
アンケート結果

バプテスマをうけるじゅんびをしていたころの気持ちにもどりたい。

2日目のこうえんでマインドコントロールについて学んだこと。

カルトについて 自分はカルトのことをまだまだ知らない。どこに問題があるのか理解深めたい。

信仰を振り返る 思考停止しないこと。考える。客観的？見をきく。祈る。

カルトについて 自分のちしきをふっかつめて知ることの大切さをかくにんした

信仰を振り返る

印象に残った事

ここ改善してほしい

一言でいうなら！

そのほかなんでも

そのほかなんでも ありがとうございました。

カルトについて
自分の中にあるカルト性の気づき。キリスト教会にあるカルト性。どれだけの人がその

可能性に目をむけ、気をつけることが出来ているのかといえ疑問。怖い。

信仰を振り返る すでに信じるということをやめてしまっている。と思っていたけれど、もしかしたらフ

印象に残った事 分団。色々な方の思いが聞けて新鮮だった。

一言でいうなら！ 感謝

ここ改善してほしい 協議会仕方ないけど長い

そのほかなんでも 色々と用意したスタッフの方々、1年間お疲れさまでした。

信仰を振り返る これからの信仰生活を歩む上で何かヒントを得ること。信仰の中で疑問を抱くこと。

印象に残った事 やはり講演と分団です。他の教会や兄弟姉妹の考えを知ることこそ恵みだと思います。

印象に残った事
信じられている。愛されている。私がどんなに信じなくても、愛が分からなくても、そ

の言葉に安心したい、許された気がした。

一言でいうなら！

自分の心は、枯はてた大地で、どんなに種をまかれても何も芽咲かない、何も感じない

と思っていたけれど、案外そうでもなかったかも。枯れるかもしれないけど、何かしら

変化があったのは、自分の中ではすごいことで、少し安らいだ。

ここ改善してほしい

カルトについて 自分の中にもカルト的要素があり、決して縁遠いものではない。

カルトについて

社会的問題なのかと思っていましたが、よく話し合ってみると思っていたより、自分の

身の回りのクリスチャンや、教会、そしてそれに対する自分の考えをもつことができて

よかったです。

一言でいうなら！ 神の御心を問い、祈り続けることが改めて大切だと思わされた3日間でした。

ここ改善してほしい 特にありません。

そのほかなんでも
もっと多くの人に青年大会に参加して欲しい。効果的なアピールとは？私たちに何がで

きるだろうか？＞協議会で時間をとって話し合ってもいいかもしれませんね。



ここ改善してほしい 1日目の分団が短かったのがものたりなかった。（他の時間は十分たのしめました♪）

そのほかなんでも テーマソングがあるのがすごいよかったです♪

カルトについて 主体を自分にしてはいけないと思った。

信仰を振り返る 神様へのの信仰をより強固にすること！！

印象に残った事 賛美と証のとき、自分を見直しながら歌うことができたこと。1日目の講演！

一言でいうなら！ 今までで1番あっというまだった！！

ここ改善してほしい

そのほかなんでも 来たことない人、行ってみたいと思った人におススメしたい青年大会だったです。

信仰を振り返る 欠けをみつけること

印象に残った事 協議会内でわかち合いができたこと

一言でいうなら！ 自分ではなく神様にもっと委ねようと思った。

一言でいうなら！ 出会い、新しい学び、分かち合い。　　感謝

ここ改善してほしい ありません。

そのほかなんでも 今、大会を支えてくれた全ての人にありがとう！！

カルトについて
カルトとはどんなものなのかを知ることができました。また、学びから、考え、分かち

合いをして、得るものが沢山ありました。

信仰を振り返る 自分自身を疑うこと。

印象に残った事 分団でのわかちあい。とても良い時間がもてました。

一言でいうなら！

ここ改善してほしい

そのほかなんでも 参加者でしたが、楽しく過ごせました。ありがとうございました。

カルトについて
カルト問題は、自分の関係ない所で起きていることではない。アンテナを高く上げてい

きたい。

信仰を振り返る 自分と異なる宗教（異なる考え）を完全に否定することも間違いであることも学んだ。

印象に残った事

一言でいうなら！ 宗教の大切さをもっと伝えていきたい

ここ改善してほしい 特になし

そのほかなんでも

今回のキャンプでカルト宗教とはいかに恐怖心で相手の思考を停止させる恐ろしいこと

がわかった。私達はこれから宗教というものがいかに平等であるか、差別もなくお互い

を共有し合っていくことができるか学ぶ必要があると思った。

カルトについて カルトの実態を知らなかったのでとても驚いた

信仰を振り返る 自分自身と向き合うことでお互いに信仰を共有し合うこと

印象に残った事 カルト宗教を通して問題をよく知れた



一言でいうなら！ 最高

ここ改善してほしい
「証と賛美の夕べ」に関して、前でリードする方のアレンジや歌い方が、歌う側として

は合わせづらかった。ほとんどないレベルの小さなことだけど気になった。

そのほかなんでも

・大チャペルのクーラーが効きすぎだと思うことが多かった。・分団に大学生が自分一

人であった。新社会人も多かったため、年齢のバランスとしては良いかもしれないが、

気持ち（心境）的にも、他の分団は大学生が複数いるのに自分の所は一人であったとい

うのは、もう少しその点は考慮していただけたらなった感じた。結果楽しく過ごせた

し、年の近い人との交わりだけが青年大会の醍醐味ではないこともわかる。だが、不安

感や、同年代とも話してみたい、という気持ちがあったのも確かであったので、もっと

同年代での分かち合いを期待したい。実行委員の方々、本当にありがとうございまし

た。とても楽しかったです。約1年間の働き、おつかれ様でした。新年度委員の方々、こ

れからの歩み、支えられるようにお祈りしています。

カルトについて

カルトはたしかに危険だけど、頭ごなしな否定ではなく、何がどう違うかをきちんと学

ばないと、一歩まちがえれば自分たちもそうなってしまう（カルト化する）のではない

かと思った。

信仰を振り返る 神様の存在を再確認する時間。神様と共に歩むことを思い返す時間

印象に残った事 夜のフリータイムに風呂で語りあった時間（信仰について、カルトについて）

一言でいうなら！

ここ改善してほしい
全てが素晴らしかったです―あえて言うならば、分団の運び方に更なる形があったほう

がいいと思いました。

そのほかなんでも スタッフの働きに感謝します。おつかれさまです！！

カルトについて
日本に来て以来、カルトの影響の話を多少聞くことがありました。しかし、ここでは

もっと学べることができ、連盟の教会の宣教についても考えることができました。

信仰を振り返る いつも通りの生活から離れて、信仰について問いを持って、振り返るときを持つことは

印象に残った事 金曜日の夜の賛美と証の夕べ。

一言でいうなら！ 未来への希望。

ここ改善してほしい

そのほかなんでも
また来たいです！若いバプテストの方々に、話し合う場と、成長の場を与えてくださり

感謝です。

カルトについて

日本でのカルトの被害のことを聞いて驚きました。バプレンにとって、なぜ重要なテー

マであるかを理解できました。カルト被害に伴う苦しみを聞いて、混乱しましたが、岩

崎先生の話を聞いて多少安心しました。

信仰を振り返る
振り返るときとして、分団はとても効果的だったと思います。分団リーダーに事前説明

があったほうが、よりよい交わりができたと思います。

印象に残った事

カルトについて 神様と一緒に一歩ずつっていうのが大事



一言でいうなら！ 真実の神の愛とは。

ここ改善してほしい 特になし

そのほかなんでも

カルトからの脱会は温かい布団にくるまっている人から、布団を引きはがし日向に向

かって歩け、と言う事になるかもしれませんが、人がとなりに立ってきた、主がとなり

に立って支えつつ歩く方法がるはず。長い旅に出て行きます。

信仰を振り返る 受けた恵みを愛を語り伝える事

印象に残った事 近況報告

一言でいうなら！    発見

ここ改善してほしい    ないです。

そのほかなんでも    協議会の資料や進め方が良かったです。

カルトについて カルトは遠い存在ではなかった。身近にいた。

信仰を振り返る なぜキリスト教なのかを考える。

印象に残った事  証が良かったです。

一言でいうなら！    ハレルヤ

ここ改善してほしい

そのほかなんでも

カルトについて    カルトを知らない人に伝えたい

信仰を振り返る    新たな一歩を踏み出すチャンス

印象に残った事    分団

一言でいうなら！    考えた日間でした

ここ改善してほしい    協議会はもっと顔が見える形で

そのほかなんでも    歌集がほしい（賛美歌をのせてほしい）

カルトについて
   私の周りにもカルトは存在するということ。自由な信仰、考えが与えられていること

は大切。

信仰を振り返る    他の人の信仰を知ること

印象に残った事    分団、話したりなった

一言でいうなら！    分かち合い・語り合いの日間でした

ここ改善してほしい    特になし

そのほかなんでも    素敵な仲間に出会えた事、本当に感謝です。「私は一人ではない」と実感しました

カルトについて
   カルトそのものへの怖さや、自分の信仰・協会がカルト性をおびてしまわないかとい

う怖さ・疑問・知識を得ることの大切さ

信仰を振り返る    みことばに立ち返る

印象に残った事    分団

カルトについて    カルトはすでに自分の近くにあったということ。



一言でいうなら！    不思議な日間

ここ改善してほしい    特になし

そのほかなんでも

信仰を振り返る    自分の気持ちを知ること

印象に残った事    講演の中で、知っている人の顔・名前があったこと

一言でいうなら！    同年代いない！！

ここ改善してほしい    協議会長かった

そのほかなんでも

   ただひたすら、信仰とかキリスト教について思うことを話す時間が欲しい。規約の

「クリスチャン」って何ですか。洗礼を受けて、神を信じる人ですか。洗礼を受けたけ

ど、今、信じていない人は一体何者ですか。私は、何者であると言えばいいですか。理

念を考えるためには、誰のための大会か、を明確にしたい。信じかけている人・離れか

けている人、にとって成長・派遣は重い。

カルトについて    カルトとそうでないものの境目が難しい

信仰を振り返る    数ある宗教の中のつなのか、絶対唯一の神なのかを考える

印象に残った事
   洗礼を受けた瞬間に献金や奉仕が当然とされることに反発はあったけど違和感は抱い

ていなかった自分に驚いた。（先生の話を聞いて）

一言でいうなら！    出会いと交流

ここ改善してほしい

そのほかなんでも
   分団という小さなグループになって、いろいろ話せたのが良かったです。今後も分団

での話し合いは続けてください。

カルトについて
   カルトはどこか遠い世界、自分とは関係のないことだと思っていました。講演を通し

て、身近なところでも起こりうることに気づかされました。

信仰を振り返る
   普段、あまり「自分の信仰を振り返る」ということがなかったので、参加したメン

バーの証を聞いたり、自分の信仰を振り返ることができて貴重な機会になりました。

印象に残った事
   講演で、プロテスタントの教会でも恐ろしい事件が起きたことを知りました。すべて

を絶対化するのではなく、常に考えていく姿勢が求められていると感じました。

一言でいうなら！ 早かった！

ここ改善してほしい
   朝のディボーションで、前奏みたいなのと、お祈りがあったら良かったかなと思いま

す。

そのほかなんでも    賛美歌は楽譜があった方が歌いやすいかなと思いました。

カルトについて
   カルトについて知るきっかけになる時間だったとも思うけれど、それよりも、これま

での自分の信仰に向き合うような時間だったと思います。

信仰を振り返る    これからどのように生きていくかということ。間違えは、繰り返さないように。

印象に残った事    協議会



一言でいうなら！    自分にとっての十字架

ここ改善してほしい

そのほかなんでも

カルトについて

   カルトが危険だという事だけではなく、自分達はどうか？イエスならどうするか？と

いうことを考えさせられたと思います。与えられた答えを信じるのではなく、自分の頭

を使って考えることを大事にしたいと思いました。

信仰を振り返る
   自分が何故キリスト教を信じるのか、信じたいと思ったのはいつか、という事を振り

返ること。

印象に残った事    分団

一言でいうなら！    充実

ここ改善してほしい
   シークレットプレーヤーの試みは素敵だと思ったのですが、考えてくださったスタッ

フの方の想いも聞けるともっと充実したものになったと思います。

そのほかなんでも

   一年間、本当に忙しい中、準備をしてきて下さったスタッフ・奉仕者の皆様、心から

感謝いたします。恵み多き時間を過ごすことができました。またお会い出来ることを楽

しみにしています。

カルトについて
   カルトについて知る中で、キリスト教、伝道、また私自身の信仰を振り返る良いきっ

かけになりました。

信仰を振り返る
   まず、自分は神さまを信じることはできない存在なんだということを知り、認めた上

で、それでも信じよう、祈ろう、とする姿勢が大切だということに気付きました。

印象に残った事    賛美と証の時間

一言でいうなら！    楽しかったけど、若い人がいない教会が多く、不安になった。

ここ改善してほしい    花火とか夏らしいことをしたかった。外で賛美とかもあれば楽しいと思う。

そのほかなんでも

   自分だけが名やんできるんじゃないんだと分かって良かった。神様から離れそうに

なっていたけど、もう一度自分の教会生活を振り返り、しっかり、祈らなければと感じ

ました。

カルトについて

   カルトは、自分で考えなくていいから楽だと思った。自分もいつカルトになるかわか

らない。カルトになりそうなとき、違うよと言ってくれる、家族・友達がりうことに感

謝。

信仰を振り返る    もやもやしていたことのつでも形が出来て、そこから信仰を振り返れたと思う。

印象に残った事
   流星群、分団で、今まで、イエス様って？信仰って？と悩みを同世代の人とわかち

あったことがなかったので、いい経験になった。

一言でいうなら！

カルトについて    身近なコト、改めて自分の教会の疑問を考えるコトができた。

信仰を振り返る
   感謝を数えるコト。わるいコトがたくさんあったけど、全て道によってつになってい

る不思議

印象に残った事



ここ改善してほしい

そのほかなんでも
   少年少女会以降、来たコトがなかった。学びがあるだろうけれど、人と交わるのが不

安でした。楽しい日間になり、スタッフさんに感謝。

一言でいうなら！    カルトはお金もうけが目的。イエスの福音は無料

ここ改善してほしい
   日目のアイスブレイクの時、もう少しみんなが楽しめるゲームだったら良かったと

思った。

そのほかなんでも
   クリスチャンの友人ができたこと、本当に幸せです。スタッフの皆さん、とっても大

変だったと思います。本当にありがとうございました。来年も期待しています！！

カルトについて

   人は皆、神様にしかうめてもらえないすきまがある。それを埋める方法のつにカルト

がある。カルトと人が出会うよりも先に、イエス様と人が出会えるように、出会って欲

しい。

信仰を振り返る    自分の信仰を客観的に見る。どういう歩みをしてきたかを見る。

印象に残った事
   神様を信じ、愛しましょう、ではない。神様が、愛してくださった、信じて下さっ

た、許してくださったことへの感謝。

一言でいうなら！ 考え、語り、自分を見つめなおせた3日間。

ここ改善してほしい 協議会：クリスチャン以外の人の対応が考えられていない。または不十分である。

そのほかなんでも

このアンケートを集計して、みんなに開示してほしい。自分の思いや願い、考えだけで

なく、今回の参加者一人一人のことも知ることで、改めて自分を見つめなおしたり、来

年の青年大会への心構えとして役立てたり、今回深くは話せなかった人もほかの参加者

どんなことを思って大会に参加していたのかを知るいい機会になると考えたため。

カルトについて
キリスト教もカルトも似たような側面を持っているため、自分の大切なものは何か、カ

ルトとの違いは何なのかと、明確にしておくことが大切だと思った。

信仰を振り返る 今の自分を正すことだと思う。

印象に残った事 お風呂で語ったカルトとキリストについて

一言でいうなら！
とてもゆったりとしたプログラムで良かったと思います。また今までの青年大会（私の

知る限り）には無かった試みがあり、とても新鮮でした。

ここ改善してほしい 講演をするのであれば、その時間に全体での質疑応答があったらなぁと思います。

そのほかなんでも
特にスタッフの方々、ご苦労様でした。今後も期待します。この集まりでまたお会いす

る時があれば仲良くしてくださいね！

カルトについて 身近というより自身の事柄であることを思いました。

信仰を振り返る 常に行っていくことであり、歩んでということと同時に行うこと、かな？

印象に残った事 友人知人のご子息が青年というカテゴリで出会ったこと。

カルトについて
「カルト」と相対化して、自分と信じているものは何か、信じている姿はどんなかと考

える機会になりました。



一言でいうなら！ 修業が足りない

ここ改善してほしい 規約グズグズ

そのほかなんでも

信仰を振り返る
いつも自分が何を信じているのかわからなくなる。でも、神は私を信じている、という

ことを信じる。

印象に残った事
先生のお話し。「信じる者は救われる」→「信じる者は救われない」の転換。カッコイ

イ！

一言でいうなら！ カルトを通して自分の信仰を見た気がします。

ここ改善してほしい もっと講演の時間が欲しかったです。

そのほかなんでも スタッフの方々、奉仕をしてくださった方々、ありがとうございました。

カルトについて
カルトはキリスト教に似た宗教だと思ったけど、概念が変わりました。私が気を付けて

いないといけない、私の問題だと思うようになりました。

信仰を振り返る
神さまに向き合おうとすること、自分では見えない自分の中身を探すことだと思いま

す。

印象に残った事
分団です。同じ場で同じお話を聞いても、感じることが違っていて、学びと気づきの時

間が与えられました。

一言でいうなら！

ここ改善してほしい

そのほかなんでも

実行委員会のお働きに感謝いたします。神様の祝福と豊かな恵み、報いがありますよう

に！これからも素晴らしい導きがありますように！次回大会の委員の皆様の上にも神様

のお守りがありますね。楽しみにしています！

カルトについて
カルトについての認識は、思っていた以上に大切であると思いました。自分や教会の歩

みの上で欠かせないことでした。

信仰を振り返る 神の恵みを確認するとき？自分の弱さには関係なく、恵みの大きさを思わされるから。

印象に残った事 講演とその分かち合い、分団が良かった。

一言でいうなら！ きてよかった！

ここ改善してほしい 特になかったです。去年より良かったです。

そのほかなんでも
分団や茶話会で男女年齢関係なく語り合え、話しやすい、相談しやすいのが青年大会の

いい点だと思います。

カルトについて
カルトという定義が明確になっていないこと。どう向き合っていくかが非常に重要だと

思いました。

信仰を振り返る 教会にやらされているのではなくやろうという意識が重要だと思いました。

印象に残った事 分団での話し合いがすごい自分にとって良かったと思いました。



一言でいうなら！ 信仰を振り返る良いひと時となりました。

ここ改善してほしい 全体としては良いプログラムだったと思います。

そのほかなんでも
実行委員会の皆さん、本当にお疲れさまでした。9名の方が次回大会のスタッフに立たれ

た結果（事実）がすべてを物語っているように思います。お働きに感謝します。

カルトについて

「信じない自由」「ともに歩いて『道』になること」「神様はどう思うか（言うか）」

「優秀、上下を決めない。『違う』だけ」「限界がある」・・・といったことが大切だ

と思いました。

信仰を振り返る

神さまと出会いなおす（出会いはバプテストの時、一回限りではない）自分の思い、自

分から見て・・・ではなく「神さまから見て」「かみさまがそこにいたら」を（なるべ

く）考えながら祈ること

印象に残った事
全体的に20歳前後の（特に）若い世代、初参加の方が積極的に奉仕、発言、つまり大会

に参加できている印象でした。すばらしいことです。

一言でいうなら！ 学びを深めることができた。

ここ改善してほしい 賛美と証の夕べはずっと立っているのは疲れるので、もう少し座る時間が欲しかった。

そのほかなんでも
欲を言えば花火とかしたい。もう少し交流の時間があってもいいのかな、と思いまし

た。

カルトについて 知っていることがとても大事なのだと思いました。

信仰を振り返る 初心に帰ること。

印象に残った事 星を見られたのでうれしかったです。

一言でいうなら！
「信じる」ことは時に「目をつぶり見ないこと」である。「疑う」ことは、関心を持っ

て、心を尽くしてそれを「見つめようとすること」である。それこそが愛。

ここ改善してほしい 協議会中のノンクリスチャンの過ごし方。

そのほかなんでも 神さまに、みなさんに、感謝です。

カルトについて
自分がかかわりのあるカルト宗教だけでなく、様々なカルト宗教について知ることがで

きて良かった。

信仰を振り返る
自分の信仰に「疑い」をもつこと。「自分の今の信仰」ではなく、神様だけが正しいと

いうことを覚えて、自分にとっての当たり前を問うていく。他者に問われていくこと。

印象に残った事
分団での分かち合い。皆さんが正直に、率直に内面を、背景を、思いを分かち合ってく

ださった。

一言でいうなら！

ここ改善してほしい

カルトについて カルト的行動、カルト的環境は意外と身近にあるのかな・・・。

信仰を振り返る

印象に残った事
話し合い、伝道のあり方、応答と強制の違いに関して、応答の心がないときはどうすれ

ばいいのか？に関して。



そのほかなんでも
初めての人に奉仕をたくさん任せるのはちょっともったいないかな…交流の時がなく

なってしまう。

印象に残った事 分団＆祈り会

一言でいうなら！ 良き学びと出会い。

ここ改善してほしい

そのほかなんでも 協議会の資料がわかりやすかったです。分団での時間が沢山あって良かった。

カルトについて
キリスト教を知らない周りの子たちにとって、自分はカルトと同じように思われている

んだと思った。自分で自分の考えのある信仰を持とうと思った。

信仰を振り返る 今まで考えていた信仰。正しいと思っていた。

印象に残った事 分団での交わり、青年との交わり、協議会。

一言でいうなら！ 原点回帰。

ここ改善してほしい

そのほかなんでも

カルトについて今まで考えたことがなく、自分も信仰がカルト的になっていたと感じま

した。今回の先生のメッセージを振り返り、また信仰を振り返り、考え直していきたい

と感じました。またこの話は教会全体で考える時を持ちたいです。

カルトについて カルト、マインドコントロールについては教会に話を持ち帰って考えていく必要がある

信仰を振り返る イェスの十字架の救いについて改めて考える。

印象に残った事 分団での聖書の分かち合い。

一言でいうなら！ 実りの多い3日間でした！

ここ改善してほしい

そのほかなんでも 信仰の友を見つけることができて、本当にうれしかったです！ありがとうございます！

カルトについて もっとカルトについて学びたいと思いました。

信仰を振り返る 神さまに対する愛を再確認する。


