①いちばん印象に残ったものは何ですか?


パニックの元がパンだったこと



12 歳の子がスピーチをして世の中を変えたこと(20 人)



ピーターパンは学校が嫌いなこと



ピーターパンの祖先について・祖先がパンだったこと(16 人)



地球はガラスのように壊れやすいので、大切に守っていかなくてはならないこと(5 人)



ピーターパンは人間ではない・下半身がヤギだったこと(13 人)



ギリシャ神話がピーターパンにつながっていること(7 人)



ピーターパン VS フック



ピーターパンに残されたこと



J.M バリがピーターパンの作者で、色々な秘密が隠されていることに驚いた(2 人)



ピーターパンとフック船長の正体(6 人)



ピアノの演奏・曲・歌(15 人)



ギリシャ神話のキャラクターや深いあらすじの一部が知れてよかった



アテネが 10 万の兵に勝ったこと



アテネにパンの神社を建てたこと



ピーターパンが生まれるまでに作者の経験や深い思いがあったこと(2 人)



マラソンはマラトンの戦いから来たこと



ジブリの映画は自然が大切だといっていること



ピーターパンはいつまでも少年だった



ピーターパンに 2 つの話があったこと



ピーターパンの色々な意味



死ぬとう事はすごく大きな冒険だということ(2 人)



ピーターパンの正体を知ったこと、下半身がヤギ・角（10 人）



いろいろ祖先がいたのでびっくりした（9 人）



１２歳の少女がわずか６分間のスピーチで世界を変えたことがすごいと思った（9 人）



ピーターパンとギリシャ神話が関係していたこと（6 人）



ピーターパンの姿が動物だったなんて驚いた（3 人）



ピーターパンは子ども（人間）ではないこと（2 人）



ピーターパンの耳がとがっていたこと（2 人）



ピーターパンのモデルがパンに似ていたこと（2 人）



ピーターパンのすべて（2 人）



半獣神のパンの話（2 人）



「死ぬのは大きな冒険なんだ！」という言葉



ＪＭバリーの言葉（ピーターパンのこと）



バッカスのことでいろいろわかったこと



パンがシュリンクスの笛を作ったこと



パンが心の中にあせりを作ったこと



ピーターパンの祖先は誰か



ピーターパンをよく見ると少し変わったところがあった



フックが最後にワニに食べられたことは、私が知っている話と違ったのでびっくりし
た



ディズニーアニメはまるで本当にあったようなこと



ピーターパンは「地球は壊れやすいシャボン玉」と深くかかわっているということ



サー・ジェームス・バリ略年譜



先生がわかりやすく教えてくれる先生だったこと

②新しく発見したことはありますか?


ピーターパンに祖先がいたこと(13 人)



ピーターパンの祖先が半獣神パン・ヤギだったこと(23 人)



ピーターパンは人間の少年ではないこと(8 人)



音楽は人の心を動かすこと・意志や考えを音楽で表現できること(3 人)



ピーターパンの話がどういう風に出来たか(2 人)



ピーターパンやディズニーや宮崎アニメが奥深さがあったこと(6 人)



ピーターラビットによる環境保護運動(2 人)



ピーターパンの作者がすごいことをしながら話を作ったこと・作者の一生(2 人)



パニックは古代ギリシャからあったこと・パニックの意味(4 人)



ミケランジェロの作品の下半身がヤギだったこと



ピーターパン→パン、ティンカーベル→エロス、ワニ→デュオニソスということ



リオの伝説のスピーチ・多くの人がエコに立ち上がったこと(4 人)



ピーターパンはディズニーの話ではなく、神話とつながっていること(8 人)



ギリシャの戦いのこと



ピーターパンを書いた J,M バリは色々な経験をした上での神秘的な気持ちがこもって
いる面白い話を作ったのが、すごく分かりやすかった



これからもお話を作った人を調べてもっと奥深い話を読み、自分の経験に付け足して
人生を歩んでいこうと思った



ピーターパンの作者の兄が 13 歳の誕生日に死んだこと



物語の中には事の伝えたい思いが入っていたこと



必要以上に物を作ったり、ゴミにすることがないようにしたい



ストックホルムの特産がきゅうりであること



シュフィンクスの笛がパイプオルガンになったこと



J.M バリがピーターパンの作者だということ



トトロは狭山と関係があること



ギリシャ神話が楽しいこと



バッカスの下半身がヤギだったこと(2 人)



地球が壊れやすいということ



ピーターパンには祖先がいたこと（14 人）



ピーターパンは下半身がヤギだということ（10 人）



ピーターパンにギリシャ神話が関係あったこと（6 人）



ピーターパンと半獣神パンのつながり（3 人）



ギリシャ神話（3 人）



ピーターパンのモデルがいること（2 人）



ピーターパンは作り話ではないこと（2 人）



ピーターパンの姿、正体（2 人）



ＪＭバリーさんのこと（2 人）



地球が危ないということがあらためてわかりました



パンという神様が牧神だということ



パニックはパンの混乱だということ



ピーターパンの耳の先が細くとがっている、つま先も細くとがっていて高いこと



ピーターパンの耳や下半身などばらばらな体だということ



ピーターパンはすごく長い歴史があること



僕たちがパニックを知っていたのでパンを知っていたということが発見できた



ピーターパンにはいろいろな秘密が隠されていた



デイヴィットは優しい弁護士だったこと



ピーターパンのお話以外のお話



ピーターパンは大学の先生の研究テーマだった



ピーターパンはただのお話ではなく、現実とつながっていること



受け継がれていること



ピーターパンがいろんなこととリンクしていること

③もっと知りたいと思った事はありますか?


ピーターパンはずっと死なないのか



フック船長はなぜピーターパンを苦しめようとしたのか・フックとピーターパンの関
係(2 人)



ディズニーの他のはなし(2 人)



ピーターパンがどこで生まれたか



ネバーランドのこと(3 人)



マラトンの戦いのこと



コナン・ドイルのこと



トトロのこと(2 人)



バリのこと・バリの家族について(4 人)



同じ頃に出来た本のこと



パンについてもっと詳しく



フック船長の祖先(2 人)



プーさんはなぜしゃべれるのか



ピーターパンの色々な性格・秘密・不思議(7 人)



ティンカーベルはなぜ飛べるのか・正体・祖先(6 人)



いろいろなギリシャ神話について・神話が生まれた理由(7 人)



パンがどのようにしてピーターパンになったのか(2 人)



もっと昔のギリシャのこと(2 人)



いろいろな音楽のこと・音楽で主張できること(2 人)



ギリシャ神話にはいろいろな謎賭けが入っていると思った。ピーターパンがギリシャ
神話から出来たので、ディズニーのキャラクターがまだいるかも知れないので、博物
館に行ってギリシャ神話に出てくるキャラクターを探し、そのキャラクターの深い訳
を探り出したい



ピーターパンのその後



ギリシャとピーターパンのかかわり(4 人)



ギリシャ文明の発祥について



ピーターパンは何年に生まれたのか



伝説のスピーチを聞いて、世界は良くなったのか



ギリシャの名前の由来



ピーターパンの家族について



他の物語にもある作者の思い



12 歳の少女スピーチの内容・少女について(2 人)



自然を守ることで自分に何ができるのか



ビデオで、なぜフックはワニが近づくとひげが動くのか



インディアンの一番偉いハウという人は男?女?



ワニがどうやって時計を飲み込んだのか



ピーターパンの子孫



ピーターパンの影は何で取れたのか



川越の歌はもっとあるか(2 人)



どうして地球は壊れやすいのか



トイストーリーについて



ギリシャ神話をもっと知りたい（7 人）



ピーターパンの秘密をもっと知りたい（5 人）



地球のこと（3 人）



他の神話や祖先（2 人）



他に神話と関係しているもの（2 人）



フック船長の秘密（2 人）



いろんなディズニーの生まれたわけやお話の深い意味を知りたい（2 人）



ピーターパンには子どもがいるのか、どんな子どもか（2 人）



ピーターパンはどうしてディズニー映画となったのか



バッカスはどうして下半身がヤギなのか



半獣神とは何か



ビクトリア・ポターさんの生涯



ピーターパンの祖先の祖先



神々の名前



ヤギでも足は速いの？



ミッキーの祖先



古代ギリシャについて



ピーターパンはどうして大人にならないのか



いろいろなおとぎ話の主人公の祖先を知りたい



ピーターパンは何歳なのか



ピーターパンの作者について



ピーターパンは何者なのか



楽器の名前

④その他に感じたことを自由に書いてください


ピーターパンはずっと昔からかんけいしていた



子ども大学に入って 1 年目に沢山のことが一気にわかった



歌が良かった・音楽が楽しい・もっと聞きたい(13 人)



ピーターパンは空を飛ぶから不思議



色々な神様がいてすごい



一見関係のない話が意外なことにつながっているのがすごい



ピアノが綺麗だった(10 人)



画像を出してくれてわかりやすかった(2 人)



知らなかったことがたくさんあったのでおどろいた・学ぶ楽しさを知った(2 人)



楽しかった・面白かった(7 人)



ピーターパンの祖先や J,M バリのことを知ったので、もっとほかの事を調べたい



ピーターパンがパンだといっていたとき、不思議だと思った



よく聞け、よくわかった



ピーターパンは色々な沢山のことを考えて使い、作っているんだということ



ピーターパンの体。祖先は下半身はヤギなので、もしかしたらピーターパンも他の動
物が入り混じっているのかもしれないです。他のディズニーキャラクターにも動物が
登場しているので、もう少しピーターパンの祖先がなぜヤギなのか知りたい



これは究極のアニメの隠し味



ピーターパンの作者が、死んでしまったお兄さんの姿でピーターパンを登場させたの
が、お母さんに喜んで欲しかったのだと思った



12 歳の子どもが地球を救ったのがとてもすごいと思った(7 人)



疲れたがいい勉強になった



物語を歴史から紐解くことが出来るんだと思った



ピーターパンは勇敢だった



話し方が丁寧だった



ピーターパンと神様には深い関係があることがびっくりした・奥が深い(5 人)



ピーターパンは男? 女?



友達(お母さん)がお酒が好きだったから、犬に「バッカス」とつけたから、つながった
と思った



ピーターパンが人間ではなかったこと



先生のピアノは地球を大切にしようという感じの音だった



今の話は、何に書いてあるのか



ピーターパンの原作を読んでみたい



ディズニーとギリシャが関わっていること



ディズニーのアニメは勉強になること



話がわかりにくかった



地球が壊れやすいことを初めて知り、地球を大切にしようと思った(2 人)



ただの絵本でも、詳しく調べるととても面白いことがわかった



これから大きくなるけど、いい人になりたいと思った



改めてピーターパンの絵本やビデオを見ようと思った



大体わかったけど、よくわからなかった



今度はもっと簡単な話がいい



楽しかった（4 人）



ピーターパンの祖先が半獣神のパンだったことがわかってよかった（3 人）



面白かった（2 人）



ピーターパンのことがよくわかって楽しかった（2 人）



内容が難しかった（2 人）



ピーターパンの生涯を知りたい



すごい文明があったことを感じました



ピーターパンのあらすじが楽しかった



ディズニーの作品は考えてみれば、こんなにおもしろいと思いました



とってもためになりました



ピーターパンをもう一度読みたくなった



昔の話を物語にするのはすごいと思いました



それぞれのキャラクターにモデルがいてすごいと思った



ギリシャ神話にはたくさんの由来がある



半獣神はかなり強い



地球の写真がとても怖かった



世界を変えた 12 才の少女のスピーチに感動した



わかりやすい説明でいい先生だなと思いました（2 人）



話し方がゆっくりで聞きやすかった



みんな一生懸命講義を聴いていたと思います



ピアノの演奏がきれいでした（5 人）



歌がおもしろかった（3 人）



音楽の素晴らしさを感じた（2 人）



最後の音楽が楽しかった



いろいろな楽器を使っていてすごかった

⑤今、｢なぜ｣と思うものはありますか?


ピーターパンはなぜ死なないのか



人間は身長が伸びていくけど、伸びていると感じないのはなぜか



ピーターパンとフックの関係



なんで神様が祖先?・どうしてギリシャ神話と繋げたのか(2 人)



ファンタジーの世界はなぜ大人に嫌われるのか



船はどうやって出来たのか



冷たい水をコップに入れるとなぜ水滴がつくのか



なぜパンをモデルにしたのか



ディズニーはなぜピーターパンなどを主人公にしようと思ったのか



なぜディズニーのキャラクターは動物に関係があるのか、どういう深い真実があるの

か


ネバーランドにいるとなぜ子どものままなのか



ディズニーはなぜピーターパンと神様・ギリシャ神話を結びつけたのか(3 人)



風はなぜふくのか



ピーターパンはなぜ下半身がヤギなのか(2 人)



なぜ人間は美を求めるのか



なぜ人は空を飛べないのか



なぜピーターパンはファンタジーランドが好きだったのか



なぜ人間はそんなに欲張りなのか



ティンカーベルの祖先



なぜ少女がスピーチをしようと思ったのか



ウェンディは飛ぶ時に粉が出るのに、ピーターパンはなぜ出ないのか



ピーターパンはなぜティンカーベルと友達なのか



パンの正体



ピーターパンの影はなぜ取れたのか



ピーターパンはなぜ空を飛べるのか



どうして記録が取れるのか



生命の中で一番最初に生まれたのは誰か



ピーターパンはどうしてあんなに強いのか



なぜ上半身はヤギではないのか(2 人)



なぜ「いつまでも夢を見ているんじゃない」といわれるのか



なぜピーターパンはネバーランドにいるのか



ピーターパンの耳はどうしてとがっているのか



なぜピーターパンは空を自由に飛べるのか



どうしてピーターパンのモチーフが神なの？



ディズニーさんはなぜギリシャ神話をモデルにピーターパンを作ったのか



ピーターパンはなぜそんなに長生きできるのか



なぜパンは笛を作ったのか

