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2017年 7月 24日 

 

日本医科大学千葉北総病院 夏休み公開講座 

小児がん支援のレモネードスタンド体験 

（共催：日本医科大学千葉北総病院／認定 NPO 法人キャンサーネットジャパン） 

感想の報告 

 

2017年 7月 15日（土）日本医科大学千葉北総病院 災害研修センター にて開催され

ました表題セミナーのアンケート結果を、ご報告申し上げます。当日は、37 名の小中高

校生が参加され、うち 37名の方から感想を頂きました。（回収率 100％）。また、見学の

皆様 21 名からも感想を頂きました。頂きましたコメントは、判読が難しいものも含め、

原則全て記載し紹介しています。ご回答ありがとうございます。 

 

（1）参加者（小中高校生）の属性   

①性別：男性  32.4％  

女性 67.6％  

②属性：小学生  24.3％  

    中学生  18.9％  

    高校生   56.8%  

 

（2）イベントに申し込んだ理由。 

【小学生】 

・弟が病気にかかったからです 

・レモネードスタンドが楽しそうで、がんのことを学びたいから 

・お姉ちゃんがお手紙をもらってきて「小児がん」という言葉は聞いたことはあるけれど、

意味などは知らなかったから。自由研究にしたかったから。 

・夏休みの自由研究を完成させるために申し込みました。あと小児がんについて申し込み

ました。 

・僕と同じ年代の子供たちのがんについて知りたかったからこのイベントに参加した。 

・お父さんが医者でがんの手術をしていたので、子供はどういうがんになるのか知りたい

から。 

・自由研究をしようと思っていたから 

・夏休みの自由研究 

 

【中学生】 

・小児がんについてよく知らなかったので知りたかったから 

・小児がんについて、今まであまり深く知らなかったので、今回のイベントをきっかけに

理解を深めたかったからです。 

・将来、看護師になりたいという夢があるから。 
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・面白そうだったから 

・将来医師など医療関係の仕事につきたいと考えているから。夏休みにレモネードスタン

ドを開催する経験があってもいいなと思ったから。 

・小児がんのことについて知りたかったから申し込みました 

・将来医療系を目指しているから。自分と年の近い子供た達が小児がんにかかっていると

しって、このイベントを体験して自分に何かできる事がないか知りたかったから。 

 

【高校生】 

・学校でこの案内が配られて興味があったので参加した 

・看護学校を目指しているので小児がんのことを知っていた方がいいと思ったから 

・今後の進路に向けて 

・医療系の進路に興味があったため 

・祖父をがんで亡くしているのでがんについてよく知りたかったので参加させてもらいま

した。 

・看護に興味があって学校でこの手紙をもらった時、参加してみたいと思ったから 

チラシのオススメポイント③「医療の仕事を目指している人」をみて「これは行かなくて

は！！」と思い応募しました 

・授業でアレックスの事を学んでいたので新聞でこの企画を知ったときにすぐにやってみ

ようと思い申込ました。 

・看護師を目指しています。小児がんについて知り将来何かの役にたてばいいと思ったの

で参加しようと思いました。 

・チラシを見たときに面白そうだなと思ったから。 

・小児がんやレモネードスタンドに興味があったから 

・学校で申込の機会があって興味があったから 

・レモネードスタンドに興味があったから 

・看護師を目指すにあたり、がんについて知っておきたいと思ったのとおおまかに「がん」

については知っていますが、小児がんについては知らないことが多いので知っておきたい

と思ったからです。 

・看護師を目指しているので小児がんについて知りたいと思ったから 

・小児がんというのはどういう病気なのか知りたかったのとレモネードが飲みたかったか

ら 

・看護師になりたいので貴重な体験ができると思ったからです。 

・将来の夢に関係のある話だったから 

・看護師を目指しているので貴重な体験ができると思い申し込んだ。 

・小児がんはどんな病気か知りたかったから。 

・医師、看護師、薬剤師など医療系を進路しようと考えているから 

 

（3）「小児がん」について思ったこと・感じたこと。 

【小学生】 
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・小児がんてつよいものなんだとおもいました 

・私は小児がんにならないために元気に過ごしたり色々なことを知りたいと思った 

・小児がんのことは全然知らなかったけれど自分がかかってしまうかもしれないなんて驚

いた。 

・小児がんでは時々死んでしまう人が出るという事がわかりました。 

・0～15歳で手術を経験するのはとても怖いと思うから小児がんの人も小児がんじゃない

人もみんな協力するのが大切だと思った。 

・小児がんを体験した人が話して私は体験した人はこんな苦労をしたんだなあと思いまし

た。 

・苦しんで乗り越えた人はすごいなあと思いました。 

・とってもこわかった 

・小児がんになると死んでしまうかもしれない 

 

【中学生】 

・身近なものと思った。 

・小児がんの恐ろしさを改めて実感し、実際に体験談を聞き中々の良いチャンスをいただ

くことができて、とても感謝いたします。 

・今まで知らなかったことがたくさん知れて勉強になった、実際に経験した人の話が聞け

て小児がんの大変さや苦労を学ぶことが出来た。 

・ここまで身近なものだとは思わなかった。 

・私でもなりうる病気が含まれていることや予防をできないことを聞いて驚いたし、恐怖

を感じましたが、更にそんな病気を患う子供を救えるようになりたいとも思いました。 

・小児がんが 10,000人に一人なるという事にびっくりしました。 

・小児がんについての知識がない医師が多いという話を聞いてそれでは、小児がんの判断

ができないので、もっと広めていかなければならないと思った。 

 

【高校生】 

・「小児がん」という名前は聞いたことがありました。だけどどんな病気なのかや、治療の

しかたなど、どんな薬を使っているのかを知る事が出来ました。 

・小さい子達ががんで苦しみ戦っているのだと分かった。今までがんは何故起こってしま

うのかと思っていたが、今回の講演でがんが起こる理由、さらにはがんと肉腫の違いも分

かりやすく教えてもらったのが良かったです。そして、身近でもがんは起こりうることだ

と改めて理解した。 

・小児がんはいつ誰がなるかわからないし、他人事ではないと思いました。 

・小児がんにはいろいろな種類があってたくさんの子供たちが小児がんにかかっていて大

変な思いをしている人もいるし病気をきっかけに夢をみつけていたりしていることが分か

りました。 

・大人よりも子供のがんの方が治りやすいことを知りました。 

・今まで大人しか知らないと思っていてイベントの内容を知って初めて小児がんについて
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知りました。小さい子供が苦しんでいるのを知って私もその人達のためになにかしたいと

思いました。 

・小児がんはこわい病気なんだなあと思いました。 

・小児がんとは名前しか聞いたことがなかったけど今回参加して実際小児がんになった方

の話や講座で病名じゃなく気持ちや病状を知る事が出来ました。 

・誰でがなる可能性がある「小児がん」は怖いという感情が一番最初に感じました。その

ためにも健康なうちに自分がしたいと思うことなどをしたいと思いました。 

・「小児がん」という言葉はよく聞いていたが詳しいことは知らなかったのでとてもために

なった。先輩の話を聞いて患者さんを支えられるような看護師になりたいと強く思った。 

・10,000人に一人がかかっていると聞いて驚きを隠せなかった。毎年 2000～2500 人

の子供たちが「小児がん」と診断されると聞いてとても危険な上記だと改めて認識できて

良かった。 

・「がん」というものは無限に増え続けるものだと知り、早期発見が重要だということが分

かった。また今日まで「小児がん」によって苦しめられている人が多々いることが分かっ

た。今日知ったことを今後様々な場面に活かしていきたい 

 

（4）「レモネードスタンド」について思ったこと・感じたこと。 

【小学生】 

・こんどやります。よろしくおねがいします。 

・色々なことを学んで楽しい時間を過ごせてよかった 

・アレックスちゃんの物語を聞いて発想がすごいなあと思った。こんな支援があるなんて

しらなかった。今度レモネードスタンドを見つけたら募金してあげたいと思った。自分も

アレックスちゃんみたいにレモネードスタンドをやってみたい。 

・レモネードスタンドではお金を儲けるやつだと思っていましたが、小児がんで苦しんで

いる人を助ける活動だとわかりました。 

・レモネードはとても美味しかったから、これからも自分で作ったり募金活動をしてみた

いと思った。 

・アレックスが考えたアイデアはとてもびっくりでした。子供なのにこういうことを考え

るのはいいので日本にも広めたいです。 

・皆も簡単に作れるレモネードスタンドを教えてくれていいなと思いました。 

・美味しかった、元気になった 

・誰でも簡単に作れて美味しいので子供が売るのにはいいと思う。アレックスちゃんのア

イデアは面白い 

 

【中学生】 

・アレックスちゃんが世界中に「レモネードスタンド」を広げ、「レモネード」を実際に作

ってみてアレックスちゃんの思いが少しでも響けばいいかなあと思いました。 

・私も学校の文化祭などでレモネードスタンドを行い募金してみたいです。 

・すごく簡単に作ることが出来て楽しかった。たくさんの地域でレモネードスタンドをや
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っているのを知って活動に参加したいと思った。 

・小さな女の子が始めたのはびっくりした。 

・レモネードを配ることで子供が助かるならやってみたいと思いました。自分たちで作っ

たレモネードはすごく美味しかったので分量を変えたりしてもう一度作りたいです。 

・レモネードスタンドをしてお金もためられるし、みんな(たくさん)の人に知ってもらえ

るのでレモネードスタンドはある意味すごいと思いました。 

・自分が売る立場になるのは少し照れくさかったけれど、機会があったら自分でもレモネ

ードスタンドを開いて小児がんを支援したいと思った。 

 

【高校生】 

・すごい簡単に作れるんだなあと思いました。自分でもできる事をして助けられる人は助

けたいと思いました。 

・少女アレックスの思いが今現在もつながっているのだとよくわかりました。レモネード

を作って、飲んでみるとアレックスの心強さと優しさが伝わり感動しました。 

・自分達でも小児がんの人の役に立てることが分かりました。簡単にレモネードが作れる

ことが分かりました。 

・レモネードスタンドでどんなことができるのかよくわからなかったけど、今日の体験を

したり話を聞いたりして一杯のレモネードをたくさん売ることでたくさんのお金が集まっ

てそのお金が一人でも多くの命を救えるように頑張ることでたくさんの命が救われていた

りしてすごいなあと思いました。 

・今まで「レモネードスタンド」というものは知っていましたが、アレックスちゃんが始

めたものだというのを初めて知りました。 

・「レモネードスタンド」というのをこのイベントに参加し初めて知ったので自分もこれか

らはボランティアに参加していき小児がんの子供を少しでも助ける手伝いをしてみたいと

思いました。 

・レモネードスタンドには直接ではなくても小児がんの人の助けになれることを知ってよ

かったです。 

・レモネードスタンドはただのレモネードをうるんだなあと思っていたけれど募金の為に

やっていたんだなと思いました。 

・今日はじめてレモネードスタンドというものを知りました。作るのも簡単なのでどんど

ん広めていけるようにしたいと思いました。 

・レモネードだけではなく他のやり方などもたくさんあると思うので他のやり方なども見

つけたりしてみたいと思います。 

・幼い少女が行動して広がっているのはすごいと思った。誰でも簡単にやれるものだと思

ったし、実際やっているときいて私もやってみたいなと思った。文化祭でやるのは良いア

イディアだと思った。 

・高校の文化祭でやってみても面白そうだと思った。このような募金活動が増えてほしい

と思った。 

・アレックスの話がとても感動的で泣きそうになった。また世界中で開かれているので積
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極的に参加したいと思った。高校の文化祭でやっても人が集まりそうでいいと思った。今

後「小児がん」を患っている人に対して自分ができる事があれば支援しようと思い「小児

がん」にかかっても治る確率をあげる方法が見つかってほしいと思いました。 

 

（５）見学者の属性   

①性別：男性  9.5％  

女性 90.5％  

②立場：親  90.5％  

    その他  9.5％  

③参加目的  

小児がんについて知りたかったから  4.8%  

子ども・兄弟・姉妹が小児がんだから  9.5%  

知人・友人が小児がんだから  14.3%  

家族や知人ががん（大腸がん・乳がんなど）なのでがんについて知りたか

ったから 

 19.0%  

レモネードスタンドのお話を TVで見たことがあったから  23.8%  

ボランティア活動や、社会貢献に興味があったから  28.6%  

送迎（付き添いのため）  38.1%  

その他  33.3%  

その他（詳細） 

・笠井さんが話すという事だったので 

・レモネードスタンドを実施する前に小児がんを改めて学ぶたかったから 

学校で手紙をもらって興味があったから 

・この病院に私が通院していて広告が貼ってあったので参加した二女に・色々なことに参

加させたかったため 

・看護師を目指す娘の担任に勧められた為 

 

【感想】 

・初めて参加しました。貴重な話ありがとうございました。私は子供が 4人いますが小児

がんとは無縁でした。また。このような機会があれば参加したいと思います。 

・海津先生のお話から小児がんの治療が日進月歩でいることがよくわかりました。医学の

進歩は頼もしい限りです、よいお話をありがとうございました。笠井さんは受験後の事し

か今まで知らなくて直前に発症され死の恐怖と戦ってこられたいうのは知りませんでした。 

・原稿もしっかりしていて迫真の内容でした。何事も全力投球だった姿を思い出しました。

レモネードスタンドの皆様もすばらしいイベントありがとうございました。 

・小児がんの息子をもった母としてもっとたくさんの事を学びたくて参加しました。先生

からのお話は広く浅く現在の小児がんの状況がよくわかりました。娘にはとても難しい内

容だったと思いますが、また少し年齢が上がった時に参加させて頂きたいと思いました。

本日はありがとうございました。 
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・小児がんの現状を知る良い機会となりました。子供たちには少し難しいかなと思いまし

たが、先生の講義、体験談等がこれから何かしら考えるきっかけになると思います。本日

はありがとうございました。支援の必要性を考えさせられました。 

・小学 4年と 3年の子供と参加させていただきました、子供達にとって社会貢献について

考える良い経験になったと思います。 

・小児がんについてわかりやすい説明で授業に参加できてよかったです。体験談を聞いて

感動しました。また、レモネードスタンド活動がもっと多くの人に知られ広まってほしい、

そして応援したいと思います。 

・小児がんについて難しい事柄をわかりやすく説明していただき今まで全く知らなかった

ことを新たに知る事が出来ました。厳しい治療に立ち向かっている子供たちが一日でも早

く心から笑顔を取り戻せるために一人一人ができる事を支援することが大切だと思いまし

た。また、このような活動や知識をもっと全国に広め皆が理解し子供たちの将来が輝くも

のになるよう運動に力を入れていくことが大切だと思います。勇気を出して力強く歩んで

いる姿を画像を含めお話し下さった笠井さんに拍手です。頑張って下さい。有難うござい

ました。レモネード美味しかったです。 

・がんと聞くと死のイメージが強いが時代とともにいろんな治療法があることがわかりま

した。小児がんで頑張っている子供達、その病気を治そうと研究する人、関わるたくさん

の人々がハッピーになれる活動もっと知られていいと思いました。なぜレモネードなの

か？と思っていたことも分かりました。子供も周りの知らない子達と話したりする姿が見

えて 内容は難しかったと思いますが楽しめたようです。頑張って下さい。 

・このような活動があることは知りませんでした。ただ小児がんについて知りたかっただ

けでしたが何かのイベントがある時はレモネードスタンドの活動がないか探してみようと

思います。 

・小児がんについてわかりやすく簡単に説明していただきありがとうございました。少し

理解できました。健康であることの大切さを感じました。レモネードを通じて支援が広が

っていけば沢山の子供達を救える世の中になればいいと思います。夏休み自由研究にとも

考え図書館などで小児がんの本などを探しましたが大人向けだったり患者向けだったりと

中々見つかりませんでした。ちょっとした冊子などあるともっとわかりやすくまとめやす

いのではと思いました。 

・小児がんの大半は治るものであること、治るがゆえにその後の人生へ及ぼす影響(治療で

失う機能もあること)を考慮しなければならないことがわかったのは大変良かったのでは

ないかと思います 

・がんの中でも小児がんについてはあまり深く取り上げられることがないので今回の講座

を通じてよくわかりました。成人の病気と違って、あまりよく知られていないことが多い

ですよね。「レモネードスタンド」という活動を通じてより小児がんの研究や薬の開発が進

むといいなあと思いました。 

・小児がんについて勉強になりました。レモネードスタンドの由来も知る事が出来、今後

街で見ることがあったら協力したいと思いました。レモネードスタンド体験のレモネード、

心がこもった一杯でした。 
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・小児がんについての講義は分かりやすく、勉強になりました。レモネードという子供に

とって身近な飲み物でのこういう活動は今後もっと普及したらよいと思います。子供にと

って良い体験となりました。ありがとうございました、レモネード簡単で美味しかったで

す。 

・がんについて何となく理解があるようで知らないことが多いので子供と一緒にこの機会

に触れさせていただきました。とても辛い経験だと思います。皆さんにその時の経験や思

いを共有して下さってどうもありがとう。素晴らしい”レモン”の経験を生かしてきっと

素晴らしい管理栄養士さんになって下さいね。今日はお世話になりました。 

小児がんについて初めて知る事が出来ました。これから何らかの形で子供たちを応援して

いきたいと思います。このような活動をされている皆様には頭が下がる思いです。ありが

とうございました。 

・休憩中に下の子の迎えに抜けましたが、小児がんの講演(お話)が聞けてとても有意義な

時間でした。合わせて長男もレモネードスタンドに興味を持つことが出来とてもうれしく

思います。長男が今後活かせていけることを望みます。   

・講演については正直子供向けではなく大人でも難しい内容でした。いよさんのお話を聞

きながら、辛いこともあった中でそれを乗り越え明るく生きていることが素晴らしいと感

じました。自分も感謝を忘れずにいたいと改めて思いました。レモネードを見るたびにこ

のこと(レモネードスタンド)を思い出すと思います。本日はありがとうございました。 

・看護師を目指している娘にとって医学の勉強だけでなく患者とその家族の立場、気持ち

を知るいい体験になったと思います。病中で４才という幼い子供が世の中を変えた勇気や

力強さを知り自分の娘がそのことを知り今後どう影響していくのか楽しみです。 

・小学生対象のイベントなのでがんについての授業はもっと簡単にすべきと思います。こ

の会の目的が小児がんについて興味を持ってもらう事、ボランティア活動への理解を深め

るものならば小児がんに使える薬だったりの深い内容は不要では。大人としては興味深く

聞けましたが、子供にとっては“思っていたのと違う”という意見が多いと思います。体

験談は身近に感じることが出来、良かったと思います。小学校低学年と医療関係を目指す

高校生が同じ内容の授業を聞くのは難しいと思います。 

・レモネードスタンドに興味があって参加できてよかったです。こんな活動あることを知

らなかったので知れて嬉しかったです。また参加したいです。できる時があったら自分も

参加したいです。 


