や初めて知れた話がたくさんあって楽しかった。 

 ・今の自分の平均睡眠時間は７～８時間だったのでこれからも続けていこうと思いました。話すのとても早かったですね。

自分だったら絶対かんでいたと思いました。自分は時差ボケが少なかったので今の生活を続けていきたいと思いまし

た。 

 ・睡眠についてよくわかりました。自分の睡眠について考えることができました。テスト前とかは１日前の夜にめっちゃ勉強し 
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て、睡眠時間をけずっていたので見直しが必要だと思いました。 

 ・話、おもしろかった。眠いのをがまんしちゃいけないのはわかっているけど、学校もあるから、そこをもっと学校や世間に広 

  めてほしい。 

 ・私はふとんに入ったらすぐにねてしまうし、電気つけっぱなしの時もあるので、すいみん不足だと思った。「ねむくなったら 

ねる」「ねないと太る」は忘れないようにしておきたい。 

 ・早口だったけどおもしろかった。しっかり平均にだまされてたから、自分のベストを見つけたいなって思った。 

 ・とにかく早口だったことに驚いた。また、やはり自分は自分、他人は他人なのだなと思った。 

 ・寝だめが効かないことや、22時～２時に寝ているからといって成長するわけでもないことなど、今まで知っていたことが 

ちがうことも多くておどろいた。 

 ・今日の講演では寝るということについて深く知る事ができ自分の生活習慣を見直すという良いきっかけの場となりまし 

た。私は今まで寝る時間をけずってでも勉強しようという考えがあったので、これからは行動の優先順位をしっかりと考えて 

生活していきたいです。 

 ・寝ないと太るそうなので早く寝たいです。 

 ・私は 21時になると自然に眠くなる方なので、今日の話を聞いてとても共感しました。ありがとうございました。 

 ・すいみんの事が良くわかって良かったです。もっと早く寝たいのにねれない。ねむ。有難う御座いました。 

 ・よくスマホを夜中いじったりして夜更かししていたけど、睡眠がどれほど大事かわかった。これから少しでも早く眠りにつけ 

  るように努力しようと思った。 

 ・ただ睡眠の話だけかと思ったら、たくさんグラフや資料を用意してくれて、とてもたのしかった。 

 ・２時から４時は眠くなるといってたから寝てしまった。 

 ・睡眠の大切さがよくわかった。 

 ・自分に合った睡眠時間を毎日とって痩せようと思った。寝ないとアルコール濃度５％くらいと同じになるのはびっくりした。 

 ・寝ないと太るのは衝撃！ 

 ・お昼は眠くなって当たり前だから寝てもいい。ちょうどよく寝ると勉強がはかどる。 

 ・寝ればいい、朝型の生活をすればいいというこではなく、自分に合った睡眠をとる、というのが今までになかった話で印 

象に残りました。 

 ・すごくおもしろかった。もっと学校の先生たちにすいみんがとても大切なことをうったえてほしいです！私たちは睡眠が大 

  切なことは先生たちよりも分かっているつもりです。学校の先生の授業がつまらないし、分かりにくすぎるからねむくなるん 

だともっと言ってください。私は寝ることが大好きなので今日きいたお話は知っていることもありましたが、知らないこともあり 

とてもタメになりました。すごくおもしろかったです。 

 ・いい話だった。おもしろかった。 

 ・寝たくても寝れない、そんな世間に悲しくなった。「毎日残業して終電に乗って家に帰れば寝るだけ。そんな人生、何に楽 

しみを見出せばいいのでしょうか。」という意見に対して、「大人だからあたりまえ」「あきらめろ」という意見が返ってくるよう 

な国です。将来、夜になれば皆平等に床につけるうような国になってほしい、というよりしたいと思う。眠かったら寝る、簡 

単だけど大切な心がけだなと思った。 

 ・話がわかりやすくて、おもしろかったです。ありがとうございました！ 

 ・寝ないと太るということに驚きました。これからは早寝早起き頑張るぞーー！！ 

 ・眠いときはどうしてもガマンしてしまいがちなので、ガマンせず寝ようと思った。 

 ・太りたくないからねる。 

 ・すごくわかりやすく睡眠についてよくわかった。 

 ・今日の話を聞いて、少し寝不足だなと感じたので、今日から改善していきたいと思いました。 

 ・睡眠不足は健康や学力など沢山の事に影響すると学んだので、１分でも長く寝れるように努力していきたいです。 

 ・12時以降は眠くてもしょうがないことを知った。 

 ・８時間眠ればそれでイイと思っていたので、1人ひとりに適当な睡眠時間があることを知って驚きました。自分にもピッタリ 
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  な睡眠時間を探してみようと思います。 

 ・1番印象に残ったことは、寝だめはできないということでした。私も休日はお昼ごろまでずっと寝ていることが多く、また授 

業中も眠いことがあって日頃から寝不足だなとは思っていました。これからは、普段から早く寝れるように、心がけていき 

たいなと思いました。寝ることが人間の生活リズムの基本になるし、今後気をつけていきたいなと思いました。 

 ・人によって適切な睡眠時間が違うということをしることができた。これからは早寝を意識して生活していきたいです。 

 ・寝だめは意味がないということに驚いた。 

 ・最初は何とかして睡眠リズムを直そうと思いましたが、自分の状況を考えてみると、朝型というわけではなさそうなので、と 

りあえず睡眠時間を少し増やして、様子をみようと思います。 

 ・すいみんは大切。でも、人によって適切なすいみん時間がある。(個人差) ｌこれからの学校生活で役立てていけるもの 

  があると思う。「今の日本人はすいみん時間を削り、能率が悪い仕事をしている」と言われ、「日本人はつらいなぁ」と思 

った。 

 ・14時～16時は寝てもいいって言われたので、午後眠くなったら寝ようと思います。楽しかったです。 

 ・寝ずに頑張るって日本人よく言うけど、それは逆効果だったんですね。やることが多すぎて寝れないっていう世の中が間 

違ってるんだー。この効率の悪さを色々な人に知ってもらってよく寝て効率の良い生活したい。うん。ぜひそうしよう！ 

自分たちが大人になったらそういう考えが広まってたらいいですね。 

 ・睡眠の大切さを知った。 

 ・今までの自分の睡眠に関する知識がまちがっていたことに気づかされた。大切なのは自分にあった睡眠、生活リズムを 

見つけることだとわかった。 

 ・各個人によって適した睡眠が違うということが印象に残りました。近いうちに自分に合った睡眠時間を把握できたらなと 

思います。 

 ・１時間睡眠時間がちがうだけでこんなにも影響が出るのかと思った。自分はわりとはやく寝る方だが起床時間がはやい 

  為、21時～22時には飲酒時と変わらない思考力になってしまうと知った。テスト期間はついついおそくねてしまいがちだ 

が、朝に勉強していこうと思う。 

 ・眠くなったら寝るしかないというのはすごく良いなと思いました。だから授業中の眠気もしかたないんだと感じました。(午後 

２時～４時)  普段から、眠くなったら寝ようという様にしていこうと思います。 

 ・寝ないと太ると聞いて、よし寝ようと思いました。乗るなら眠れと聞いて、睡眠は本当に大切だと納得させられました。神 

  山先生は退屈させない講演を繰り広げて下さったので、私も発表の場で見習わせていただこうと思いました。 

 ・睡眠は大切だと思った。よく寝るように意識したい。 

 ・口調が早かったです。寝ることの大切さを知りました。 

 ・おしゃべりがすごかった。面白かった。これ以上太りたくないからよくねます。 

 ・とっても分かりやすく、興味深い内容でした。私も普段から眠りを大切にしていますが、それでも遅く寝てしまう日があるの 

  で、しっかり眠ろうと思います。 

 ・今まで自分が信じていたことと違うこともあったりして、とても興味深い講演でした。すいみんについての知識を身につけ 

ることができました。 

 ・寝たい時は寝ようと思った。ふとんに入ったら早く寝ついてしまって、今まで「自分すごい!！」と思ってたけど、すい眠不 

足だったので 10時くらいに寝て、早く起きようと思った。 

 ・試験期間中など、睡眠時間をけずって勉強していることが多かったけど、今日のお話を聞いて、寝ることがどれだけ大 

事なことかが分かりました。 

 ・成長ホルモンが出る時間は決まっていると思っていたけど、その時間はあまり関係ないことがわかった。また、午前と午 

後に、眠くなる時間帯があることを知り、だから、その時間はみんな眠くなってしまうんだなと思った。意外と知らないことが 

たくさんあったので、知ることができてよかった。 

 ・“眠いのは我慢しない。”とても魅力的だなと思いました。うちの学校でも 15分睡眠やってほしいと思いました。 

 ・いろいろためになる話が聴けて良かった！ 統計学にだまされている自分がいるなとすごい理解できた。講演会など 
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  正直つまらないものが多いが、今回のは面白かった。例え話も理解しやすかった。カエサルの言葉、マシュマロテスト 

の話、ウサギとカメの視点を変えた理解の仕方、印象的で面白かった。ねむりを大事にしようと思う。ありがとうございまし 

た！ 

 ・夜ふかしや遅寝遅起は自分の生活や身体によいことではないとわかった。“寝不足は太る”ということは知っていたけ 

ど、改めて寝不足は身体に良くないと思った。また、必ずしも自分に早起きが大事!!合ってる!!ということではないことも同時 

に知ることができた。早く寝る習慣を徐々に見につけることが必要だと思った。 

 ・睡眠の大切さ、個人差があることに気が付きました。自分に合った睡眠時間を見つけ取り組みます。 

 ・ねむかったらねることが大切！ 

 ・睡眠がどれだけ大切なことかがわかりました。また、人によって睡眠時間が違うことがわかりました。寝不足にならぬよう 

  しっかりと寝たいです。ありがとうございました。 

 ・午前中の授業の時に、眠くなってしまうことが多くて、寝不足なんだなと思いました。いつもねる前にスマホをいじってしま 

  い寝るのが遅くなってしまうけど、スマホをいじる時間を少なくして早く寝ようと思いました。 

 ・とてもわかりやくすて、面白かったです。 

 ・私自身高校に入って忙しくなり、睡眠時間の大切さを感じていたので睡眠を出来るだけそまつにしないような生活に変え 

 ていけたらと思いました。 

 ・寝る事はとても大切なんだなあと思いました。これからは家に帰ってからやることは出来るだけはやいやって１つ１つのこ 

  とを終わらせて少しでも寝る時間を多くとりたいなと思いました。 

 ・今まで私がなんとなく疑問に思っていたことをはっきり解決してくれた。やっぱり睡眠時間を削る事＝良い活動と勘違い 

するのはおかしい。 

 ・聴いていて楽しかったし面白かった。飽きずに最後まできくことができた。自分の睡眠時間を見直すきっかけになった。 

 ・今回の講演会でお話をきいて、睡眠についてのことを色々きくことができてよかったとおもいます。睡眠の大切さや 1日 

  何時間ねればいいなどの普段から疑問に思っていたことを知ることができました。 

 ・男子より女子の方が睡眠時間が短いということに驚きました。睡眠は悪いことじゃないということをもっといろんな人に知 

ってもらえたら、睡眠の時間をもうけてくれることが増えるのかなと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


