
TOLフォーラム2015 
参加者アンケートレポート 

2014年10月17日（土i）に開催されたTOLフォーラム2015に参加いただいた
お客様のご協力によりアンケートを実施いたしました。下記に集計の結果をご
報告いたします。アンケート結果は、より良い運営、活動の参考資料として活
用させていただきます。ご協力いただいた皆様に心より感謝を申しあげます。   

トータル・オリンピック・レディス会 2015/10/21 

性別は？ Ａ：男性 Ｂ：女性 

年齢は？ 

【Ｑ１】フォーラムには何回目のご参加ですか？ 

【Ｑ2】参加のきっかけはなんですか？ 

※フォーラム開催情報はどのように知りましたか？ 
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回収数 
113 

性別  女性 男性 未回答 
人数 73 28 4 

年令  １０代 ２０代 ３０代 
年令  4 3 12 

４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代～ 未回答 その他 
13 33 26 15 3 4 0 

はじめて ２回目 ３回目 ３回以上 未回答 
42 13 15 37 6 

ＴＯＬメンバーの
勧誘 ゲストに関心 司会者に関心 その他 

67 7 3 11 

チラシ クラブ 知人 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ その他 
2 3 37 0 0 



【Ｑ3】フォーラムはいかがでしたか？ 

 開始の時間について 

トークの時間について 

内容について 

10代 
・とてもよかった(10代男性) 
・全体的(10代女性) 
20代 
・ちょっと長かった(20代女性) 
・話が面白く、時間がすぐにたった感じがしました(20代男性) 
・パネリスト同士がお互い交流があり、場が和やかになり話が砕けていて聞きやすかった(20代
男性) 
30代 
・身近な内容が聞けたこと(30代男性) 
・競技特性など聞けてよかった(30代男性) 
・初めて参加してとてもアスリートの考えることがわかった。 
 チャレンジしてスポーツしていきたいと思った(30代男性) 
・ユーモアと熱意を交えたトークでとても良かった(30代男性) 
・初めての参加でした！すごくためになる話が聞けました。なかなかできない貴重な体験ができ
ました！  
 ありがとうございました(30代男性) 
・オリンピックを経験した人しか感じられない貴重な話が聞けてよかった(30代女性) 
・みなさん話が上手で楽しめました(30代女性)                      （次頁へ続く） 
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良い 102 
午前中がよい 4 
夕方がよい 0 

長い 10 
ちょうどよい 87 

短い 2 

とても満足 49 
満足 39 
普通 8 
不満 0 

どこが満足、不満ですか?  
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・初瀬さんのお話、すごく印象深かったです。精神的な強さを感じて元気がでました。 
 １歩踏み出すというところ、ジーンとしました(30代女性) 
・パネリストの皆さんのトークリレーが過去から現在までに渡って聞くことができた事が良かった
です。 
 知らない競技についても知るきっかけになりました(30代女性) 
・ゲスト、ナビゲーター全員お話がとても上手で引き込まれてしまいました(40代) 
・パワーをもらえる言葉を頂きました(40代女性) 
・パラ五輪の方がいたこと。 
 田中さんのまわしが上手でした(40代女性) 
・対話の形でよかった(40代女性) 
・今までで一番良かった。トークが楽しかった(40代・50代女性) 
・面白かった(40代女性) 
・元五輪選手の方々と近いお席でお会いできたこと。トークの内容が素晴らしかった(40代女性) 
・前向きになりました(50代女性) 
・オリンピックを身近なものに感じられるようになりました(50代女性) 
・とても楽しく話して頂いて満足です(50代男性・女性、60代女性(2)70代女性) 
・とても楽しいトークでした。若い世代の孫等に伝えていければと思います(50代女性) 
・楽しいトーク、会場も和やかで楽しかった(50代女性2) 
・知らない種目が詳しくなり親しみがわきました。その後の仕事など楽しく聞けました(50代女性) 
・ＴＶを通してではなく、オリンピアンの生の声、他では聞けない話しを聞くことができるのに 
 【お得感】があり楽しいです(50代女性) 
・とても楽しかったです。5人共中がよい感じもみられ、特に長塚さん、髙山さんが楽しかったです
(50代女性) 
・それぞれの方のコメントが非常によい(50代女性) 
・貴重なお話を楽しく聞くことができました(50代女性) 
・華やかな舞台の裏の事情や選手時代の苦しみなど、通常では聞けないことを知れてよかった
です(50代女性) 
・楽しく、そして少し感動して時間があっという間でした(50代女性) 
・パラリンピアンの方、ステキです(50代女性) 
・パネラーの話が楽しかった(50代男性) 
・アスリートのみなさんの｢ありのままの姿｣が見れて良かったです。私もチャレンジ精神をいつも
忘れずに頑張らなければ・・・(50代男性) 
・初瀬さんのパラリンピックに出場した話が面白かった(50代男性) 
・皆さん、魅力的なアスリートに方々でした！(50代男性) 
・抽選会毎回楽しみにしています。ただ、抽選会の最後残り４人となった時のやり方に不満があ
ります。 
 もっと分かりやすく言っていただきたかった(50代) 
・生の声が聞けたことに大満足です(50代女性) 
・色々話が聞けた(60代男性) 
・トークショーが実に内容が濃くて面白く、非常に満足した。女性だけでトークするのではないとこ
ろがいい(60代男性) 
・トークの掛け合い、生の体験談、その人の考え方(人格が高い)自談・話が上手(60代男性) 
・今回の話を聞いて選手はオリンピックは大いに楽しいんで欲しいとすごく思いました(60代女性) 
・それぞれの選手の本音が聞けてよかった(60代女性)           （次頁へ続く） 
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どこが満足、不満ですか?  

40代    

50代    

60代    



【Ｑ4】ＴＯＬフォーラムで聞いてみたいテーマ、オリンピアンなどリクエストがありますか？ 
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・フラットフロアーで近くで見れて良かったです(60代女性) 
・深いお話を楽しく、楽しく話して頂きとても良かった(60代女性) 
・経験者にしか分からないような話を色々聞けたことが良かった(60代女性) 
・面白いトーク。時々内輪で盛り上がりすぎるところが不満(60代女性) 
・楽しい会話。司会の田中さんの話を引き出すのが上手だった。いい話が聞けた(60代女性) 
・厳しさを聞くことができた(60代女性) 
・分かりやすくとても楽しかった(70代女性) 
・楽しく拝聴、長塚選手GOOD！太ももステキでした(70代女性) 
・オリンピック体験はよく聞くが、パラリンピックの事は初めて詳しくしりました。 
 大変良かった。障害を抱えた人もスポーツを通して生甲斐を見つけて欲しい(70代女性) 
・満足。(70代男性) 
・今日はとても感動した！(70代) 
・日頃聞く事のできない、素晴らしいお話が聞けました。ありがとうございまいした。 

60代    

70代    

【テーマ・リクエストなど】 
・日々の食事について、種目によって気をつけることが違うのか？ 
・世代間のスポーツの向き合い方、その考え方 
・人の育て方 
・競技生活の重さ・選択基準 
・選手のこだわり 
・パラ選手にフォーカスして欲しい 
・今回のテーマはとてもよかった 
・海外の選手のはなし 
・スポーツの力を感じたこと、これから伝えていきたいこと 
・スポーツ界のイジメ 
・日常の健康維持などどのようにしているか 
・強さの秘密 
・どう育てられたか聞きたい 
・趣味の話 
・オリンピックの真実・理想・批判すべき点などを語って欲しい 
・東京五輪・パラ五輪に向けてのサポート、ボランティア活動 
・ゲストに興味が左右するので・・・バスケ、サッカー、テニス、メジャーなスポーツの裏話 
・選手を引退する時の気持ちや続けようと考えたときのせと際の感情など 
・採点種目の公平・公正に関してどのように考えているか 
・ずっと続けて欲しい 
・オリンピック種目では少ないと思いますが、武道をされている方々のお話 
・東京五輪で新種目になったスポーツの話(新種目の候補から落ちてしまった競技の方の話も) 
・娘が大学のヨット部。人口が減っているようでオリンピックをきっかけに広めて欲しいです。 

【話しが聞きたいオリンピアン】 (調査票原文のまま） 
・岩崎恭子(3)・北島康介(3)・フェンシング太田(2)・7人制ラグビー(2)・柔道 野村(2)・高梨沙羅・五郎
丸・サッカー・フェンシング・新体操・澤穂稀・小谷みかこ・寺川綾・山口香・吉田沙織・野口みずき・
瀬戸大也・林様？・谷亮子・フィギュア羽生・団体競技者、オリンピアン・フィギュア男女 
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【Ｑ5】「TOLだより」を読んだことがありますか？ 
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【Ｑ6】TOLのホームページを見たことがありますか？  

TOLフォーラム2015 参加者アンケートレポート 

ある 41 
ない 65 

ある ない 
34 75 

購読したい 5 
購読しない 12 

【Ｑ7】ＴＯＬが実施する事業で参加してみたいものは？ 

【Ｑ8】 あなたは週に一回以上は１時間ほどの運動、 
              スポーツを行っていますか？ (調査票原文のまま） 
 ・水泳(14)・ウォーキング(8）・テニス(6) 
・ランニング(5)・ゴルフ(5)・体操(3) 
・ストレッチ(3)・ジョギング(2)・ティラピス(2) 
・ヨガ(2)・スポーツジム(2)・自転車競技(ロード)(2) 
・クラシックバレエ(2)・ダンス(2) 
・マラソン・ミニテニス・フェンシング・空手 
・アクアビクス・アーチェリー・アクアウォーク 
・ルーシーダットン・ホットヨガ・太極拳 
・サイクリング・野球・バスケットボール 
・筋肉トレーニング・バトン・ジャズダンス 
・エアロビクス・スポーツ全般 

【Ｑ9】チケット料金についてお聞かせください。 

安い ふつう  高い 
11 93 5 



【Ｑ10】ご意見など何なりとお聞かせ下さい。(調査票原文のまま） 
 

20代 ・勉強になりました(２０代男性) 
30代 ・貴重なお話ありがとうございました(30・５０代女性) 
 ・パネリストの方々の和気藹々とした雰囲気で時間が短く感じました。 
  髙山さん、居るだけで癒される、すごく良い存在感でした(30代女性) 
 ・スポーツを通じて、たくさんの繋がりがあることを改めて感じさせて頂きました(30
 代女性) 
40代 ・ぜひ、子供に聞かせてあげたいと感じました。いい話をありがとうございました(40
 代男性) 
 ・会場も駅近くて分かりやすくてすごく良かったです。(40代女性) 
 ・とてもよいフォーラムでした。来年も楽しみにしています(40代女性) 
 ・楽しい時間をありがとうございました。何かにチャレンジしていきたいと思いました
 (40代女性) 
 ・物販の方の対応が上からな感じがしました。選手だったからという嫌な面なので
 はと感じる残念でした(40代女性) 
 ・一歩前に進むために覚悟が大切であることを感じました。 
50代 ・また来年も参加したいです(50代女性) 
 ・大変楽しかった。髙山さん面白い！来年も楽しみにしています(50代女性) 
 ・とても楽しかったです。また参加したいと思います(50代男・女性) 
 ・ひとつ始めてみたいことがありました、今日の話を聞いてチャレンジしてみようと
 思いました。(50代女性) 
 ・オリンピック・パラリンピック盛り上げていきましょー！！(50代女性) 
 ・デサントの方のおしゃべり(前説？)が無いのが寂しかった(50代女性) 
 ・トーク予想以上に面白く楽しかったです。私も目標に向かって頑張って行こうと再
 確認することができました(50代) 
60代 ・2020年の東京五輪楽しみにしています(60代) 
 ・久しぶりに楽しかった(60代男性) 
 ・活動をもっと広めて欲しい。知らない人が多く、いかに広報活動をしていくかが重
 要 (60代男性) 
 ・とても面白い、よい話が聞けたもっとアピールすればよいと思う(60代男性) 
 ・抽選会が楽しい。ステージ後ろに年譜のパネルがあるとオリンピックの年代や背
 景が分かるのであるといいと思う(60代女性) 
 ・チャレンジがテーマ＝楽しかった。皆さん話が上手。 
  パラリンピアンをもっと出席させて苦労や楽しい話をして欲しい。 
  パラリンピックの応援、支援が大切ですね(60代女性) 
 ・次回も楽しみにしています。みなさまお体を大切にしてください(60代女性) 
 ・初瀬さんに勇気をもらった(60代女性) 
70代  ・チャレンジ・可能性共にアタックして求めていきたいと心身しみて感じました。(70代
 女性) 
 ・お忙しいのに有難うございました。楽しかったです(70代女性) 
 ・いつも楽しみにしています。THANK YOU!!!(70代女性) 
80代  ・初瀬さんのトーク、キリっとして良かった(80代女性) 
 

（ 集計担当：髙山樹里 2015年10月21日） 
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