
日本アドラー心理学会関東地方区シンポジウム 

「アドレリアン大集合！in 関東―ひろがる・つながる・わかちあう」 

アンケート集計結果 

2019/11/01 担当：下西 

○回答数 74（記名 50・無記名 24） 

 

Q１ 回答者の情報 

性別 男性 17  女性 54   未記入 ３ 

年齢層 10 代 ０  20 代 ２  30 代 ８  40 代 15 

50 代 25   60 代 13   70 代以上 4  未記入 ７ 

職業・専門 

（複数回答） 

会社員 ８  教員 ７  主婦 ７   

カウンセラー ４  医療関係（ナース等）４   

派遣社員 ２  保育士 ２  小学校支援員 ２ 

事務員 ２   パセージリーダー ２ 

その他（各１） 

大学生・大学教授・パート・ 

子育て支援・子育て支援 NPO 法人理事・ 

子育て総合支援センター所長・こども園園長・ 

医師・精神科医・歯科医師・SC・SSW・心理相談員・ 

企業の支援職・介護支援専門員・キャリアコンサルタント・ 

会社経営・会計事務所職員・委託業務・人事職・ 

代替療法家・船橋若者勇気づけの会・ナシ 



未記入 10 

アドラー心理学 

学習歴 

1 年未満 ２  1〜2 年 ８   3〜4 年 14   5~9 年 14 

10 年〜 16   20 年〜 ６  30 年以上 ７ 未記入 ７ 

所属学会 

（複数回答） 

日本アドラー心理学会 51  所属なし 19 

その他（各１） 

産業カウンセリング学会・日本発達心理学会・日本精神神経学会・

日本うつ病学会・日本臨床催眠学会・日本健康心理学会・日本臨床

発達心理士会・日本個人心理学会・北米アドラー心理学会 

未記入 １ 

 

Q２ シンポジウムをどこで知ったか（複数回答） 

関東地方区 HP 12  学会 HP 18  SNS 16  インターネット検索 ０ 

友人・知人など 32  未記入 ３ 

その他（各１） 

 向後先生講座・アドレリアン・銀杏の会メール・連絡網（２）・自助会（２） 

 関東地方区お世話役からのメール・パセージリーダー・田中先生メーリング・ 

 書物 

Q３ 満足度 

とても満足 34 満足 31 少し満足３ 少し不満３ 不満０ とても不満０ 

未記入 ３ 



 

Q４ Q３の理由 

＜とても満足＞ 

・色んなフィールドでアドラーを実践されている方々のお話を聞けて、おもしろか

ったです。 

・様々なフィールドで実践されているお話がきけておもしろかったです。 

・大竹先生のお話がとてもわかりやすく、アドラー心理学を学ぶとはどういうもの

かをあらためて聴くことができたからです。何度聴いてもまたお聴きしたくなりま

す。 

・多数の話を聞けたこと。 

・各分野で活躍している方々のお話が聞けたので。 

・様々な分野で先を行く皆様のお話しが聞けたことです 

・アドレリアンとしてモデルとなる方たちから直接話がきけたから 

・シンポジストさんそれぞれのお立場からのアドラー心理学の話がお聴きできてと

てもよかったです。アドラー心理学を実践するきっかけになったできごとがあり、

実践されてきた方々のお話は深みがあり感動しました。 

・再度勉強するための順番がわかった。 

・それぞれのパネリストから（以下記述なし） 

・アドレリアンの集まりに参加でき、うれしかったので。 

・様々な分野の方のお話が聴けてよかったです。援助職の方々がグループを作って



学ばれているのが新鮮でした。 

・どの方も限られた時間の中で簡潔にわかりやすくお話されていました。たくさん

のお話が聞け濃い内容でした。 

・とても楽しいお話で、ニコニコ笑いながらアドラーの基本が、再びすとんと心に

入ってきました。とても有意義な時間を過せました。 

・向後先生のお話を聞けてよかった。 

・それぞれの分野の方のアドラー心理学の話をきけた。 

・アドラー心理学を、深く学んで実践されていらっしゃる方々のお話が、うかがえ

て、とても勉強になりました。 

・いろいろな角度からのお話があったので、分かり易かったと思います。 

・私が大好きなシンポジストさん達のお話が聞けたから 

・総会とは又違った少しくだけた感じで、楽しく聴かせて頂きました。 

・最近耳に入っていたネガティブな話を払拭する内容と思えました。 

・とてもフランクなお話がきけた。 

・５人もの先生方の内容を 3000 円で学べるお得感 

・アドラー心理学の基本をじっくり学べました。理論と思想を幅広く紹介し、アド

ラーにどう関わり自分がどう成長し、変わってきたのかフレンドリーに語っていた

だきました。 

・熟練の先生方のわかりやすいお話で、とても整理できました。 

・様々な立場の人から実践的なお話が聞けたこと 



・５人のシンポジストが各々の立場からアドラー心理学を語られたことは多面的で

違った色どりを感じられ面白かったです。 

・具体的に分かりやすいお話でした。 

・各方面の方のお話がきけてよかった。樋澤さんと岡山さんのかけ合いしながらの

子育てエピソードはすごくよかったです。 

・向後先生の講義が大変良かったです。田中先生のお話がとても役に立ちそうで

す。 

・具体的に実践されてる内容を聞けて参考になった。 

・いろいろな角度から様々な活用されている事例が知れてよかった。 

 

＜満足＞ 

・先生方個人の思いや学びの背景を知ることができたため。 

・それぞれの立場から、お話しいただいたのですが、分かりやすく、学んでいるこ

とも多くあったんですけど、アドラー心理学の大切な事を再び学びました。 

・それぞれの方が 20 分という短い時間でぎゅっと濃いお話をわかりやすくまとめて

いただいてる内容を聴くことができてよかったです。 

・多様な立場の方のアドラー心理学を聞けたから。 

・幅広い分野のお話が聞けたから。 

・学会の主催のシンポジウムとして聞いて楽しく学べました。 

・いろいろな分野での話が聴けてよかった。 



・色々な視点での意見をきくことができて良かったです。 

・それぞれの学び方があること 

・それぞれの分野・立場での実際の活動内容や、お考えをお話しくださったこと。 

・学会員でないのに開かれた会だったため、色々と学びが多く楽しめたから。 

・シンポジストのみなさんのご意見などがゆっくりきけました。 

・色々なお立場の方のお話しがきけてよかったです 

・皆さんの今までの流れ、学び方、変わった自分、「自分は何をできるのか」を考え

ながら聞くことが出来た。 

・様々の立場の講師の話をきけた 

・色々な分野の人の話が一同（ママ）に聴けてよかった 

・自分自身への勇気づけになった所がある為 

・総会で議論すべき内容の質疑応答の方向にやや行っていましたので少し減点。会

長のお話が圧巻！！ 

・それぞれの領域で、アドラー心理学との出逢いやきっかけから実践にいたるまで

のストーリーを聞くことで、改めて自分の今後を考えることができた。 

・基本に戻れた感じ 

・今後の学会のあり方について広い方々と共に意見交換できたから。 

＜少し満足＞ 

・後ろから２番目の方の講演がわからなかった。「実践を。」という割に発表の中身

は全く学問のみの発表で実践をしようと思わない。タイトルが大げさすぎた。その



他の皆様からは実践されている匂いがして、わかりやすく、実践しようと思えた。 

・各先生の話はもっと深く聞きたい 

 

＜少し不満＞ 

・質問者が何にこだわっておられるのかよくわからなかったんです。 

・ちゃんと意見を「誰でも」わかるように語らない人がいた。 

 

＜未記入＞ 

・それぞれの立場からの切り口が面白かったです。 

・樋澤さんと岡山さんのかけあい、よかったです。大竹さん、尾中さん、向後さ

ん、田中さんのもわかりやすく、しかも実践をちゃんと伝えてくださり嬉しかった

です。 

 

Q５ どんなことを学んだか 

・アドラーが〇〇と言った、などではなく、自分が他者や社会のために何ができる

か、という思想に基づいて行動することが大切という点。 

・自分にできることを考える！それに尽きる、と思いました。 

・理想と思想に沿っている考え方かどうかいつも考える事、を学びました。シンポ

ジストさんが一様にグループで学んでおられて、１人では学べないと学びました。

みなさんそれぞれが自分にできる事をされていて、共同体の中で私もできる事は何



か？といつも考え行動したいと学びました。 

・座学・実践・仲間というお話の中で、特にこんなにも多くのともに学んでみえる

仲間（先輩方）がみえることに勇気づけられ、学び続けることの大切さを学びまし

た。 

・援助職の、クライアントの個人情報の守秘義務についてのお話で「一般のお客さ

んがきいても面白いだけ」（だから本職しか研究会に参加できない）というフレーズ

が心にのこりました。 

・口先アドラーになっていないか、点検が必要ということ。 

・シンポジストの方々がどのようにアドラー心理学と出会い、どのような構えでア

ドラー心理学を学び、実践していらっしゃるかが垣間見えました。一学会員として

自分にできることを考えていきたい、いくべきかな、と学んだ。 

・田中禎先生が最後でおっしゃっていたように、“知ってしまった責任”があるとお

っしゃっていましたが（ママ）、私も、知った以上アドレリアンのはしくれとして、自

分にできることをして社会に対してレスポンシビリティをもって生きるということ

を学びました。 

・これまでもこれからもどのように学んでいくかを学べました。 

・座学と本当の実践。先輩達にも初めてがあり、どんな実践をして来たか 

・先輩アドレリアンから様々なお話を聞きたいです。 

・自己点検 

・アドラー心理学では実践が必要でそのためには仲間が必要だと学びました。 



・今後、自分の関わる、できることをしていきたいと思いました。 

・それぞれ立場があって、その立場でできることを実践しお話しされる姿を感じ、

「だれもが学んでいる最中」という田中先生の言葉がぴったりしっくりきました。 

・自分は保育士なので、尾中さんのお話に感銘をうけました。自分もアドラーで保

育をし周りに伝えていきたいと思います。 

・口先アドレリアンにならない事、共同体にできること、を改めて考えました 

・少しずつアドレリアンになってもいいと思った 

・まずは自己点検 自分がアドラー的な暮らし方ができるようにしていきたいと思

います 

・たくさん学ばせていただきました。改めてアドラー心理学に希望を感じました。

私にできることをしていくこと、していきたい！と思いました。 

・「口先アドラー」「世のため人のため」仲間が大切 

・問題解決のためにアドラーを学んだという体験談と自らの学習、実践方法につい

て一考できた 

・それぞれの場で、アドレリアンとして活動されている方々のお話をきけて、大変

よかった。患者さん、子ども、人々、すべてがよくなっていくこと、世界の平和を

目指すこと、をみなさんが口にだしてくださったこと、大変よかったです。 

・学び続け実践することの大切さ 

・理論、思想、技法を別の表現で向後先生はされているのかなと思いました。 

・アドラーの学び方を再発見させていただきました。 



・アドラー心理学を学んでいる方々の、ほわっとした雰囲気を生で感じられまし

た。 

・劣等感、自己執着などについて 科学は＊＊＊（３字判読できず）できる 

・たくさんの仲間がいることをあらためて知り、心強く思いました。（※最近、こも

り気味でした・・・。） 

・自分にできることは何かを考えて、自分のできることを、コツコツと、実践する

ことが大切だと、再確認できた。田中さんの共同体感覚＝一緒に！は、とてもよく

わかりました！ 

・アドラー心理学の基本 

・パセージリーダーとしてこれからも精進していこう！ 

・普段は（ママ）大先輩の方々からアドラーとの出逢いやエピソードを聴かせてもらっ

て楽しく勇気づけをしてもらった感じがしました。身近に感じられて嬉しかったで

す。アドラーお基礎のところもシンプルに話して頂き、わかりやすかったです。大

竹さんの思想と理論に沿った技法の実践でアドラー的な暮らし・・という所は、と

ても理解しやすかったです。 

・皆が力を合わせて、楽しく学ぶとすばらしいことが可能になる 

・関東の学びの場の雰囲気（違いを）しみじみと感じました。 

・どのような経緯で学び始められたか、聴かせていただき、それだけでも、私にと

っては、一つの勇気づけになりました。 

・アドラー心理学の基本を再確認できました。 



・相手を信じ、自分ができることを考えるのが大切だということ。 

・自分の日常での実践がまだまだだと改めて思った。 

・たくさんの所で、様々な立場で、アドラーを学び広めている人がいるのだな、と

いうことを学びました。とても心強く、ありがたいです。 

・向後先生のアドラーしか、知りませんでしたので、他４名の先生方のアドラーの

学び方を学べた事（色々な角度から学べる） 

・指導的な立場の方々が本気でアドラー心理学と学会を担っていく覚悟が感じられ

ました。 

・自分の学びをどのように深めていくかの道を学＊（１字判読不能）る手段 

・やはりアドレリアンとして改めて伝えていく援助者としての（ママ）活動していきた

いと思います 

・立場や職業を越えて、一緒に話し合うことの大切さ！！アドラー心理学の実践の

大切さ 

・仲間の中で自己点検をすることを再識意（ママ）したこと。 

・いろんな立場でいろんな学び方で、みなさんアドラー心理学を愛しておられるん

だなー！と思いました。 

・それぞれの先生がご自身のフィールドについてイキイキと語って下さっていてス

テキでした。私もそうありたいと勇気づけられました！ 

・アドラーの理論をもう一度しっかり理解し実践し、仲間になり、仲間を増やして

いくこと 



・アドラー心理学を学ぶ上で大切なこと（座学、実践、仲間）を改めて確認できま

した。 

・多様な視点から、アドラー心理学を学ぶ姿勢 

・アドラー学会の組織より個々の講師のアドラーへの想いをもっと伺いたかった 

・アドラー心理学の、湯につかってる今、学ぶことの大切さを実感 

・結局全員が善意で「結果的に」誤ったことを言ってしまうのだなあ。しかも多く

の人はその事に気がつかない。 

・アドラー心理学を知ったことでよりよい生き方、仕事への生かし方などができる

ようになった反面、大切なことを伝えることは本当に大変なことで、地道にていね

いに伝えることの重要性が理解できた。 

・学び、実践しつづけるエネルギーを保っておられるのがすごいと思います。 

・アドラー心理学の日常での実践 

・アドラー心理学は理論と思想が重要だということ。 

・それぞれの立場で実践され、その上でみな仲間なんだと思える内容でした。 

・向後先生の話では、アドラー心理学をアドラー歴史、他の理論、心理学を含めて

概観するところからはじまり、その素晴らしさを学ぶことが出来ました。科学とし

て生きることを学び、それを実践していくことの重要性を学んだ。 

Q６ 今後学びたいこと・要望 

・今後もアドラー心理学をもっと学んでいきたいです。 

・パセージを学びたいと、前々から思っています。どうしたら良いか分からないま



までいます。初めて参加したので、学会の紹介等があったら、良かったなと思いま

した。案内だけでも。 

・実践を続けていきたいです。 

・一つのテーマを深く掘り下げたものも学んでみたいです。 

・基礎講座〜学びたいのですが、関東近くでの開催が少なく、なかなか参加できま

せん。できたら、東京方面での開催をお願いします・・・。 

・基礎講座理論編、応用編を学びたいです 

・劣等感と補償について学びたいです。 

・家でも職場でもコツコツ実践していきたいです。 

・教育保育分野のアドラー心理学を実践されている方のお話が伺いたいです。 

・まずは、パセージフォローに参加したいです。禎先生の支援者の勉強会も参加し

たいです。人事も支援する場面があり、苦しい事もあるので。 

・「アドラー心理学」 

・部下に対するほめ方、経営に対する心構えについて、アドラーが使えるようにな

りたいです。子育て支援プログラムでの学習する項目を参考に、何を学べばよいか

参考になるかと思います。 

・まだまだ、アドラー心理学は学びの最中で、なかなか理解が浅いので、理論はも

ちろんですが、実践している方々のお話をたくさんお聞きしたいです。 

・カウンセリング 心理療法 

・自己勇気づけができるように、学んでいきたいです。 



・まずはもう少し深く知りたいと思いました。 

・共同体感覚の育成 実践を通じた学び 

・共同体感覚について増々意識していきたい 

・口先アドラーにならない自分になるために・・・ 

・私たちは不登校・ひきこもりなど自立の課題が深刻な子をもつ親達の集まりで

す。アドラー心理学が深く役に立ち、学びながら行っています。パセージ適齢期の

子だけでない可能性を感じています。交流がしたいです。 

・文献を読み実践を（アドレリアンとして）つむこと 

・実生活の中でのエピソードをきかせてもらいたいです 

・多くのリーダーの方達が、次の世代にアドラー心理学を実践的に伝えて行こうと

されていると思いますが、伝えられる若い方々にどのように受け取られているのか

聞いてみたいです。 

・テーマを絞っての学びの場としてのワーク方式で行なってもらえるとうれしい。 

・今後もこうした意見交換の場が続くといいですネ。 

・学会への要望は特にありません。学んだことを日常生活の中で地道に実践してい

きたいと思います。 

・アドラーをしっかり学び子育て支援に役立てたい 

・このような学ぶ場はとても有難いです 今後も計画して頂きたい 

・実践されている人々とつながる場はうれしいです（要望というわけではありませ

ん） 



・アドラー心理学をどう学び、実践していくか 

・会社人にとってのアドラー心理学活用について学びたい。 

・パッセージ・・・社会人の自分育て（育自）のパッセージってないのかし

ら・・。企業分野の支援していると、おすすめしたいのにすすめるツールがあるの

かないのか・・・自分で作ってもよいのですが、地方にいる社員にすすめられなく

てちょっと困ってます。 

・科学として学び、実践の中で試行錯誤しながら継続して学び、自分とまわりの人

をも、より生きやすく、豊かな人生を実現出来る様にしたい。 

 

 

Q７ その他 

・シンポジウムを企画・開催していただき、ありがとうございました。（他、同様の

謝辞 14 件） 

・スタッフのみなさま、お疲れ様でした。（他、同様の文章 ２件） 

・ご盛会おめでとうございます。最後まで参加できず残念でした。 

・どなたでも参加 OK で学会以外のアドラーの方とつながりをいろいろと考えて行

くのかなー、と思って来ました。最後の質問も回答も興味深かったです。 

・これだけの多くの来場者が出席されていたのには驚きました。自らも、今日のパ

ネリストのように今後学べた、生きてこられた経験が得られるようにしたいです。 

・もっとかたいお話かと思っていたのですが、お話された方々のお話が、ユーモア

もあって楽しく聴けました。（参加してみて、敷居が高くなく、意外な感じでし



た。） 

・明るい未来を感じることができました。なごやかな雰囲気で、とてもよかったで

す。 

・参加させてもらって良かったです！ 

・安全に対話できる場所をつくってくださってありがとうございました 

・アドラー心理学は、とてもシンプルでとてもあたたかく深い学びだと思っていま

す。ぶれずに学びつづけたいと思います。 

・こういったシンポジウムを、広報リリースして、メディアに関心を持っていただ

くのも、あっていいのではないかと思いました。 

・「ア保連」のような活動がもっと広がるといいなと思います。教師たちの会も広が

るといいなと思います。 

・学会の場所との移動がないとありがたい 

・理論と思想を実生活でもう一度見直しをします。 

・自由に意見を言えるなごやかな雰囲気でした。 

・１つだけ、今日のプログラム２時間半の中で、途中休憩を入れていただけたらよ

り集中できたと思います。 

・時間は短かったが楽しかった 

・田中先生、素晴らしかったです。勉強になりました。 

・道案内の方、ありがとうございました。迷わずにすみました。とても楽しく過ご

せました（会全体）。 


