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（資料 1） 

Sicher is talking about a worthwhile goal implies that this is a concretized 

or personal goal. (p.119 註) 

 

If overall goals are abstractions, and stated in very general terms, e.g., 

strength, wisdom, etc, then her previous state make sense... (p.119-120 註) 

 

Thus, two people could have the overall goal of strength and the personal 

goal of one could be a dictator in whatever social setting. The second 

person…(p.120 註) 

 

They move toward realizing the concretized goal that they have set for 

themselves: to become a physician, a lawyer, a businessman, a teacher, and 

so forth. As long as they move they still have a certain amount of 

courage.(p.122) 

 

It takes courage to find ways to bring the greater goals to realization with 

goals that are more reachable, i.e., partial goals. To study medicine is a 

reachable goal...(p.123) 

 

In order to go in a direction, plans must be made to reach partial goals on 

the way to the overall goal. (p.123-124)  

 

Only those who have developed social interest(social consciousness) will 

extract from this ultimate goal that they have created, a partial goal that is 

possible. If in the direction of this unreachable goal a partial goal can be 

reached, then this partial goal can be considered one phase of one 

episode.(p.126) 



 

The concretized goal is the person’s idea of how to ensure his or her own 

physical survival and psychological security. (p.152-153) 

 

Individual Psychologists think that this enormous striving means that 

people have set unreachable goals for themselves Adler called this the goal 

of Godlikeness.(p.153) 

 

〇Godlike goal 

〇unreachable goal  Perfection is an unreachable goal, an absolute.(p.122) 

〇overall goal 概念。力、優越、価値を持つことなど。ジッヒャーは、これ自体が悪

いと言っているわけではないように思われる。 

〇concretized goal 具体的な職業名など。worthwhile であるが、childish という

形容詞がついたりして、到達困難なものも含まれるかもしれない。 

〇personal goal  overall goal より具体化されている 

〇partial goal ほぼ reachable goal と同じ？ 

〇reachable goal 

〇normal goal→”normal”に関しては言及あり（p.123） 

 

（資料２） 

野田俊作の補正項： 

 

地獄への道に敷きつめられたもの（２）2009 年 07 月 04 日（土） 

なぜ「狂う」ことをみずから決心するかというと、「正気でいる」ことができないから

だ。なぜ正気でいることができないかというと、理想が高すぎるからだ。それはどんな

理想かというと、結局のところ「人並みに暮らす」という理想だ。人並みに人づきあい

をし、人並みに就職し、人並みに結婚する、というようなことだ。考えてみると、これ

ほど高い理想はこの世にない。 

 

差異と構造と冗長性（８）2015 年 11 月 09 日（月） 

 だから親は、自分が子どもに期待していることは実現可能な合理的なことなのかを点



検しなければならない。よく言うのだが、もっとも実現困難な期待はなにかというと、

「人並みでいなさい」とか「普通の人でいなさい」とかだと思う。むしろ、「ノーベル

賞をとりなさい」だの「オリンピックで優勝しなさい」の方が、よほど罪が軽い。だっ

て、子どもは本気にしないだろうし、親だって本気では信じていないからだ。そもそも

親が子どもに「人並みでいなさい」とか「普通に人でいなさい」という期待をかけたく

なるのは、子どものことを人並みでもなく普通の人でもないと感じているからだ。だか

らその期待は実現不可能なのだ。まあ、それだけでなく、親はさまざまの実現困難な期

待を子どもにかける。自分の期待を意識して点検しておくことが、健康な子どもを育て

るために必要なことだと思う。 

 

（資料 3）Problems of Neurosis 「人はなぜ神経症になるのか」 

幼い頃の死の恐れは、悪しき優越性の追求を喚起することがあります。それは人を有

能にしますが、非建設的であることよりもさらに悪い場合もあります。私が先に少し言

及した十五歳の少年は姉の死に強い印象を受け、しばしば死について語りました。何に

なりたいかとたずねた時、私は彼が「医師」と答えると思っていたのですが、彼の答え

は「墓掘り人になりたい。埋葬される人になりたくないから。他の人を埋葬したい」と

いうものでした。そこで彼はそのようになりました。ただし彼自身のやり方で。商人、

競争相手を「葬る」（裏切る、葬り去る）辣腕のビジネスマンになったのです。 

（岸見一郎訳） 


