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参加者アンケート結果 
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A-5 第 5 回関東地方会全体について、ご意見・ご感想などご自由にご記入ください。 

39 件の回答 

 

準備の苦労が多かったと思います。大変お疲れさまでした とても良いオンライン学会だったと思います 

 

午後のワークは実験的で準備多大変だったと思います。１事例にしてグループ討議にしたほうがいいかなと思いま

す。 

 

制約のある中での企画・運営はご苦労が多かったと思います。ありがとうございました。 

 

午後のワークは自分の事例でやっても面白いのかなと思いました。参加者同士で直接意見交換できると良かったなと

思いました。ありがとうございました。 

 

実践者だけに注目した実践ではなく、その先にある相手のことを見たお話はとても勉強になりました。ただ、シンポジ

ウムは長時間となるので、スライドを使ったりして、参加者の人がお話をより身近に感じられるような工夫があるともっ

とよかったと思います。適度に休憩を入れていただいたのはよかったですが、お話を聴くとき発表者だけ移されるのは

とても疲れました。 

  

地方会でほかの参加者とほぼ触れ合う機会もなく終わってしまったことによって地方会の在り方自体に疑問を持ちま

した。  

 

準備、運営おつかれさまでした。そして、ありがとうございました。また参加させてください。 

 

Zoom のセキュリティを懸念されているようですが、他の学会や勉強会などでも Zoomはかなり使われているので、や

や心配しすぎではと思いました。折角の相互コミュニケーションの機能が活かされなかったと感じました。また、午後の

仮想事例では２つとも親子関係を扱っていましたが、夫婦関係や友人関係などがあれば、自分にとっては、より身近

な内容になりました。 

 

大人数をきちんとまとめておられたと思います。一人ワークは、あるいは事前に、取り組んでおいてね、という宿題でも

よかったかも。そうすれば、有資格者様方の模範解答を出さずとも、シェアリングで意見を交わす時間があったかもし

れないですよね。グループの力、というのが好きなので、どうしてもそう思いますが、個人でじっくり考える時間がとれて

よかった、という声もあったので、一つの意見です。 ワークの内容についての感想は、学会掲示板に書き込みたいと

思います。 

 

午後のワークはグループで話し合いがあってもよかったと思った。 

 

関係の皆さまのご努力に感謝いたします。コロナ禍でできることを探ってくださって嬉しいです。リアルで皆さまに会え

ることを楽しみに！ 

 

午後のワークについて、担当の皆さんお疲れさまでした！とても考えやすく進行を練ってくださり、イメージしやすかっ

たです。それぞれのエピソードに対しすごくたくさんのいろんな代替案があって、どれとも違う自分の代替案を見てこれ

もきっと『違った視点』としてアリなんだろうなって思えました。皆さん感想で仰っていましたがグループセッションの時間



がとても短く感じ、自己紹介で終わってしまいました。それだけが残念でしたが、かえって自分と向き合うことに焦点が

合ってよかったかもしれません。ほんとうに、ありがとうございました！ 

 

シンポはとても入念な準備の下で発表され、大変エピソードや変化がわかりやすく興味深く聴くことができました。一人

ワークは、想定事例 1がとても勉強になりました。参加者との話し合い等があった後で、有資格者の回答が聞けると

効果的で意味も深まるように思いました。準備された方々、お疲れ様でした。 

 

司会の方の指示があいまいで、ブレイクアウトに分かれた時何人が正解で初めていいのか分かりませんでした。また

午前の時間も予定より 20分も早く終わって少し早すぎではと感じました。 

 

アドラーを学ぶ仲間に出会えるので非常に好きですし、また学びが多いので非常に良かったと思います。都合がつく

なら毎年参加させていただきたいと思っています。 またシンポジストに去年（去年？一昨年？確か去年…）なりました

が、またやってみたいと思っています。皆さんのエピソードも聞けて、ワークもあって最高だと思います。 ただ、聞く、ワ

ーク的な作業が中心で、皆さんと「知り合う」点に関してはちょっと少なかったかなぁと言う感覚があったので、できれば

ワークを共有できる場や、最後に進言しましたが参加希望の方だけでも良いので、会の最後に途中退出可のオフ会

みたいな感じでワークの事、アドラー心理学の事、参加している分科会の事、どんな学びを自分がしているか、などな

どを共有できる場をゆっくり設けていただければなぁ～と思っています。 現在は Zoom 版で地方などの別の分科会に

も出られるので、顔を出して自分が所属する分科会との違いを感じてみたり、仲間と知り合ってみたり、「今の時期」だ

からこそできる活動も含めてやってみたいと思います。（※ただ、仕事が忙しすぎて、日程忘れちゃったりすることが多

く、自分が所属する分科会でもけっこうやらかしてしまってますが…苦笑）  

 

運営のみなさまのご努力に感謝しています。 来年度以降も期待してます。 

 

ありがとうございました。とても勉強になりました。いつか直接お会いして、お話する機会があれば嬉しいです。 

 

ほぼ 1人で画面に向かっているだけの 1日だった印象で「仲間と学ぶ」という良さはあまり感じられなかったのが残念

でした。 

 

午前中は連れていけない４名の方のそれぞれのエピソードを聴くことができ、それぞれの学びをシェアしていただくこと

で、いろんな気づきが生まれました。 午後は、何名かの方がおっしゃっていましたが、仮想事例の時に、グループに

分かれて話す機会があったら…と感じました。 一人で考えるという目標は達成できていましたが、そこからグループで

話す機会があったら、より深めることができたのかなと感じました。 有資格者の答えを発表していただくことで、引き出

しを増やすことができました。 日々の気づきを大切にして、積み重ねていけるようにしたいと思います。 

 

シンポジウムを「質問／回答」という形式にしたこと、ワークを一人で取り組む形にしたことが、新しい試みだと思いまし

た。準備がとても大変だったことが想像されますが、皆さんが互いに協力されたことがよく分かり、感動でした。 

 

午前は、複数の方の体験談や、今まで学んできて、それまでとは変わったこと、を聴かせていただき、パセージやアド

ラー心理学の考えを、生活で活かすと、自分も周りも、平和になっていけるのだな、と知れて、よかったです。年齢のち

がう子どもたち、兄弟や思春期のこどもち、親や職場の方、など、様々な相手とのやりとりに、アドラー心理学の考え方

で、対応していけると、わかりました。 

 



午後のワークは、こまったの中のよかった、の探し方というか考え方を知れたのと、ワークを２つやって、練習ができ

て、少し体で覚えられたような気がするので、今後、こまった、と思った時に、よかったを探してみよう、できそう！という

気になれています。ワーク前半に出したタイトルと、ワーク後半に出したタイトルが見事に真逆で笑えました。見方、考

え方、によって、こんなにも私の中の物語は変わり、その後が全くちがった物語になっていくのか・・・と驚きでした。よ

かった！いっぱい探していきたいです。目先の困ったばかりに気をとられずに、全体や周りや、過去未来、も見据え

て、仲間に協力したい！という気持ちで人と接していけたらいいなと思います。  

 

三重から関東地方会へ参加させていただき、多くの学びがありました。お世話役のみなさま、発表してくださったみなさ

ま、ありがとうございました。参加させてもらえて、よかったです♪ 

 

コロナ禍での地方会を工夫しながら開催してくださいましてありがとうございました。いろいろな角度から学ぶことがで

きたと思います。私は、本業の関係で、今年、唯一参加できる地方会でした。午前中のシンポジウムでは、アドレリア

ンの雰囲気が画面越しにも伝わってきて、「そうだった。これだった」と思い返すことができました。準備等、たいへんだ

ったと思いますが、シンポジストさんが、日々、真摯に実践されている様子を聞くことができて、見習おうと思いました。

ありがとうございました。 

 

第５回関東地方会に初参加しました。関東地方会に関わられた方々に感謝申し上げます。ありがとうございます。 午

前中の発表は発表者の方だけではなくパーティーを組まれた方との二人三脚の発表だったように思います。その連携

プレーが非常に協力的で素晴らしいものであったと感動いたしました。 午後のワークについて 今回、実験的な試み

ととしてグループワークでなく 1人で行うワークでした。じっくり 1人で考える時間もよかったです。書いたものをグルー

プでシェアする時間をとっていただけると更に選択肢が増えたかもしれません。  

 

皆さま、ありがとうございました。 午前の部では、４人の方の事例とても楽しく聞かせていただきました。 リーダーの

質問や投げかけもあって理解しやすく、どんな願いを持っておられるかが伝わって、温かい気持ちになりました。 午後

の部は、テキストを見ながら考えワークシートに書き込むことができました。 有資格者の案がたくさんあって面白かっ

たです！ パセージと勇気づけの歌の引用もあり、選択肢は一つじゃないことがよく分かりました。 会に持ち帰ってメ

ンバーにシェアしたいので、案を資料として送っていただけたら私も嬉しいです。 グループ分けでは、感想を話し合え

ました。 徳永さんが勇気づけの歌８を参考にしたと仰っていて、今日の地方会で８の「よかった！」の意味を体験でき

てよかったと思いました。 オンラインなのに、今日は長時間でも疲れることなく最後まで楽しんで学べました。 担当の

みなさま、本当にごくろうさまでした。 心より感謝いたします。 

 

午前中のシンポジストのお話が、圧巻でした。どれ程の時間をかけてご準備されたかと思います。 自助会での報告や

ワークが、どれだけ大切か、そこで皆さんと検討されたことが、発見や気づきを生み、自分の実践と変化につながった

のですね。ご意見にありましたが、ブレイクセッションタイムを午前、午後の双方に入ると、発言しやすくなるかと思いま

した。 これまでのご準備、本当にありがとうございました。 

 

全体として、とてもしっかりと企画、準備、運営がされていたと思います。 関東地方の会員が多くかかわる手作りの地

方会であることが素晴らしいと思いました。 ありがとうございました。 

 

zoom でのオンライン形式でしたが、運営の方々の温かい心持ちが伝わる丁寧に進められた会だったと思います。 

初地方会参加、初シンポジストと初づくしでしたが、安心して参加できました。 運営の方々のご尽力に感謝申し上げ

ます。 ありがとうございました。 



 

初めて参加させていただきました。オンラインということで、各地から参加しやすく せっかくなので、たくさんの人とお話

しする場があったら、嬉しかったなと思います。 開催にあたり、発表者さんやお世話役の方々 学びの場を作っていた

だきありがとうございました。参加できてよかったです！ 

 

本日はありがとうございました。当日に向けて準備してくださったみなさま、ご尽力くださった全てのみなさまに感謝申

し上げます。 

 

全体的には良く構成が工夫されていて、オンラインの制約の中では、学びの大きい会になったと思います。午前中の

各シンポジストの発表は、それぞれに興味深く聞くことができました。各シンポジストの発表の直後に質疑の時間を設

けるか、全シンポジストの発表後に休憩を入れて、参加者に質問や意見を考える時間を与えれば、より具体的な質問

や意見が出やすかったかもしれません。  午後のワークは、進行が良く計画されていて、１人でも取組みやすい工夫

が感じられました。ただ、5-1の別の対応を考える箇所は最も重要なところでもあり、もう少し長い時間をいただいても

良かったかもしれません。  参加者の意見交換による学習や親睦を促進する趣旨からすると、最後のブレイクアウト

セッションのような時間はもう少し増やした方が良かったように思われます。  最後に、本地方会の企画・実行に当た

られた皆様に深く感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

地方会の準備から当日まで、更には今後まで～本当にお疲れ様でした！そしてありがとうございました！とても有意

義な会に参加できて幸せです。zoom の難しさを見事にカバーしてらっしゃった皆様の努力は半端ないと思います。参

加した方々ともう少しお近づきになれたらと欲が出てしまいました＾＾；午後のワークは zoom を使って安心して学べた

のでとても参考になりました。ありがとうございました！ 

 

運営チーム、それぞれの役割をしっかり務められてのバトンリレーが素晴らしかった ・午前のインタビュー形式の発表

は、醸し出す雰囲気が 4組それぞれ、実践のやり方も発表者の強みを生かした個性あふれたもの、でどれも楽しく、

興味深く聞いた （なるほど～、おぉ！それは凄いなー、と感動しながら…） 

 

今日までのご準備、大変ありがとうございました。今回、初めてワークづくりという形で参加させていただき、本番を迎

えるまでのプロセスに多くの時間を使ってくださっていることが、よく分かりました。運営のみなさま、本当にありがとうご

ざいました。 

 

スタッフの皆さんの入念な打ち合わせがなされて作り上げられた地方会であることを感じました。コロナ禍でも自助グ

ループの活動が感じられました。他地方から参加させていただきありがとうございました。強いて言えば。ミュートの時

間が長く、しゃべらないのが意外にも疲労感がありました。 

 

初めての参加でしたが、とても学びの多い一日となりました。 午前は、皆さんが真摯にアドラー心理学を学び、実践

する様子がよくわかり、自分も勇気づけられました。 オンラインワークもとてもわかりやすく、学びやすかったです。もう

少し考える時間があると、ありがたかったです。 

 

運営委員の方々、シンポジウムのパネリストの方々、お疲れ様でした。 原稿を書いたり、修正したり、練習したりと、

多くの時間をこの地方会の成功のために、費やしたことと思います。 運営委員のスムーズな進行や、パネリストとの

自然なやり取りは、各地のフォロー会に参加しているようで、zoom を通して、繋がりを感じました。 所用のため、午後



のワークには参加することができませんでしたが、午後のワークもきっと実りあるものだったと想像します。 今日一日

ありがとうございました。 

 

15時から予定があり、最後のグループに別れての話に参加できず、すみませんでした。遠くの方と交流する良い機会

でしたのに、残念です。 

 

特にワークの事例の選択がとても勉強になり、感謝しています。 

 

午前は、シンポジストさんとサポートの方の掛け合いがそれぞれのグループで味があり、関係性の温かさを感じました

し、シンポジストさん学びの成長の物語を聞けて感動しました。 午後は、個人個人がワークに取り組む形でしたが、相

談者や相手方に関心を持つ練習が出来ました。また、普段のフォロワー会ですと代替案の幅が少なかったり、内容に

偏りごあったりするので、選択肢を沢山見せていただいたと思います。 ありがとうございました。 

 

時間的にも、内容的も、すべてが流れるようにスムーズに行われたことは、開催に関わった方々の事前準備の賜物と

感じています。どれほど時間と労力を割かれたことか…参加させていただけたことに感謝しております。ありがとうござ

いました。 
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B-5 今回の発表の中で、印象に残っているのはどんな話か。また、それは、どうしてかご記入

ください。46 件の回答 

 

それって地球にとってどうなのよ アナーキーに陥らないために共同体感覚を目指すことは必須項目 

 

午前中の竹川さんの体験です。今自分が置かれている状況に役立ちそうです。 

 

竹川さんのお話がとても面白かったです。福島さんとの掛け合いもよかった。 

 

竹川さんのお話。実践されているお話がきけてよかった。 

 

よかったを探したことによって子どもと話し合う機会を作り今もよい関係を築かれているお話です。アドラー心理学の子

育ては、親の自分が学ぶことでその先にいる子どもを援助するためにあると思っているので、ご自身から見た認知だ

けのお話は独りよがり（自己欺瞞・課題の肩代わり）になりかねないと考えているからです。 

 

両事例とも、すでに子どもは知っていることに親の課題意識がある。 

 

親子関係を卒業しているので、いずれも自身としての関係にはつながりにくい。 

 

志津子さんのお話です。いろいろと取り組まれた結果、今の親子関係がとてもよい、ということが一つの答えだろうと思

います。尊敬できる先輩ですね。 

 

困ったことの中によかったをみつけ、その上での対応が世界にとってどうなのか吟味すること。 

 

「よかった」を軽快に見つけることのステキさを感じました。竹川さんのお話は特に。「よかった」を見つける力が増せ

ば、次の展開に進める可能性が広がりますね！ 

 

自分がサポートのお役目をしましたので、その感想になってしまいますが、、原田さんの勇気ある一歩を見守り、励ま

し、一緒に考え、よいところを最大限に表現できるよう提案し、あくまでも自分色を出さない。という今回の体験はでしゃ

ばりの自分にとってほんとうに修行のようでした。シンポジストを引き受けたときより大変でした。そうして原稿に取り組

む中で原田さんが『よかった、を広げていく』という視点を持ってくれたことがほんとうに嬉しかったです。みんなそもそ

も自分にできることをしているんだけど、それを今一度見て、この先に向かっていく、ということの大切さを学ばせてい

ただきました。 

 

竹川さんのエピソードを聞いて、関係重視から共同体感覚の育成へと子育てが進化していくのが興味深かった。 

 

最後の発表の方の勇気づけ名人のお母さんからの竹川お母さんと息子さんのお話がとても印象的でした。やることが

素ッとわかって実践できる方はこんな風にすぐ実践できるのだと羨ましくなりました＾＾発表の中から「よかった」を見つ

けるところまで実践できるかは内容がそんなに深くなっかったのでわかりません。 よかったの使い方を改めて見つめ

なおせてよかったです！ 

 

福田さんの、写真を見る話 その工夫がとても素敵だと思いました。 



基本、シンポジスト皆さんのお話全部印象に残っています。 全員とワークも含めた共通内容として本日最も印象に残

ったのが、 ①実践することの大切さ ②実践することで、何か道が開ける/変わることになること ③感情に流される前

に考えられる事は多いこと ④感情的になった時ほど、課題解決や自己成長を放棄していること などなどでした。皆さ

んのお話の中に特にこのような感じの印象を受ける内容が多かったので印象に残りました。 

 

三者三様のお話、何回もお聞きすることができました。それぞれの方の実践を深く繰り返ししれたことが何よりです。 

どれも印象的だったと思います。 いい加減ですみません。 

 

竹川さんのアナーキーの件です。自分の気持ちがプラスであっても、共同体感覚を教えるのが親の役目であること、

忘れずにいたいです。 

 

「「地球にとってどうなの？」という問」「「いつまでそうされてますか？」との野田先生の言葉」 

 

竹川さんの「1万円を盗むドロボー物語」が「うちの子、やっぱり天才！？物語」に変わったりするいいところ探しの効

能がすごいなと思いました。 

 

最後のエピソードで、困った時に、すぐに良いところを探そうとされている切り替えの早さに感動しました。 日々の積み

重ねで、そういう切り替えができるようになっていくと思うので、日々を大切にしていきたいと、改めて感じました。  

 

具体的な事例を通して、うまく行ったこと、行かなかったこと、改めて気づいたこと、また仲間と一緒に協力したことなど

が語られていて、とても分かりやすかったです。それぞれの方が、アドラー心理学の理解を深めていく過程を知ること

ができて、どのお話も印象深かったし、感動的でした。 それから、シンポジウムをしながらチャットを使うことについて

ですが、私は、チャットを読みながらシンポジウムを聞く、ということが苦手です。チャットを読んだり書いたりしていると

シンポジストさんの話が聞けません。なので、今回はチャットを読むことを断念して、シンポジウムを聞かせてもらうこと

に専念しました。それはそれで、良かったのですが、チャットで感想や質問を書くのは、休憩の間に限っていただけると

ありがたいです。（でも、若い皆さんは、こんなこと何の苦労もなくされているのかもしれませんね） 

 

森さんのお話。私は、子育て中のママばかりの自助グループで学んでいるので、息子の立場からみた母への意見が

新鮮でした。森さんとお母様の帰省時間の会話から、私と息子の日頃の会話が浮かんできました。息子は息子で私と

は考え方がちがうということを改めて意識できました。そして、パセージやアドラー心理学は、子どもとのやりとりだけで

なくて、親とのやりとりや、職場でのやりとりにも、取り入れられることや、取り入れ方が、少し知れた気がしました。  

 

みなさんのお話の中で印象的なものがそれぞれありました。が、中でも竹川さんの「(自分の対応が)これでよいと思っ

たら危険」というお話が身につまされました。 

 

4人の方、それぞれにエピソードから困ったことから良かったことを見つけ出したこと。そして全員が、考えに止まらず

行動に移しているとろです。 

 

森さんのお母さんとのエピソードが印象に残りました。私と息子の関係にリンクしたので。それから、竹川さんの「地球

にとってどうなの」と「自信のある時が危ない」もはっとしました。自分も点検しながら実践していこうと思いました。 

 

竹川さんのお話しに、「困った」と、「よかった」が、分かりやすくちりばめられており、心を打ちました。 



竹川さんの、「うまくいっているときこそ注意」（言葉は少しちがいますが）という内容のお話が印象に残りました。アドラ

ー心理学を学ぶ謙虚で真摯なお姿を見習いたいと思いました。 

 

竹川さんの「地球にとってどうかと考える」の辺りは、目先のことに捉われがちになる私を引き戻してくれました。共同

体感覚について、改めて学びたいです。 

 

福田さんの兄弟げんかの事例。困った部分に目を向けるのではなく、よかった部分に焦点をあてる。自分の陰性感情

をコントロールし、相手の良かったに気づき、よかったを生かす具体的な案(キャンプなど)を知れて 私もやってみよ

う！と思い、自分の実践に繋げて考えられてよかったです。 

 

みなさん、それぞれに印象に残っています。共通しているのは、みなさんご自身がアドラー心理学を実践されて変化し

ていかれたのが印象的でした。 

  

家のお金を持ち出した息子に対しても、ストレンクスを探して冷静に対処しようとしたお話には感銘を受けました。 

 

福田さんのお話がとても印象に残っています。子育て真っ最中のあわただしさの中でもパセージを実践しようとされて

いるお話に感動しました。子育て中のお母さんの応援をしたい！と改めて思いました。 

 

皆さんの発表から、良かったを探すことで物語が違う捉え方になり、横の関係になることができるのだと思いました。竹

川さんこ発表から、良かったを探すだけでなく、共同体感覚にもとづいて自分が何ができるのか、どうすべきなのかを

考えることの大切さを学びました。 

 

直子さんが、緑さんのリクエストに応えて、とうとうシンポジストを決意された話。 息子さん、娘さんとのエピソードは、

もちろん素敵だなあと思ったが、ご本人の発表までの思いを、自分のライフスタイルに重ね合わせて、勇気をもらった。 

「話すのが苦手」で頼まれて「困った」を、機会をもらって「よかった」に変えて決断されたところ、凛々しい方だなあと思

った。  

 

どの方のお話も、数年にわたる学びのプロセスについて語ってくださっていたのが印象的でした。さらに、その学びをど

う活かしていくかについてまで言及されていた方もおられ、とても参考になりました。 

 

アナーキー育児の脱出。理由は自分も同様だったから。 

 

神奈川の竹川さんのお話が、介入しがちな自分と反対で興味深かったです。放任に向かうのでは？と気づき、そこか

ら共同体感覚を意識しながら軌道修正をする実行力も素敵だなと思いました。 

 

原田さんのお話。自助グループの力も感じられました。 

 

竹川さんのお話の中で、反省や後悔するのではなく、振り返りをするというお話が印象に残りました。 私は、夫との会

話がうまくいかないと、「ああ反省」と思ってしまうところがありました。ですが、竹川さんの振り返りをするという言葉を

聞いて、反省よりも振り返りをする方が楽観的だと思いました。今後は、振り返りをすると決めて、よかったを探し、これ

からどうしたらいいか考えて、解決策を見つけて行きたいと思いました。 

 



竹川さんの息子さんとのエピソードが印象的でした。親子でともに成長される姿に感動しました。 

 

シンポジストさんは、若い男性、小さいお子さんの母、思春期のお子さんの母、長く学ばれている方と、バラエティーに

富んだ人選で、どれも興味深く聞くことができました。 個人的には、初めてのパセージからずっと一緒に学んできた原

田さんの話は、誰よりも感慨深いものでした。他の皆さんも、それぞれの立場で、真摯にアドラー心理学を学んでいる

姿勢がよくわかり、よい刺激になりました。 

 

アドラー多摩の森さんの話。以前と自分の解釈が違ったり、深く話を聞いて貰う事で互いの理解がより深まる事が一

般的と分かった。 

 

竹川さんのお話です。良かった探しのポイントや思春期の子どもとの話ですし、ベテランの方の取り組みが今後の自

分の課題だなあと感じました。 

 

全員のお話が印象に残った。その訳は以下の通りです。 発表者が、アドラー心理学を学び始めた年齢、きっかけ、そ

の時の状況、学び途中の現在の状況は、同じようにみえてもやはり違いがあると思いました。森さんの大学生時代か

らの学び、子育て中の福田さん、長男は独立、長女の子育て原田さん、現在 20年学び続けてパセージなど開催さて

いる竹川さんのお話から、アドラー心理学を学び続けていくとどのような未来があるのかをイメージできるような人選だ

と思ったからです。4人のお話で未来の方向を私なりに気づくことができました。 

 

竹川さんのお話が印象に残りました。 私のよかったをみつけることの目的が、自分のためだったことに気づくことがで

きたからです。  

 

竹川さんの「困った時には良かったを探すのがワンセット。心を整え次にやるべきことを考える。しないとアナーキー。」

という表現は、自分自身が日頃感じていたとこでした。自分の構えを整える事だけで一杯一杯の状況だったので、さら

に前進できるように背中を押されたような気がしました。 

 

 

午後の部ワークについて 

 

 

全くそう思わない とてもそう思う 



 

 

 

 

 

 

とてもそう思う 全くそう思わない 

全くそう思わない とてもそう思う 

とてもそう思う 全くそう思わない 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-6 このワークのメリット・デメリットなど率直なご意見・ご感想をなんでも書いてください。 

42 件の回答 

 

安全性を確保しながら、参加者相互のやり取りをする、ためのシステムづくりを考えいくためのステップとして、とてもよ

かったと思います 

 

じっくりと取り組みすることができるが、グループ討議できる環境がほしかった。 

 

スタンダートな事例検討の道筋がわかりやすく紹介されていたと思います。 一人で取り組むことでじっくり内観する時

間がもてました。 進行される方の特性や個性ももっと出されてもよかったかなとも思いますが、安全性の制約とかいろ

いろ難しいですね。  

 

自分だけで考えると同じ代替案になってしまうので、意見交換をしたかった。 

 

実際現場に戻って実践するとき、講座などで学んだことの全部を活用することは難しいと思っています。たとえばかさ

さぎ座でも劇を通して所作を変えたりするのは、ライフスタイルでその代替案を実行するのが難しいからだと思いま

す。そのため、こういう公的な会などの場で学ぶときは、その先にある実践者を見据えた構成が大切なのではと考えま

す。 危険性を重視して安心を求めるあまり、安心の矛先が、オンラインへの安心の身になり、その先にいる実践者を

見ていないようなワークになっていたと感じます。 アドレリアンであればどんな状況からも自分にとって学べることをつ

かみ取れる土壌はあるので、今日学んだことを活かしていきたいと思いますが、ワークのシステム自体に疑問を感じ

ました。 

 

次回は小グループのセッション・話し合いの時間をもっと長く取るとよいと思います。 

 

個人ワークが中心だったが、もっとグループワークとの組み合わせをした方が、より身につくと感じました。 

 

全くそう思わない とてもそう思う 



一人でじっくり考える時間の間に、「有資格者の回答例」を見せたことは、タイミング的に、模範解答である、と機能す

るリスクがあると思いました。ベテランさんで、ご自分である程度のよい解決を作れていた方には、参考意見として映っ

たようでしたが、初心者さん、あるいは自分の考えに自信のない方には、こうあるべき、と作用する可能性があると思

います。この点については、また掲示板に感想を書くつもりです。 

 

対話で相手と解決を創りだすのもアドラー心理学の特徴かと思います。小グループでのディスカッションの場を用いら

れる方法も学びに有用化ともおもいました。 このたびは参加させてせていただき、ありがとうございました。 今後とも

よろしくお願いいたします。 

 

ブレイクアウトルームにて、全員ではないけれど、安全性をどう考えるか、考えを巡らせていらっしゃる方がいて有意義

と思いました。ワークとしてはもっとこうしたらいいという気持ちもあるが、一方世の中で言われている zoomの問題と

か考えると安全面でどうか、とも思ったというご意見を聞いて、みんなで考えながら、進んでいけるといいなと改めて思

いました。 

 

ワークに取り組んでいるときは孤独だった。みんなの意見を聴いて、自分の意見も育てていきたいという気持ちになっ

た。けど、、今回あえて一人で考えることをしてみて、本来の学びというのは孤独なものなのだ。ということに気がつけ

た。いつもみんながいる。そして自分が学べる。というだけではなく、主体的な自分の意見があり、それがたくさんの中

の一つであることをわかって、これからの日常の中で大切に育て、研鑽し、豊かにしていきたい。そう思えた。他の地

方会で得られない学びがあり、貴重な体験だったと思う。 

 

短時間で 1人でもでき、自助グループまで待てない時などにとりあえず 1人でやってでやって対応するにはよいツー

ルになるのではないでしょうか。よかった、を探す際の語録集も入れてみるのも良いかもです。 

 

交流のないワークはアドラー心理学の共同体の実験室（？）という観点からもそれているのではないのかなあと感じま

した。多様性を意識するためには人との交流はできるだけあった方がいいと感じます。また有資格者の例を出すことで

答えを提示しているようなプログラム構成になっていたと思います。 テキストも、事前メールではパセージやプラスの

テキストを…と書かれていましたが、実際のワークの説明では勇気づけの歌だけの説明で、何か意図的なものを感じ

ました。 このワークをもっとオンラインでも学べるように工夫したらメンバーさんの学びにつながるのに、ひとりで黙々

とやることによって、子どもの気持ちにたったり、自分一人で代替案を考えたり、とても難易度が高かったです。このワ

ークを開発した人はどんなシーンでどんな援助を見据えてこのワークを開発したのかうかがってみたかったです。 

 

ワークのデメリットは特に見当たりませんが、できればの改善点を言ってよいのであれば、先の意見にも書いた通り超

個人になってしまっていて、書いた答えの共有や話し合いを皆さんとできなかったのが少し悲しいかな、と。 例えばこ

の物語のタイトルは？ とかだったら、せっかく自分で頑張ってタイトル考えても共有できないと自己満足だけで終わっ

てしまい、皆さんと共有できれば同じく共感いただいたり、笑ったりできるので、その場があったら嬉しかったかな、と思

います。 メリットは、メリットしかないないですね。 凄く勉強になりましたし、特に有資格者の回答が見れたのが嬉しい

です。 できればアドラーのカウンセリング資格を取りたいと思っていますし、今日のワークで自分なりに考えた回答が

有資格者の出された回答と一緒だったり、別のやり方/考えられ方を拝見できたのは非常に勉強になりました。なので

メリットだらけだと思います。 

 

賛否両論あるようですが、初めての仮想事例ワーク、とても楽しく参加できたと感じています。 仮想事例という設定だ

からこそ、最初の設定を色々変えてみるのも面白いな〜なんて、思ってました。 ありがとうございました！ 



 

私はまだ初心者なので、今回のようなワークは、じっくり考えて書くことに集中できたので、よかったです。 

アドラー心理学は誰かの意見から気付くこと、誰かと話しているうちに辿り着くことから学びが深まることが多く、そこが

よいところだと思っているので、もう少しグループの時間があるとよかったなと思います。が、ワーク自体はとても丁寧

に作られており、すばらしかったと思います。 

 

今回の開催に至るまでに、発表者を初め、運営に携わってくださったみなさんに、深く感謝いたします。 午後のワーク

は、仮想の事例ではありましたが、たくさん学ぶものがありました。 感情、思考、意思を１つ１つ確認することで、丁寧

に考えることができました。 デメリットは、時間の関係だと思いますが、有資格者のみなさんの意見が流れていってし

まったので、そこに時間をかけてできたら、もっと学ぶものも深まったかなと思いました。 

 

ワークはとても丁寧に作られていて、今後これらを使って、自分の事例を点検するのにとても役立つだろうと思いまし

た。ただ、１つの事例に 50分近くかけるのであれば、事例は一つでも良かったかもしれません。その分の時間を参加

者たちと話し合える時間（ブレイクアウトルームで）に使えれば、もっと良かったかもしれないと思いました。 企画から

準備にご尽力されたこと、本当に感謝します。また、オンライン開催への配慮も感じられて、みなさんの力をとても感じ

ました。ありがとうございました。 

 

全員で事例を共有できているところは、よかったです。じっくり、事例を考えられるのも、よかったです。ワークの各質問

→自分で考え→グループで意見を共有、して、他の方の考えや意見も、ききたかったなと思います。 

 

重複しますが、グループでの話し合いが少し取れればよかったと思います。 

 

自助グループでの勉強会に参考になるワークでした。遠くまで出かけなくても学ぶことができるので、コロナ禍が収束

してもたまに開催していただけると有難いです。 

 

メリット：ひとりですじっくり取り組むことが出来た。デメリット：有資格者の案が、まるで答え合わせのように登場し、わく

わくはしましたが、取り組んだことを検証する機会があると良かった。 

 

メリットは、安全性の保証が高いので、個人情報が洩れることを避けられる、メンバー間で起こる誤解や傷つけ合いを

避けられる。また、仮想事例とワークシートは、リアル自助グループでもそのまま使えること。 デメリットは、参加者と

の、情報交換、感動の共有ができないこと。 アドラーはひとりでは学べませんが、随所に工夫が凝らしてあり、静寂の

中で行われるこのワークは、なにか「茶道」「華道」「書道」に通じるような、技能習得のやり方の印象を持ちました。 

自分の感情に向き合い、客観視できたようでよかったです。手がかりの一助になりました。自分のエピソードでやって

みようと思います、ただ、一人でよかったを探すのは、やや自分にとってよかったになってしまわないか意外と限界が

あるなぁと思いました。改めて自助会の存在に仲間の存在に感謝の気持ちです。 

 

グループで、ディスカッションしながら 様々な人や考えを知ることができたら もっとよかったかなと思いました。 自分

の事例でやってみたいと思いました！ 

 

メリットは、アドラー心理学の考え方を静かに味わうことができた。自分はこんなふうに感じたり、考えたりしているんだ

と自分と向き合う時間でもあった。ディスカッションがないので、コミュニケーションにおいて誤解を生むことはなく、そう



いう意味では安全性は高いと思う。デメリットは、ディスカッションしたい人にとっては物足りないと思う。理論・技法・思

想の調和を考えると、やや技法にフォーカスが当たっていると思う。 

  

文字情報しかないところから代替案などを導き出す過程を自分 1人で行うことにより、自身の力量を試すことができた

のではないかと思います。生身のクライエントとの相談場面では、相手の表情、しぐさなどの非言語的な情報からもク

ライエントの思考や感情を類推しているわけですが、そうした非言語的な情報の重要性を逆に強く認識させられる機

会にもなったと思います。 

 

仮想事例を使うところが安全でよかったと思いました。他のリーダーさん達の意見も聞けて参考になりました。みんな

にとってよかったの視点を追加したところが学びやすかったと思いました。時間で区切ってもらったので集中できまし

た。参加人数が多かったので更に違う案のシェアの時間があったらよかったなと思いました。ワークをしながら交流を

深めると言う点では工夫できる点があるかもと思いました。各自助会にワークを持ち帰り実際に出来るとワークなので

自助会としての可能性も広がったと思います。ありがとうございました！ 

 

地方会の準備スタッフの皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました！ 

 

消極的で発言するのがイヤなため参加をためらう、という方には有難い形式だったと思う。 積極的な方には、もの足

りないかも…と思うので、『発言「パス」も全然 OK！』というスタンスをしっかり伝えてもらって、ブレークアウトルームで

のシェアがあるのもよいかと思う。 

 

C-1~C-5については、ワークチームとして、これらのことが充たされることを目指してきましたが、参加者のみなさんか

らのフィードバックを真摯に受け止めて、改善できる点をまた考えていきたいと思います。 

 

1人で考えるのは、考えが深まりません。ミュートの時間が長く、意外と疲れました。ワークシート等、資料は念入りに

検討されて作成された様子がうかがえました。他地方から参加させていただきありがとうございました。 

 

とてもわかりやすく、設問も的確で、学びやすかったです。 一つ一つの設問に、もう少し時間をかけられると、テキスト

を振り返ったりすることが、もっとできたかなと思いました。 

 

所用があり、午後のワークに参加しませんでした。 

 

4人の方の濃いいシンポジウムの後で２時間のお勉強はちょっと疲れました。ひとりで黙々とだったので余計かもしれ

ません。たくさん学べたのですが…仮想事例１個でもよかったかもしれないと思います。 

安心して取り組めました。リーダーさんたちの例から、幅広い視点をいただきました。タイトルを付けるところなど、誰が

誰かはわかりませんが、リーダーさんのカラーが出ているんだろうな～とおもしかったです。沢山のリーダーさんと学べ

るのも、地方会の面白いところですね。お世話役の皆さん、事前に何度も打ち合わせされたんでしょうね、進行も安定

感があり、楽しく参加できました。ありがとうございました。 

 

相手の立場で考えるとの目標に沿い、マナーや対人関係、相談について考える機会が持てた事、大変良かったと思

いました。 

 



メリットは、個人の能力を伸ばし、全体の能力を底上げする点では良いかなと。デメリットは、他の人と一緒に考えた

り、シェアしたりがないので、互いに勇気づけ合ったり、共同体感覚を体験するには乏しいのかなと思いました。 

 

グループ討議でないので現場と同じように 1人で考える練習ができたし、今までの学びの現在の自分の点検もでき、

事前学習もできました。有資格者のアンケートの結果も見させてもらい、そうか!そのような代替案もあるのか、やはりさ

すがに有資格者の方々だなぁと思いました。私にとってはグループ討議でなかったことが良かったと思えたことです。 

 

このワークは、例会へ参加する前など自分の事例で向き合うときに使いたいなと思いました。 また、このワークをする

ことで仲間の力を再認識することができました。 その点はデメリットでもあり、気付けるという点ではメリットでもあるの

かなとおもいました。 

 

感想です パセージを実践するための基本の「き」が凝縮しているワークと感じました。自助会で活用したいと思いまし

た。また自助会ではパセージ・プラスのテキストを使用することが無いので、今後は活用する機会を設けようと思いま

した。 私は関東の皆さんが積み上げてきたものの精製された上澄みだけを頂戴しています。紙面の一つ一つの表現

は推敲された結果と思います。そういった意味では、最後に題材設定理由などを含めた雑感的な解説をしていただけ

る場があればありがたかったです。 最後のシェアリングには参加しませんでしたので、本当はそこで補いがついたの

かもしれません。 on-lineで行う地方会の進め方としては、私個人は最善であったと感じています。ありがとうございま

した。 

 

 


