
研修 啓発のカテゴリーは、交流や発見と同様、合意形成を目的としな

いととろに特徴があります。ワークショッブによって、講義形式では得ら

れない、深い学びや工ンパワメントを実現することが最大のねらいです。

神戸市で行われた事例としては、防災マップづくりの学習やまちづくり

のリーダー養成、市職員向けのワークショッブ研修などがあります。一般

では福祉ボランティアの育成や環境問題に取り組むNPO、平和活動を行う

NGO主主どが、担い手の育成や一般市民の理解を深めるためにワークショッ

プを使った研修や体験型プログラムを多数実施しています。

ワークショッブ形式の研修の最大の特徴はなんでしょうか。それは、座

学での「学び」にはない「体感」を通じた「気づき」があるということに

尽きるでしょう。参加者相互の相違=["ちがい」への「気づき」もあれば、

共通点二「みんな同じ」であるととに共感する「気づき」もあります。ま

た協働作業を通じて生み出される可能性への「気づき」にもつながって行

きます。ワークショッブ形式での研修はそれを土台に据えて、作業(ワー

ク)や体験を積み重ねていくのです。

もうひとつの特徴は「ライブ感」です。通常の研修は、講師が「先人の

知恵」を授けるものです。言い方を変えると「結果結論から学i)iJ手法

だといえるでしょう。一方、ワークショッブ形式の研修は、参加者相互の

コミュ二ケーシヨンを通じて「プロセスから学iSiJ手法です。従って、同

じプログラムであっても結果が遣うというととがあります。参加者によっ

ても違いますし、その組み合わせによっても違うでしょう。一見“出たと

こ"勝負のようですが、人と人との関係に関するスキルを学ぶためには、

この「ライブ感」は命であり、もっとも大切にし芯ければならない点と言

えるでしょう。ライブ、感あふれるやり取りから得られる「気づき」はワー

クショッブ形式ならではの醍醐昧といえるかもしれません。
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「活動スキルアップ講座JId:，“まち"や “まちづくり"をテーマとしたワークショッブで

はありません。この事例集ではやや違和感のある事例ですが、ワークショ ッブ形式の研修

が持つ可能性や周到に準備されたプログラムの重要性を学i~\上で大変優れた内容であり、

とのカテゴリーを代表する事例として紹介することにしました。

経緯

コープこうべ川では、地域での組合員活動を推進するコープ委員をおいています。コープ

委員の力量を上げ活動の工ンパワーを図ることを目的に企画されたのがこのワ クショッ

ブ型研修です。主催は、コープこうべ第4地区本部日です。各回2時間30分のア回シリー

ズですが、前半の4回でイベントの企画を題材としてワークに取り組む中で、 コミュ二ケ

ーションのスキルや企画力のノウハウを身につけ、後半の3回で具体的に企画をつくり実

施するという構成になっています。会場はコープとうべ生活文化センター会議室です。

参加者

参加者は、各地域コープ委員会日|こ人選を依頼して第4地区内の15の地域コープ委員会

から2名程度が参加するように調整が図られました。参加者の総数は30名で、年齢は40

代中ぱを中心!こ30代かS60代まで幅広い層に渡っていますが、男性は1名だけで、 コー

プの地域活動が主に女性によって支えられている状況を反映しています。人選の方法や研

修の性格上、 各国の参加者数は安定しており増減はありませんでした。

実施体制

今回の研修は住吉コープ福祉-ボランティアセンター刊のコーディネータ一、林律子さん

が行いましたが、この規模のものでは、スタッフはl人です。会場準備など人数を必要と

する部分もできるだけ参加者自身が手足を動かすという方式が取られています。

* 1コープこうべ 昭和37年、神戸生活協同組合と灘生活協同組合が合併して「灘神戸生活協同組合」が誕生した。平成3年に現在

の「コープこうべ」に改称。「一人は万人のために、万人は一人のために」のスロ ガンに代表される助け合いの精神を柱に、協同購

入事業など消費者運動の中被を担ってきた。市民の地域活動を支援する活動芯どその事業範囲は広範にわたっている。 *2コープ委

員会 ・コープ委員 コープこうべでは、事業活動区域を114平成16年度)に分けて地域コープ委員会を設けている。コープ委員は、

地域内の庖舗 共同購入センターなどの運営について点検と組合員諸活動の推進のために、組合員.またはその家族の中から各地域

20-60人の範囲で、 2年ごとに選任される。 *3コープ第4地区本部 コープこうべの活動区域は兵庫県全体の広域に渡るため、

これを第1-第B地区の8つに分けて事業活動を推進しており、地区本部制が敷かれている。第4地区は芦屋市.東灘区、灘区。 *4
住吉コープ福祉ボランティアセンヲ (現 ・コ プ活動サポートセンター住吉) コープこうべの福祉 ボランティア活動の拠点と

して、各地区の実情に応じてコープ組合員の福祉、文化、ボランティア活動を総合的に支援している。第4地区では、東灘区田中町の

生活文化センター内に設けられている。
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活動スキルアップ講座悶悶

打 占前傾姿勢でよーいドン! 日時 2002年11月7日(木)10:00-1 2:30 

\~ 

主体的に関わっていくため1;:

第1回のねらいは参加者が主体的にかかわることの重聖性に気づきそれを促すためのき

っかけ作りをするのが目的です。楽しくとなせるワークに「なるほどJと思わせるアド

バイスを交えて、乙の研修をよい印象でスター卜するための工夫が凝らされています。

PROGRAM 

O講座を始めるにあたって

主催者からのあいさつ

。 オリエンテーシヨン

・全体の流れを説明

.研修を進める上での約束などを説明

.ポイントに主主る言葉の解説

「自主性」と「主体性」の違い

共同→協同→協働=より積極的

な参加の姿勢が求めらがLている。

「スキル」って?

才能、経験がなくとも簡単なコ

ツさえ勉強すればできる。

。 アイスブレイク

・自己紹介ゲーム

→とらえ方の違いを楽しむ

.他己紹介ゲーム

→個性の遣いを楽しむ

・ばらばらだから協働する価値がある。

O 振り返り①

ε事グループ分け

・パースデーサークル

。 言い換え練習

. I私はどんな人つ」

①自分がどんな人聞かいろいろな表

現で言い換えシートを埋める。

①否定的な表現を、肯定的な表現に

変える工夫をする。

③自分で変えられなかった表現につ

いてグルブ内で相談する。

. I生協ってどんなところっj

同様の作業を「生協」でする。

@ 振り返り②

口目標第1回は、参加者同士が、人と関わる

ことや人と一緒にやること=協働の大切さとお

もしろさを体感して、次回以降への期待を膨5

ませてもらうととが最大の目標です。

ロアイスブレーク 参加者同士が打ち解けた関

係をつくることが第1の目的ですが、それと同

時に、自己紹介ではそれぞれの参加者の表現の

多様性を、双方向インタビ、ユーによる他己紹介

では、自分にない個性の多様性を感じてもうう

ととで、いろいろな個性と感性の存在を面白い

と感じてもらうことが期待されています。これ

を起点に、人と関わることや人と一緒にやるこ

とをプラスにとらえてもらうととが、グループ

ワークには大切であり、実は第1回のプログラ

ムの中で重要な役割を持っています。

口言い換え練習 相互の関係づくりとあわせ

て、プラス思考で課題に取り組む、姿勢を学13¥ト

レー二ングです。否定的にとらえられがちなこ

とも、見方しだいで肯定的にとらえ直すととが

できます。自分に対しても相手に対しても思考

をプラスに変えることで、グループワークが前

向きに進められるのです。言葉を記入する吹き

出しを並べた| た!~ .. . ~'(T

A3のシンプル|十一一ι d ど

なシー卜が、大 11可('¥{ 

変効果的なアイ|戸乙〈←ベ

XJにーゴ()
ます。 言い換えシート
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バム¥
第話 回キャッチポーJIIとポール固し 日時2002年11月21日(木)10凹 -12:30

¥-----./ 

コミュ二ケーションの力をつける

みんなで活動に取り組むためには、自分の思いをきちんと相手に伝え、相手の思いも

理解するという基本的芯コミュ二ケーションの力が大変重要です。第2回はこのコ

ミュニケーションの力の重要性を確認し基礎的な力をつけるととを自的に組み立てら

れています。参加者相互の体験を通じて学i)¥、ワークショッブ手法の真骨頂と言える

プログラムで、今回の研修のハイライトです。

PROGRAM 

O伝えるととと伝わるとと

-描けるか芯

①ファシリテーターから提示された図形を

一人が見て他の参加者に言葉で説明する。

②説明を受けた参加者それぞれが、その

図形を描いて再現する。

。 相.手と話をしてみる(その1) 一一…

「いかがお過ごしでしたかっ」

①2人1組になる。

② 方が、「いかがお過ごしでしたか?J
と呼びかけ、会話をスタートする。

③呼びかけた人はそれ以降言葉を発しては

いけない。うなすいたり首をかしげたり

表情や身振り手振りで会話を仕掛ける。

④2分間で、立場を変えて同様に行う。

。 会話のコツ 言葉のキャッチボーjレ
・相補的*会話と交差的会話

(ロールプレイを使って体験する)

①参加者の中かう 1組を選び、他の参加

者は観察します。

②やる気満々の新入社員と古株社員にな

り、新入社員の「提案jを古株社員が

口コミュニケーシヨンの重要性

皆の様々な思いを調整して合意形成を図る

にも遣いを認め合いながら協働するととも

コミュ二ケ ション次第です。たとえ途中

でギクシャクしてもコミュ二ケーションの

力をつけることで解決できるはずです。

口コミュ二ケーションスキルを学ぶ

コミュ二ケーションの成否のフ割は、聞き

手が握っています。「話し上手」が必要芯

のではなく、「聞き上手」が必要なのです。

それは、才能や経験がなくともある程度の

スキル (=コツ)を身に付けることで誰で

も一定のレベルに達することができること

をとの研修で学ぶことができます。

@ の「いかがお過ごしでしたかりでは、

いったん言葉を捨てて会話を行い、言葉の

重要性を体感すると同時に、聞く努力によ

ってコミュ二ケーションを成立させること

ができるという相反する2つのことを学び

ます。

「難癖」をつけてつぶす。 10の「いかがお過ごしでしたかりでは、

(交差的会話の体験 学んだスキルを活用して実際に会話を行い

*相補的 ます前半のそれと対を成すプログラム
心理学の世界で、対人間の「やりとりJ(=交流)を分析する手法 。
のーっとしてTA (交流分析)がある。TAではすべての「やりと (対比プログラム)になっており、研修の
り」は、相補的、交差的、裏面的のいすれかに分類される。このう
ち椙補的交流は、刺激と反応が平行な関係を持ち、適切で期待遇り 成果を実感できる構成をとっています。
の交流が発生し健康芯人間関係の自然芯道理にかなうものとされて
いる。これに対して刺激と反応が交差する(交差的交流)と、二者 。 ではコープ委員が共通に実感できる例
の聞には緊張が生じ、コミュ二ケ ションが途絶えることに芯る。 ー
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-コミュ二ケーションの基本的スキル

1自分も相手も肯定的にとらえる

=プラス思考

2.相補的会話を心がける

=言葉のキャッチボール

。 聞き方のコツ

-信頼関係をつくり、相手の心を開く接

し方に関するレクチャー

。 相手と話をしてみる(その2) 

「いかがお過ごしでしたかけに再挑戦

①2人1組になる。

②一方が、「いかがお過ごしでしたか?J

と呼びかけ、会話をスター卜する。

③今度はD.Oで学んだ会話のコツを活

用し、言葉を使って会話を仕掛ける。

④2分間で立場を変えて悶様jこ行う。

。 振り返り③

@ ディスカツシヨンしてみよう

・ケースワーク 「ミシンが壊れた。どう

しよう ?J

コープの手芸活動グループのミシンが

壊れた。新しいミシンが必要だが、生

協の居舗とそれより安い民間量販届

iY屋」 どちらで買うべきかをグルー

プでディスカッションし、結論を出す。

。 グループディスカッションの中のいろい

ろな役割

-合意形成までのプロセスを振り返る

.コーディネートのスキルを学13¥

グループでのディスカッションがどの

ように行われたかを振り返り、グルー

プでのディスカッションを進める上で

どのようなスキルが必要かを学ぶ。

。 振り返り④

右の表を使って、グループで

のディスカツシヨンを進める

ために必要芯いろいろな役割

について、誰がどのようにそ

れを果たしたかを振り返り、

足り芯かった部分や重要な役

割について考えます。

活動スキルアップ講座-

題を使ってク、ループテ、イスカッシヨンを

行い、参加者がそれぞれどのような役割

を果たし、何がかけていたかを探ります。

プログラム上は、参加者全員に「身近で

議論しやすく、 一方簡単に結論が出芯いJ

“よい"例題を設定できるかどうかが重要

です。

ログループディス力ッションのスキル

コープ委員のように少人数で水平な関係

の集まりでは、合意形成をはかり物事を

決めていくのはむしろ難しいのです。(一

般社会では、何5かのヒエラルキーが存

在し発言権の強弱が発生しますし、多人

数では最後に多数決という方法も有効で

す。)0、Oのプログラムでは、会議を

合理的な結論に向かつて、効率的に進め

るために必要芯ファシリテーターとして

の役割を学ぶととが目標です。またリー

ダーや司会者だけがその役割を担うので

はなく、参加者全員がそのスキルを身に

つける必要があるということも学びます。

〈係リーダー活動スキルア‘ノブE資産〉

J'f/L-~号ィス11-1 ショ〉ぬ中ぬいろいろ診役割

機能 世割 表現

口火を切る

ルール巷説明する

|時間配分をする 時間管理をする

!世割分担する

謀題達成機能 |情報提供する

|翰点在明確にする

|針績を方向付け右方向修正する

結論を出す

確認 フィードパックする

話しA いをスムーズに量進させる

励まし 車置づけ、自由度在確憧

調和を憧つ、')ラIノクス、煮詰まり防止

聾回維持獲能
一致点を見出す努力をする

少数派を畳け入れる努力をする

全員が話せるようう?がす

その他

『
は
亡
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- 活動スキルアップ講座

〆λ¥
第 d回 作戦会議Sフォーメーシヨン作り 日時 2∞27j352Z(お

¥---./ 

ファシリテーターの役割を意識しよう

地域コープ委員の日々の活動の中では、自ら課題を見つけてテーマを設定し、それに向かつ

て企画を組み立てて行く作業がよく行われます。第3回は、とれまでの研修で学んだ、「間

き方Jや「伝え方Jなどコミュニケーションの基本的なスキルや、会議を効率的に進めるた

めに必要な役割についての知識を活用し、実践的なスキルを身につけるととが目標です。

PROGRAM 

。 前回の復習

。 テーマを見つけよう

・問題点(実際の活動の中で困っている

こと)を分析し、課題 (解決に向けて

すべきこと)化する。

-暮らしの中で気になることはつ

①|くJ)去を使って取り組むテーマをグ

ルブごとにまとめる。

(g)-.eまとめた結果を、もう一度ばら

して rooが口口である」というく

くりでまとめなおす。

③グループごとに結果を発表する。

④投票で関心の高いテーマをいくつか

決定する。(この時は 5つ)

。 チームを組もう

~テーマによる自発的な参加~

.グループ分け

関心の高いテーマでグjレーフに分かれ

て企画案をまとめる。

。 活動を企画してみよう

~課題解決課題達成のために~

.ファシりテーターの役割はつ

.とんな活動できたらいいね

・みんなの思いを形にする設計図づくり

プログラムをデザインする

ブレインストーミング

企画案を発表できる形にまとめる。

ポスターをイメージしながら企画案

を模造紙にまとめる。

。 振り返り⑤
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口|くJ法の活用

l との研修では効率的に課題を見つけてテー

マを設定する手法として、 KJ5.去を紹介し

ています。今回のKJ5.去によるまとめでは、

一旦まとまったものをリセットし、再度

rooが口口だか5・」 という くくり に直

しています。とれは、「環境Jr教育」など、

教科書的なくくりになってしまうと「課題」

と「原因Jという構図が見えにくく、各自

の主体的な課題とのかかわり方が希薄に芯

りがちだからです。

ログループワークとテーマ設定

日ごろの活動に密着したテーマを扱うこと

で、りアリティのあるワークができるよう

になります。また第2回で学んだ会議での

役割を全員が意識し芯がら進めることで、

これまでの研修の成果がどのように日ごろ

の活動に生かせるかを体感することが重要

です。

グループワークの様子



活動スキルアップ講座a・
/瓦¥

第斗 回 自由演技金メダルはどこへ?
¥--./ 

日時 2002年12月19日(木)
10:00-12:30 

プログラムデザインとプレゼンテーション

第3固でグループごとに考えた企箇を発表し、みんなでそれを評価します。

。 プレゼンテーション

・グループワークでまとめた企画を
発表 F 吋由時ケー

発表の横子炉

j相手に伝えるために

! 1企画チェック表の活用

2運営のための各種シー十の活用;

@ 審査会みんなが審査員

-最優秀案の決定

全員が1人1点で投票して最優秀案を

選i)1。

プラン・ドゥ・シ で今後に生かす。

@ 振り返りと交流

-その後

口審査会の意昧

との研修は、コープ委員のスキルアップを目的

としているので、ワークの出来不出来はあまり

問題ではありません。したがって必すしも最後

の審査会は必要ないのですが、これがあること

で案をまとめるワークに張りができます。

口振り返り

円辰り返り」は研修では大変重要なプログラム

です。節目ごとに大切に振り返ることで、「気

づきJを定着すると同時に、次のワ クへの切

り替えを行ってメリハリをつけることができま

す。また「振り返り」は、研修の充実度を量る

バロメータ でもあります。 般的には、研修

が充実した内容で、参加者の集中力が高まり、

「気づき」の内容が充実するのにつれて、 rt痕り
返り」の記述量は増えていくようです。

第5回以降は、審査の結果1位になった企画案「来

て楽しいコープのお屈をつくる」に全員が取り組み、

実施に移すための具体的な企画にまとめる作業が行

われました。

第5回 2003年1月30日

企画案を具体化するツールづくりが行われました。

第6回 2003年2月18日

自長会の中で企画の発表がおこなわれました。

第ア回 2003年3月6日

振り返りと交流会

との2002年の研修を皮切りに、 2003年にも同様のプログラムで研修が実施されています。

細部を洗練させつつ、研修の効率をあげるために、 1，2回のプログラムと3，4回のプログラ

ムをそれぞれあわせて1日す、つ計2日間のプログラムとして実施されています。
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回①畑町田
:亡コ ファシリテーターの役割って何やろ?

. 

Aくん「ファシリテタ とプログラムは

と、っちが大事やと思う ?J

Bさん「そら、ファシリテーターに決まって

るやん」

Aくん 「そうかあ? そうとも言い切れんで。

完霊に練られたプログラムがあれば

ファシリテ タ はいらんって言う人

もいるしJ

Bさん「でもワークショ ッブがうまくいくか

どうかはファシりテーターの技術にか

かつてるんちゃうつj

Cくん 「なかなか難しい議論ゃなあ。どっち

にしても、ます確認しとかなあかんの

は、ファシリテーターとプログラムは

お互いに役割を補い合ってるっていう

点やろねJ

Bさん「ファシリテーターの身振りとか発言

はプログラムの一種やしJ

Aくん「反対に、プログラム上のいろん芯ネ

タが話し合いをファシりテー卜してる

とも言えるでJ

Cくん「旗上げアンケートとかつ」

Aくん「そう。あれは、参加者全員が何らか

の意思表示をするためのしかけ、つま

りプログラムってことやしj

Bさん「でも、ファシリテーターの役割をぜ

んぷプログラムに任せてしまうととは

無理ちゃうかなあ」

Aくん「プログラムなしで、ファシリテータ

ーだけに任せるのも無理やろな」

Cくん「よく考えてみれば当たり前のことや

けど、どちらかに頼りっきりになるの

はあかん、そういうことやね」

Aくん「ほんなら、どんな優秀なファシリテ

ーターでもこの部分だけはプログラム

に頼った方がいい、っていうようなと

こはあるんかなっ」

Bさん 「逆に、どんなに練られたプログラム

でも、ととだけはファシリテタ に

頼うざるを得ないっていう部分もある

と思う。やっぱり参加者全員が平等に

思いを述べることは実際難しいやん。

やっててそう思わへんつ」

Aくん「思うなあ。つまりそれらを現場で察

知して補正していけるのはファシりテ

ターしかおうんってととか。ほんな

らプログラムに頼るべきことは何なん

やろっ」

Bさん「プログラムが大事や言うたんはあん

たやねんから自分で考ええな」

Aくん「うぬぬ ー ーCくん、どう思うつj

Cくん「う ん、そうやなあ・・・大事芯と

ころは、お互いに年齢や性別、出身、

身体の状況、経験とか知識量なんかが

全然違う人たちが、一つの共通テーマ

について公平に意見を出し合える、と

いうところかなあ」

Aくん「つまり、いろんな属性を持った人た

ちが緒に議論するためには、その土

台をあらかじめ用意しておかんとあか

0-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
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ん。それがプログラムってことゃな Bさん「つまり、そういったときに、ファシ

Cくん「それでも土台は完壁や芯い」 リテーターはどのように状況を変えて

Bさん「そう。ファシリテーターはそれを常 いくべきなのかがむしろ重要ってこと

に気にかけとく必要があると思う。フ ねj

アシりテーターには、土台、つまりプ Aくん 「ファシリテ タ が何かを発言する

ログラムの不完全さに気づく鋭敏な観 とと自体、 一定の誘導を含んでると思

察力がいるってことねJ うんやけどj

Cくん「それに、その場その場で適切な修正 Cくん「考え芯あかんのは、その行為によっ

を行える判断力とか、全体を見渡しっ てその後の話し合いがと、う変わったか

っ個人個人の反応や変化を見逃さない やろね」

繊細な感覚ってところかな Bさん 12つの意見が対立してるときに違つ

Bさん Irファシリテートjっていう言葉自 た見方を提示するとか、それまで注目

体は、促進するとか円滑にするといっ されなかった少数派の意見を議論の場

た意昧やけど 」 に持ち込んだりするのは優れたファシ

Cくん「この話題になると、ファシリテタ リテ 卜と言っていいんじゃないつ」

ーがちょっと誘導するとか、それは絶 Aくん「ということは、誘導するような発言

対あかんとか、“誘導"の是非がよく それ自体がだめ!というわけゃないん

言われるね」 か」

Aくん「促進はええけど、誘導はあかんわな Bさん「そうかも。いろんな意見があるって

Bさん「促進と誘導ってどう遣うのつ」 いうことを強調したのか、それともい

Aくん「う、それはー j ろんな意見の取捨選択につながってし

Cくん「まずはどんなときに誘導が必要と感 まったのかが鍵のような気がする」

じるかを考えたらどうやろ?J Cくん「ふむ。ファシリテーターは何かの決

Aくん「なるほど。やっぱりそれは議論がス 定を促進するんじゃなく、決定のため

トップしたときやろ芯」 の議論を促進するべきと言ってもいい

Bさん「意見が分裂したとき」 かもしれんねj

Cくん「一部の人の意見ばかりが大勢を占め

ていそうなとき」

Aくん「少数派の意見がちゃんと取り上げら

れないとき」

Aくん「今度、ファシりテーターの経験豊富

なDさんとか、ワークショップを研究

してるEくんとかにも話を聞いてみ

よ」 -. . .......................................................................................・
グ A 、ふ Aくん w.s歴6年。 !t仁7‘¥く¥Bさん w.s歴5年。
吋句帯 一世'il1人当たりがよくて喧障が 凶や kゐ、/1直感タイプで実は高所恐

¥¥. 0ノノ弱い。趣味は写真。 ¥¥V¥γ 怖症。弟が3人いる。

/ら戸、、F雪，-'、
万るさ治 Cくんw.s歴7年。
A:;:写)，11冷静沈着。結構頑毘。

やニノy車をこよなく愛する。
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