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こ の 本 に よ く 出 て く る 言 葉  

 
　「学習プログラムを構成するひとまとまりの学習
活動」を指します。 
　いくつかのアクティビティが集まって参加体験型
の学習プログラムが形作られます。 
 
 
 

 
　参加者（学習者）を主体とするような手法や体験的
な活動を取り入れた学習のことです。 
　参加体験型学習が行われる「場」を「ワークショップ」
と呼びます。ワークショップは、学習者が相互に学び合う
過程をとおして、気づきや発見が促される場です。 
　詳しくは「人権学習ハンドブック」基礎編、実践編をご
参照ください。 
 
 

 
　もともとは、「ファシリテート」する（＝容易にする、促す）
人、つまり「促進者」という意味です。 
　ワークショップでは、全体の進行役を務めるとともに、参
加者の学習活動やお互いのコミュニケーションが円滑に
進むよう、様々な方法で働きかけたり促したりする役割を果
たします。 
　詳しくは「人権学習ハンドブック」基礎編、実践編をご
参照ください。 
 

 
　プログラムの参加者には、初対面の人も多く、緊張し
ているものです。 
　いきなり、「話し合いをしてください」と促しても、固くな
りがちです。そこで、この緊張をほぐす目的で行うアクテ
ィビティがアイスブレークです。 
　身体を動かしたり、ゲームしたり、雰囲気が柔らかくな
る内容を工夫します。次の学習展開へとつながるような
アイスブレークを取り入れると、受講者も「なるほど」と
納得できます。 
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はじ め に  
 

 
　青森県人権教育・学習推進協議会では、社会教育における人権教育・学習の推進を目的とした　「青
森県人権教育・学習推進事業」を実施して、4年が経過いたしました。これまでの取り組みを簡単にふり返
ってみたいと思います。 
◇平成16年度 
・県民の人権学習に関するニーズを把握するため、聞き取り及びアンケート調査の実施 
・モデル講座の実施（三戸町、鰺ヶ沢町） 
・人権学習フォーラムの開催（弘前市、八戸市） 
・『人権学習ハンドブック－基礎編－気づきから学びへ』作成 
◇平成17年度 
・モデル講座の実施（五所川原市、八戸市、むつ市） 
・「じ・ん・け・んファシリテーター養成講座」の実施（青森市、八戸市） 
・『人権学習ハンドブック－実践編－学びから行動へ』作成 
◇平成18年度 
・モデル講座の実施（青森市、五所川原市、弘前市、八戸市《2団体》、むつ市） 
・「じ・ん・け・んファシリテーター養成講座」の実施（三沢市、弘前市） 
◇平成19年度 
・モデル講座の実施（青森市、五所川原市、弘前市、八戸市《2団体》、むつ市） 
・「じんけん学習会実践者養成講座」の実施（五所川原市、むつ市川内） 
・「みんなをしあわせにするシンポジウム」の開催（弘前市） 
・「じんけん感覚を磨き地域の教育力を高める公民館講座」の開催（鶴田町、三戸町） 
・人権学習の輪を広げるためのガイドブック「わたしからみんなへ」作成 
 
　調査研究モデル講座は、4年間で延べ54回開催され、県協議会が直営で実施した養成講座やフォーラ
ム等の事業も、延べ15回にのぼります。ここまで充実した事業が展開できましたのも、精力的に調査研究に
取り組んで下さった調査研究委員各位をはじめ、関係機関のご助力の賜と感謝申し上げます。 
 
　さて、既刊の人権学習ハンドブック2冊については、全国の行政機関や民間団体から問い合わせがあり、
「現場で使いやすいように、細部まで配慮されている」という、賞賛のことばをいただいております。 
　3冊目は、人権学習の輪を広げるためのガイドブック「わたしからみんなへ」と題して刊行されることとなりま
した。本書では、人権学習ハンドブックの中で取り上げた、人権学習の理論や参加体験型学習のノウハウ
等は割愛し、これまでの調査研究の中で積み上げてきたアクティビティを紹介することに力点を置きました。 
　第1部としてアクティビティ集、第2部には事例集及び、近年関心が高まっている人権に関する課題を様々
な視点から取り上げた、「じんけんトピックス」を掲載いたしました。 
　本ガイドブックを、人権学習会を企画、実施するときの参考書として活用していただければ幸いです。また、
紹介しているアクティビティは、少し手を加えれば学校教育の中でも活用できるものばかりです。 
　どうか、本ガイドブックをいつも身近に置き、折に触れてご活用いただくことを切望しております。 
 
　　　　2008（平成20）年3月 

青森県人権教育・学習推進協議会 
会　長　宮　x　秀　一 



この本を活用していただくために 

この本を活用していただくために 

　青森県人権教育・学習推進協議会では、文部科学省からの委託を受け平成１６年度から「青
森県人権教育・学習推進事業」をスタートさせています。 
　本協議会では、平成１６年度に「人権学習ハンドブック―基礎編―気づきから学びへ」を、
平成１７年度には「人権学習ハンドブック―実践編―学びから行動へ」を発行しています。 
　この２冊のハンドブックは、社会教育や学校教育の関係機関に配布され、大変好評を博し
ています。 
　この度発行する、人権学習の輪を広げるためのガイドブック「わたしからみんなへ」は、これま
での取り組みの成果をより広く普及させるために、身近なサークルやグループなどにおける自主
的な学習活動の場での活用など、広く一般県民の方に活用していただくことを想定しています。 
　第１部においては、具体的な学習プログラムを紹介し、第２部では事例や、人権に対する興
味や関心を深めていただくための読み物「じんけんトピックス」を掲載しています。用語等につ
いてもできるだけ平易な記述を心がけています。 

（1）人権は誰もが学ぶ必要のあるテーマである　 
　人権とは、一人一人の生命や自由・平等を保障し、日常生活を支えている大切な権利であり、
だれもが自分らしく幸せに生きることを追求し、実現するために持っているものです。 
　人は社会の中で多くの他者と関わりを持って生きています。人権はだれにも侵すことのでき
ない権利である以上、お互いが認め合い思いやることが大切になります。つまり、人権とは私た
ちの日常生活における一番基本のルールと言えるのです。当協議会では、人権は社会の主
体的な形成者となるために、だれもが継続して学ぶ必要のあるテーマであると認識しています。 
 
（2）人権を学ぶと人生が豊かになる 
　人権教育では、他者の尊厳を尊重するとともに、自分自身を大切に思う気持ちである「自尊
感情」を育むことを重視します。自分自身を肯定的に見ることができるようになると、精神的な
健康や様々な環境へ適応する力が高まり、前向きな態度で人生と向き合うことができるように
なっていきます。 
　また同時に、自由、平等、寛容、正義、誠実等、社会の形成者として求められる価値を尊重
する態度が内面に根づくようになっていきます。 
　このような価値観に基づいた判断が、日常生活の中のあらゆる場面で自然にできるようにな
れば、その人の身についた品性となり、他者からの信頼や信用が高まります。そのことで、自分
が望んでいることを行える可能性が高まっていきます。結果的に他者との信頼関係に基づい
た、豊かな人生の獲得につながっていくと考えられます。 
　こうした資質を高めた市民が、まちづくりに参加していくことが期待されます。 

誰のためのガイドブック？ 

本書における基本的な考え方 



この本を活用していただくために 

「人権」という言葉を強調しない人権学習手法の開発 

人権学習の3つのステップ 

（１）人権を自分の言葉で　 
　人権学習ハンドブック「基礎編」では、「【人権学習】は個別の学習テーマとして取り上げら
れるべきものではなく、あらゆる学習の機会の中で行われるべきもの」とあり「【人権講座】とう
たわなくても人権学習はできる」、と書かれています。　　 
　当協議会では、「人権」という言葉を強調しなくても、結果として人権感覚が磨かれ、人権に
対する意識が高まっていくような学習の場を作りたい、というテーマを掲げ、研究協議を重ねて
きました。試行する中で見えてきた方向性は、人権を「人権問題」というようにとらえたり、必要
課題として「こうあるべき」と押しつけたりするのではなく、参加者相互の精神的な交流の中か
ら生まれる共感や気づきを大切にしながら学んでいくということです。そして人権を自分の経験
に裏打ちされた、自分なりの言葉で語り合える学びの場を目指せばいいのではないか、というこ
とです。このような認識で今後も事業を推進していきます。 
 
（2）人権学習は参加体験型学習で 
　参加体験型学習とは、参加者相互が自己開示しながら、それぞれの知識や経験を学習資
源として、主体的に学びの場に参加していくという手法です。 
　この学習手法は、参加者の学習意欲を高めたり、学習活動の質を高めたりと、様々なメリッ
トが報告されている反面、話し合うグループの中に、学習課題に対する知識の豊富な人がい
れば一方的に仕切られてしまったり、逆に知識を持っている人が少ない場合は学びが深まらな
かったり、誤った認識を共有してしまうなどの弊害も指摘されています。 
　当協議会では、これまでのモデル事業等の実践の中から、人権学習こそ、参加体験型の学
習手法が有効に機能すると考えています。参加体験型学習では、学習に主体的に参加する
ために、自己開示を迫られる場面があります。このことは、グループのメンバーや学習の場を信
頼しなければなかなかできないことです。そのため、参加者には守秘義務及び共感的な傾聴を
心がけることや相手の発言を否定しない、攻撃的でない言い方を心がけるなどの心構えが求
められます。このこと自体が、人権尊重に直結するものであり、参加体験型学習の場そのもの
が人権に対する気づきを促す要素をたくさん含んでいるのです。 

　当協議会では、人権学習を円滑に、そして効果的に進めるために３つのステップを考えました。 
◇第１ステップ「わたしづくり」 
　「私の価値を認めること」が他者の人権を認め、尊重することにつながっていくと考えます。 
◇第２ステップ「なかまづくり」 
　それぞれの人が持つ多様な考え方や見方を尊重し、共感的なコミュニケーションを心がける
ことによって人権感覚が磨かれると考えます。 
◇第３ステップ「地域づくり」 
　あらゆる地域活動を実践するにあたって、人権に配慮した運営を実現することにより、住みよ
いコミュニティが形成されていくと考えられます。 



この本を活用していただくために 

青森県人権教育・学習推進事業について 

　青森県人権教育・学習推進事業は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（平
成１２年法律第１４７号　同年１２月６日公布・施行）の基本理念に基づき実施しているもので
す。 

　国では、この法律を受けて「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定しています。ここで
は、この本を活用していただく上で、基本的な理念を知っていただくために「人権教育」につい
て、上記の基本計画を簡潔にまとめました。 
 
 
　人権教育とは「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」を意味しています。国は、「国
民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができ
るよう」学校教育及び社会教育に対して、それぞれの役割を規定しています。 
 
 
　人権教育の実施主体としては、学校、社会教育施設、教育委員会などのほか、社会教育
関係団体、民間団体、公益法人などが挙げられます。実施会場としては、県及び各市町村等
が設置する社会教育施設等が想定されます。 
　当協議会では、青森県人権教育・学習推進事業の目標として、「県内で開催される、あらゆ
る生涯学習事業が、人権尊重という観点から企画運営されるようになっていくこと」を目指して
います。 
 
 
　人権教育は、参加者一人一人の心のあり方に密接にかかわる課題を考え合うことになりま
す。そのため参加者の自主性を尊重し、押し付けにならないように十分留意する必要があると
ともに、人権に対する多種多様な意見があることを踏まえ、異なる意見に対する寛容の精神
に立って、自由な意見交換ができる環境づくりに努めることが求められるのです。 

（基本理念） 
第3条　国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、
職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理
念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、
効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨
として行われなければならない。 
（地方公共団体の責務） 
第5条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域
の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する
責務を有する。 

人権教育の意義・目的は？ 

人権教育は誰が推進するの？ 

人権教育の基本的なあり方 



県民の人権感覚を磨き、人権意識が高まる 

この本を活用していただくために 

青森県人権教育・学習推進事業の事業体系 

青森県人権教育・学習推進協議会 
事業全体の骨子を定め、事業推進の基本方針を決定する 

○ 人権教育・学習推進に有効な講座の運営方法及びアクティビティの開発 
○ モデル講座の評価の取りまとめ 
○ 人権学習の輪を広げるためのガイドブック「わたしからみんなへ」の作成 
 

人権教育に関する普遍的な視点を全委員で共有する 
（1）人権に関する学習においては、単に人権問題を知識として学ぶだけではなく、日常生

活において自然に生かせるようになることを目指す。 
（2）公民館等の社会教育施設を中心として、地域の実情に応じた人権に関する多様な

学習機会の充実を図る。 
（3）学習意欲を高めるような参加体験型の学習プログラムの開発を図り、プログラムの流

れをガイドブックの中で明らかにする。 
（4）地域社会において、人権教育を先頭に立って推進していく指導者の養成及び、その

資質の向上を図る。 

◇青森県人権教育・学習推進調査
研究委員会が実施するモデル講
座 

■じんけん学習会実践者養成講座 
■みんなをしあわせにするシンポジウム 
■人権感覚を磨き地域の教育力を高
める公民館講座（鶴田町、三戸町） 

◇個別の人権課題にアプローチする
モデル講座 

■女性 
■高齢者 
■障がい者 
■子ども 
■人権一般、まちづくり 

青森県人権教育・学習推進調査研究委員会 

様々な場面で使える多様なアクティビティや学習プログラムの開発と
その提示による、人権教育・学習機会の普及・拡充 

▼ 
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じんけん学習会や
ってみませんか？ 

地域のイベントに
着目して 

地域の伝統文化
の継承 

まちづくりと連動
して 

学校教育と連動し
て 

使えるアクティビ
ティここにあります。 



第1章 

　人権教育・学習で最も大切なことは「今の自分

を肯定し受け入れつつ、少しでも自分を高めてい

こうとすること（わたしづくり）」です。 

　第１章では、これまでの調査研究を踏まえ「自

尊感情」を高め、他者と豊かにつながる「コミュニ

ケーションスキル」についての、気づきを促すア

クティビティを紹介します。 

まずは「わたし」から 

第１部 

人権教育・学習を効果的に 
推進するためのアクティビティ集 
 



第１章　まずは「わたし」から 

　「人権」と「わたしづくり」は何の関わり
があるの？　と思われるかもしれません。こ
こでは２つの側面から考えてみます。 
　まず、「わたしづくり」とはどのような考え
方なのでしょうか。 
　「わたしづくり」とは、過去の経験や行動
を振り返り、自分自身を見つめ直す「自己
分析」から、「こんな自分になりたい」「あの
人のようになりたい」など“未来の自分”を
考えることで、実現へ向けて、今をどうしたら
よいのかを見つけ出すことです。 

　自分自身に、このような建設的な動機づ
けを継続していくためには、自らのかけがえ
なさに気づき、自らが権利の主体であると
いう意識を確立することによって、自分の
人生を自分の意志で決めていく力を高めて
いく必要があります。 
　当協議会では、人権を学ぶことによって、
偏見、差別意識、利己的な考え方から自分
自身を解放しながら、素敵な「わたしづくり」
を進めることによって、思考や行動を変え
ていくことができると考えています。 
　次に、「素敵なわたし」についてです。そ
れぞれが思い描く「未来のわたし」は千差
万別でしょう。せっかく「わたしづくり」を進
めるのなら、素敵な“わたし”を目指してみ

ませんか。そのための具体的なヒントを日
常生活の中に探してみましょう。 
　あなたの周りに『人を惹きつける力』を
持った人がいませんか。その人がなぜ人を
惹きつけるのか観察してみてください。外
見はともかく、内面がきらきらと輝いている
のではないでしょうか。社会の中で必要とさ
れるエチケットや心配り、気持ちのよいコミ
ュニケーション、人間関係を良好にする魅
力を持っている人には、共通点があると考
えられます。 

　人権を学び、人権感覚が磨かれていけば、
それに付随してその人自身の価値観も高
められていきます。つまり、人間性が豊かに
なっていくということです。「人を惹きつける
力」も根底にあるのは人権感覚であり、少
しの意識改革と心がけによって「素敵なわ
たし」を目指すことができるのではないでし
ょうか。 
 
　では、「素敵なわたしづくり」を進めるた
めの具体的なアクティビティを紹介します。
以下に紹介するアクティビティは、当協議
会が平成１９年度に「じんけん学習会実践
者養成講座」で実施したものです。この講
座の詳細については、第２部を参照してく

1

1 素敵な“わたし”をつくりましょう 

元気！ 



2 自尊感情を高めるために 

ださい。Y（p．７５） 
　「じんけん学習会実践者養成講座」では、
ねらいを達成するための第１ステップは「わ
たしづくり」を考え、そのための具体的なア
クティビティとして、「自尊感情を高める」こ

と、第２ステップでは「なかまづくり」として「コ
ミュニケーションスキル」を磨くことを重視し
ました。この２つを踏まえて、３回目では地域
の中の人権課題に目が向くようにプログラ
ムを組んでいます。 

　自分自身を肯定的に見ることができる人
は、他の人をも同様に肯定的に見ることが
できるといわれています。 
　「自尊感情」とは、自分に対する誇りや
自分を価値ある存在と思う気持ちで、近年
この概念が、人権を考える上で重要である
と注目されています。「自尊感情」の高い
人は、自分と同時に他者も肯定的に捉え
ることができ、心あたたかく豊かな人間関
係を築けるといわれています。 
　「自尊感情」は、単に自分が過剰な自信

を持つことではありません。「自分を知り自
分を高める」ためには、他者とどう関わるか
ということも考えなければなりません。「他
者との関係性」から新たに自分自身が見
えてくることがあるからです。 
　また、自分を肯定的に評価できるように
なるためには、他者に受け入れてもらえる
体験を積み重ねることが重要になります。
そのためにも、参加体験型のグループワー
クが有効であると考えられるのです。 
 

な
か
ま
づ
く
り 

地
域
づ
く
り 

わ
た
し
づ
く
り 

私も大事 
あなたも大事 

暮らしの中の 
じんけん 

子どもの権利を 
理解するために 

◆自分自身を肯定的に認めるため、“わたし”が好きという気持ちを高める。
また、グループワークで、本人が気づかない良さに気づかせる。 

◆自己開示しながら、様々な価値観を交換し合うことで、多様な考え方に
触れ、違いを受け入れる。 

◆自分の人生の転機を振り返ることで、自己認識を高め未来への展望を
持つ。 

自尊感情を高めるためのポイント 
Point!!
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長 所 と 短 所 

第１章　まずは「わたし」から 
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自分自身が持っている自分への肯定感と否定感を知る 
○自分自身に対してどのような肯定感及び否定感を持っているかを自覚し、そのような自

分であっても自分を大切に思うことが、他者の尊重につながることに気づく。 

○自分の資質や生き方以外に、社会には自己肯定感を低下させる要因があることに気づく。 

◆対　象　　高校から一般成人 

アクティビティ 
１ 

ね
ら
い 

導入 
5分 

展開 
50分 

ふりかえり 
10分 

留意点 

◆アイスブレーク：タッピングタッチ 
　２人一組で、どちらかが相手の肩や背中を中指と人差し指で軽くたたく。さす
ってもよい。その時好きな歌を歌ってあげると尚よい。１～２分で交代する。 
　身体の接触があるので、無理にやらせない。組み合わせにも配慮する。 
 

自分の長所（好きなところ）、短所（いやなところ）をいくつでもワークシート
に書き出す。 
 
配偶者、恋人、友人、職場の人、近所の人など誰か一人を思い浮かべて、
その人の長所と短所をワークシートに書き出す。 
 
自分と他者と比べ、長所と短所はどちらが多かったのか、なぜそうなったと
思うかを話し合ってみる。 
 
自分の短所、あるいはいやだと感じるところを付箋紙にいくつか書き出し
てみる。 
 
グループ内で、付箋紙を出し合い、なぜそう思うのかを話す。グループ員は
共感的に傾聴し、短所の見方を変えれば、長所の要因が多く含まれてい
ることについて気づいたことを話す。また、その短所が本当に自分の資質
から由来しているのかどうか考え合う。 

※数字の背景の黒い塗りつぶしは個人作業、白い塗りつぶしはグループ作業を表しています。 

 

◆ふりかえり 
　自分自身の肯定感、否定感についてどのような気づきがあったか発表し合う。
また、社会環境から刷り込まれたような否定感があれば、その背景についても思
いを巡らせてみる。 

自己開示によって、プライバシーに関わる話題が多く出ることが予想されるので、
事前に守秘義務厳守を伝えておく。 

1

2

4



プラスストローク の交換 
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ストロークの法則を知り、日々の生活の中で実践することを目指す 
○ストロークの重要性に気づき、プラスストロークを実践しようという態度を身につける。 

○自分自身へプラスストロークを与え、自己肯定感を高める。 

◆対　象　　高校から一般成人 

アクティビティ 
2

ね
ら
い 

導入 
5分 

展開 
60分 

ふりかえり 
10分 

◆アイスブレーク：ねえ、聞いてる？ 
　２人一組で向かい合い、一方は自分の長所を４つ話す。聞く相手は、そのた
びに反応を変えてみる。「大いに賞賛（すご～い）」「普通に同意（へ～、そうな
んだ）」「否定（そんなのたいしたことない）」「無視」　交代しながらお互い体
験した後、どんな反応の時、安心感があったか話し合ってみる。 
 

ストロークの概念やその原理について、ワークシート等を使って学ぶ。 
 
自分を肯定してもらうときにかけて欲しい言葉、他者を肯定するときにかけ
たい言葉を付箋紙に書き出す。 
　　　 
グループで、付箋を出し合いながら、どんな言葉がけが高い効果を生むのか、
みんなで共有してみる。 
       
２人一組になって、今日の関わりの中で相手に感じた好印象を、話し合い
の中で出たプラスストロークを使って伝え合う。 
      
大切な自分自身に、プラスストロークを使って、感謝しながら手紙を書く。 
  

※数字の背景の黒い塗りつぶしは個人作業、白い塗りつぶしはグループ作業を表しています。 

 

◆ふりかえり 
　グループ内でフリートークをしながら、今日の学びの成果について確認をして
みる。 

※プラスストロークとは「相手の存在や価値を認める関わり方、刺激」のこと。ストロー
クの手段には、言語の他に身振りや表情やスキンシップなどの非言語によるものがある。 
　プラスストロークはプラスストロークを生み出し、それがくるくると回ってスパイラルで増
大するという性質を持っている。 
　与えるべきプラスストロークがあれば惜しみなく周りに与えることによって、信頼関係を
築くことができ、円滑なコミュニケーションが成立するようになっていくことを説明する。 

1

2

　

　

5

留意点 

※ 



受講者から出された 
「私が欲しいプラスストロークの言葉」 
・ステキだね 
・よかったね 
・とってもいいね 
・チャーミングですね 
・若いですね 
・あなたのおかげです 
・さすが 
・助かります 
・頼りになる 

第１章　まずは「わたし」から 
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プラスストロークは惜しみなく周り
に与えましょう。 
配偶者、友人、子ども、職場の同僚、
お隣さんなど 

自分自身の些細な何かを、自分で認めてほめる
ことができるようになれば、他の人の些細な良さ
も認めることができるようになります。 

欲しいストロークは要求しましょう。 
「明日は私の誕生日だわ」 
「今日の料理おいしい？」 

じんけん学習会実践者養成講座 
第２回目の講師　工藤恵美子さんの資料から 

プラスストロークを実践しよう 

プラスストロークを与える 

プラスストロークが返ってくる 

マイナスストロークを与えると… 

マイナスストロークが返ってくる 

欲しくないストロークが来たら上手
に断りましょう。 
「なるほど。そうかもね」 
「言いにくいことを言ってくれ
てありがとう」 

欲しいストロークが来たら喜んで
受け取りましょう。 
「ありがとう」「嬉しいわ」 



　アサーティブネスとは、相手と意見や気
持ちの食い違いが生じたとき、相手を攻撃
したりせず、かといって自分の気持ちを押し
殺すのではなく、相手の考えも尊重しなが
ら自分の意見を率直に表現することです。 
　当協議会では、お互いの人権を尊重し
ながらつながっていくために、「コミュニケー
ションスキル」の重要性について着目して
きました。モデル事業を実施してきた各協
議会においても、講座の中で受講者相互
の交流や共同作業といったアクティビティ
を取り入れています。 
　社会に対して何か働きかけていくために
は、なかまが必要です。なかまづくりを進め
るために、コミュニケーションについてしっか
りとした知識やスキルが必要です。 
　コミュニケーションの力を伸ばすには、ワ
ークショップ等の参加体験型の学習方法
が効果的といわれています。コミュニケーシ
ョンは他者との信頼関係を築く一番の基
本です。じんけん学習会実践者養成講座
では、なかまづくりのステップにおいて「共
感的傾聴」、「自己開示」、「アサーティブ
ネス」を取り上げ、グループワークを実施し
ました。 

　共感的傾聴は、文字どおり相手の話を「共
感的」に聴くという姿勢を身につけるトレー
ニングです。表情や相づちやしぐさがとても
大切です。相手が共感的に聴いてくれれば、
人は緊張から解放され自然と「自己開示」
ができるものです。自分自身にとって大切
に思っている体験や価値観などに共感し
てもらえれば嬉しいですね。また、食べ物の
好みや一致した趣味などでも話が大いに
盛り上がり、楽しい時間が共有できます。
この「あなたとともに過ごせてよかった」と
思えることが、自分の価値観を広げ、自己
深化につながっていくと考えられます。こう
いったねらいが達成できれば、人権学習と
して成功したといえるのではないでしょうか。 
　私たちの日常は、様 な々利害が錯綜して、
意見が食い違ったり、一方的な考えを押し
つけられたりと、コミュニケーションがぎくし
ゃくしがちです。そんなとき、一呼吸おいて、
このアサーティブネスを心がけたいものです。 
　当協議会では、このアサーティブネスが
人権意識の大きな要素と考え、学習の中
にアサーティブネスのトレーニングを取り入
れるようにしています。 

第１章　まずは「わたし」から 
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◆気楽に正直な気持ちを表現することを助け、望んでいることが行
える可能性が高まります。 

◆前向きな気持ちで自己表現できます。 
◆自分がどうしてもらいたいか正確に相手に伝えられます。 
 

アサーティブネスができると 
Point!!

アサーティブネスはあなたの品性を高め、一生涯の財産となります。 

3 アサーティブネスができると… 
　　豊かな人生が手に入る 
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私　を　語　る 

共感的傾聴を心がける態度を身につける 
○自己開示をしながら、自分自身のことを語り合い、共感的な傾聴に基づいたよりよいコ

ミュニケーションのあり方について気づくことができる。 

 

◆対　象　　高校から一般成人（１グループは４～５人にするとよい） 

アクティビティ 
３ 

ね
ら
い 

1

◆アイスブレーク：YES or NO ゲーム 
　ファシリテーターの質問に対し、「とってもYES」「どちらかといえばYES」「ど
ちらかといえばNO」「とってもNO」の、どこか一つのコーナーに移動する。質問
例「あなたは今、幸せですか」「あなたは今までに人格を傷つけられる経験をした
ことがありますか」「今日の学習会に期待してますか」等 
 

ゆったりとした気持ちで、ワークシートに、自分の好きな食べ物（飲み物）、
好きな場所、趣味、自分の考え方に影響を与えた人、大切なもの等を３つ
ずつ書き出す。（焦らせず、じっくり時間をとり、自分自身と向き合えるよう
に配慮する）（P8　資料1参照） 
 
ワークシートに書いた「わたし」について、一人ずつ話す。聴く人は共感的
な傾聴を心がける。（一人の語りがあまり長くならないように配慮する） 
 
 
グループの中で、「よいコミュニケーションをとっていくために心がけたいこ
と」と「してはいけないこと」を付箋紙に書き、発表し合い、内容を整理する。 
　　　 
 
各グループで、コミュニケーションの取り方についてどんな話し合いになっ
たかを、発表する。 
  

※数字の背景の黒い塗りつぶしは個人作業、白い塗りつぶしはグループ作業を表しています。 

 

◆ふりかえり 
　共感的な傾聴という雰囲気の中で話したときに、どんな感じであったのかに
ついて気づいたことを話し合ってみる。 

留意点 
この学習会は、グループのメンバーとワークショップの場を信頼し、他者から学ぼ
うとする姿勢がないと効果的なものにならない。ファシリテーターは雰囲気づくり
に配慮する必要がある。 

導入 
5分 

展開 
50分 

ふりかえり 
10分 
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Point!!

ファシリテーターは、焦らせず、みんなが書き
終わるまで、待ってあげましょうね。 

私
の
好
き
な
食
べ
物 

私
の
好
き
な
飲
み
物 

私
の
好
き
な
場
所 

私
の
趣
味 

私
の
考
え
方
に 

影
響
を
与
え
た
人 

私
の
大
事
な
も
の 

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
い 

と
き
に
す
る
こ
と 

私
の
大
切
な
思
い
出 

「私を語る」ワークシート 

資料 1
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あ　な　た　な　ら  

多様な考え方に気づき一人一人の意見を尊重する態度を身につける 
○日常生活における人権と密接に関わる、生き甲斐、幸せ、家族、友人など様々なテーマ

について、互いの考え方や感じ方を話し合い、それぞれが今までの経験や生活に裏打

ちされた「多様性」と「想い」を持っていることに気づく。 

◆対　象　　高校から一般成人（１グループは４～５人にするとよい） 

アクティビティ 
４ 

ね
ら
い 

1

2

◆アイスブレーク：同じもの探し 
　グループの中で話し合って、全メンバーに共通することを探し出す。そのために
は、まず、身近な話題として趣味や、食べ物の好みや、気になったニュースなどを紹
介し合い、共通点を探していく。多くの共通点を探すのが目的のゲームではなく、「意
外な共通点」を探し当てたときの喜びを、共有するためのアイスブレークである。 
 

ファシリテーターが複数のテーマを与え、そのテーマについて、グループ内
で話し合いを進める。グループの一人が、それまでの話し合いの流れと自
分の考えを加味して、テーマをどれか一つ選択をする。 
テーマの例として、 
Ⅰ「あなた自身に介護が必要になったとしたら、誰に介護をして

もらいたいですか」 
　①「配偶者」②「子ども」③「第三者」 
Ⅱ「あなたがめでたく定年退職となりました。その後の人生はど

うしたいですか」 
　①「定年後も無理のない程度に働きたい」　 
　②「自由な時間を大切にして暮らしたい」 
Ⅲ「あなたの父親が、３０歳年下の女性と結婚したいと言い出した

らあなたはどうしますか」 
　①「父親の意思を尊重する」②「反対する」　 
 
それぞれのグループで、テーマごとにどのような話し合いになり、発表者は
それぞれの質問に対し何番を選択したか、発表する。 
  

◆ふりかえり 
　メンバーの話の中で、印象に残った点があれば発表し合う。また、今後、意見
交換してみたいテーマについても、出し合ってみる。 

留意点 
様々な考え方が示される。対極的な意見も出るが、ファシリテーターは、無理に
合意させたり、相手を説得する必要がないことを、参加者に事前に理解させる
必要がある。 

導入 
10分 

展開 
45分 

ふりかえり 
10分 



4 コミュニケーションスキルを磨く 
　ここでは、よりよい人間関係をつくるコミ
ュニケーションについて、心構えや態度だ
けではなく、具体的な手法について学びます。 
　八戸市人権教育・学習推進協議会が
実施した、第４回モデル講座「アップさせた
い！　コミュニケーション力」の中で、講師
である八戸短期大学　坂本玲子教授が
指導してくれたアクティビティを紹介いたし
ます。 
　坂本教授は講義において、様々なコミュ

ニケーションの原理を解説してくださいました。
「人間のコミュニケーションは無意識レベ
ル９３％、意識レベル７％で起こる」「人は、
コミュニケーションに関する訓練を受けて
いないと、聞きたい部分だけを聞きたいよう
に聞いてしまう」「人は自分自身の中にあ
る答えでなければ腑に落ちない」「人は言
われたことではなく、自分から気づいたこと
は心に残る」等の示唆に富む講話でした。 

第１章　まずは「わたし」から 
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◆人を理解しようという包容力に満ちている 
◆相手を尊重して、相手の見解をきちんと聞く 
◆大切なポイントを明確化して聞く 
◆「Ｉメッセージ」（あなたではなく、私を主語にした会話）を心がける 
　「あなたはいつも○○だから」→「わたしはあなたに○○して欲しい」 
◆一貫性を持つ（言行一致） 
◆オープンな気持ちで聞く 
◆協力して答えを考える 

効果的なコミュニケーションとは 
Point!!

目線を下に落としてのコミュニケーション ぺーシング、パラフレーズの演習 

アイ 
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ペーシングとパラフレーズ 

相手に歩調を合わせるコミュニケーション技法である、ぺーシングとパラ
フレーズについて理解を深める。 
○ぺーシングについて、非言語レベルと言語レベルの両面から体験し合い、気づきを、日

常生活の中で生かせるようにする。 

◆対　象　　高校から一般成人 

アクティビティ 
5

ね
ら
い 

1

2

◆アイスブレーク：呼吸を合わせる 
　２人一組になり、一方が目をつぶり、もう一方がしばらく呼吸を合わせ続けてか
ら、より深い呼吸にリードしていく。目をつぶっている方は、呼吸が合ってきたと感
じたら、意識的に深く呼吸をしたり、浅く呼吸をして変化をつけてみる。 
　役割を交代して同じことを体験してみる。 
 

２人一組になって、一方が日頃考えていること感じていることについて好
きなことを話す。もう一方は、相手に歩調を合わせ（ぺーシング）て、話を聞
く。 
◇言語レベルのぺーシング 
・相手の話の内容に逆らわず、相手の言い分を聞く。　 
◇非言語レベルのぺーシング 
・呼吸するタイミング 
・話すペース 
・声のトーン 
・しぐさ　など　 
 
 
話の内容そのものを確認（パラフレーズ）しながら聞いていく。 
「あなたの言っておられることは…なんですね」 
「あなたのお話によると…ですね」 
のように、話の内容を別の言葉に言い直して確認する。 

 

◆ふりかえり 
　聞き手が、ぺーシングやパラフレーズを意識して使ってくれたとき、どんな気が
したか話し合う。 

留意点 
　このぺーシングやパラフレーズは、カウンセラーが相手に好きなように話させ、
相手に歩調を合わせながら少しずつ相手をリードし、気づきを促すための技法で
あるが、ここでは、相手がより話しやすくなるための聴き方、といった認識にとどめ
てよい。 

導入 
10分 

展開 
50分 

ふりかえり 
10分 

※ペーシングとは、相

手の考え方、感じ方、

態度に歩調をあわせ、

心理的なバリアを取

り除くスキル。 

出典 
ロジャーカミングph.D 
田中万里子ph.D著 
「基礎的な話の聴き方」 

※パラフレーズとは

相手の話の内容を

確認しながら、別の

言葉に言い換えて、

聞いていくスキル。 
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「Ｉメッセージ」でコミュニケーション 

「Ｉメッセージ」について理解を深める。 
○日常生活の具体的な場面を想定し、「Ｉメッセージ」を使ったコミュニケーションが使え

ることを目指す。 

 

◆対　象　　高校から一般成人 

アクティビティ 
6

ね
ら
い 

1

2

3

4

◆アイスブレーク：Ｙｏｕメッセージ 
　２人一組になり、夫婦を想定し、「あなた」を主語にして、自分の気持ちを伝え
てみる。「あなたはいつも私の話を聞いてくれないのね」「あなたはいつもそうな
のね」など。あなたを主語にすると結果的に批判されているように聞こえること
に気づかせる。役割を交代して同じことを体験してみる。 
 

３人一組になる。①「わたし」②「あなた」③「観察者」 
ファシリテーターは状況を設定し、その状況設定で「わたし」と「あなた」に
ロールプレイ（役割劇）を演じてもらう。 
＜状況＞ 
夫は夜遅く子どもが寝た後帰宅し、妻は夫のために食事を温め直して食
べさせている。夫は、新聞を読みながら妻の話を聞いている。 
「Ｙｏｕメッセージ」で妻は夫に話しかける。 
 
全く同じ状況設定で、今度は「Ｉ メッセージ」を使って話をしてみる。 
 
それぞれやってみてどうであったかを、観察者も含めて話し合う。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 
役割を交代してやってみる。 
 

 

 

◆ふりかえり 
　全体で感想を話し合う。ファシリテーターから「Iメッセージ」についてのコメン
トを行う。 

留意点 
　ロールプレイを行うときは状況設定が重要なので、参加者の性別や年齢層、
職業経験などを見極めながら、ファシリテーターが判断する。 

導入 
10分 

展開 
60分 

ふりかえり 
10分 

※ アイ 

※「Iメッセージ」とは 
「わたしはどう感じている
か」といった、わたしを主
語にした話し方 

出典 
ロジャーカミングph.D 
田中万里子ph.D著 
「基礎的な話の聴き方」 

アイ 



第2章 

　「高齢者」「障がい者」「女性」「子ども」「地域

づくり」等の個別の人権課題への気づきを促すア

クティビティを、各モデル事業の実践の中から紹

介します。 

　アクティビティについては、「ねらい」「対象」「準

備物」「展開」「受講者の感想」「運営者が考える

次のステップ」を明らかにします。 

 

 

「わたし」から「みんな」へ 
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　第１章では、人権を尊重した社会の形成者となるべき「わたしづくり」につながるアクテ
ィビティを紹介しました。 
　地域社会に目を向けてみると、「社会の多様性」といった言葉では片づけられない、様々
な人権に関わる課題が存在すると言われています。 
　各協議会が取り組んだ、調査研究モデル事業について、「どのような人権課題」の解
決を想定して、「どのようなアクティビティ」を実施したのかについて、整理してみました。 

【子ども及び、子どもと大人の関わりにおける課題の解決を指向した協議会】 

弘前市人権教育・学習推進協議会 

「家族が、一緒の空間で生活していても、みんな一緒に何かする、遊
ぶという、共有感を味わっていない家庭があるのではないか」　 

幼児と保護者、小学生から大人まで 

いろいろな人とのコミュニケーションをとおして、人と関わるためには、
相手を尊重し、受け入れなければならないこと、「コミュニケーションと
は人権そのもの」ということに気づくプログラム。 

五所川原市人権教育・学習推進協議会 

「『生命の大切さ』について、じっくりと思いをめぐらせる機会が少ない
のではないか。人間も自然界の中の一つの構成員として、生かされて
いることに気づき、感謝の気持ちを持てるような機会を作れないか」 

小学生から大人まで 

自然の中に身を置き、「生命の尊厳」を感じることができるプログラム。 
間伐材から作った積木を使って「リセットできるもの」「リセットできな
いもの」をキーワードに、生命について思いを巡らせるプログラム。 

 
【子どもの権利条約の実現、障がい者理解を指向した協議会】 

むつ市人権教育・学習推進協議会 

「子どもの権利条約の実現、子どもの権利の擁護」 

「障がい者理解」 
小学生、中学生、高校生をはじめ一般成人 

コミュニケーションをとおした、相手との関係性の中から、人権感覚を
豊かにすることがとても大切であることに気づくプログラム。 
障がい者との交流をとおした、障がい者理解につながるプログラム。 

どんな人権課題を…… 

誰を対象にして…… 

どんなアクティビティ…… 

協議会名 2

どんな人権課題を…… 

誰を対象にして…… 

どんなアクティビティ…… 

協議会名 1

協議会名 3

1 個別的な人権課題 

どんな人権課題を…… 

誰を対象にして…… 

どんなアクティビティ…… 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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【「コミュニケーション」をキーワードにして地域づくりへの波及を指向した協議会】 

八戸市子ども人権教育・学習推進協議会 

「地域の中での人間関係の希薄化、地域の人権課題に関する学習
の場の絶対的な不足」 

小学生から一般成人 

『わたしらしさ』を生かし、ボランティア活動などの実践をとおした、とも
に学び合える地域づくりのあり方に気づくプログラム。 

 
【「女性」「障がい者」「高齢者」の課題解決を指向した協議会】 

八戸市人権教育・学習推進協議会 

「女性」を取り巻くＤＶ等の課題、被害者理解のあり方 
「高齢者」に関する虐待の問題 
「障がい者」の自立支援を阻害する課題 

一般成人　 

講義を取り入れ、今日的な人権課題の現状を理解した後、自分との
関わりについて、話し合ったり、課題解決に向けたスキルを身につける
プログラム。 

 
【地域づくりの人材育成を指向した協議会】 

青森市人権教育・学習推進協議会 

「コミュニティへの無関心さは、結果的に自分自身への無関心へとつ
ながっていく。また、様々な偏見や画一的なものの見方によって地域
における人的な交流が阻害されている。よりよい地域づくりは、肯定
的にお互いを認め合い、協調していくことによって進められていく」 

一般成人 

『自己開示』『視点を変えた見方』『価値観の交流』をキーワードとし
て、講義で受けた内容を参加型学習によって、理解を深めていくプロ
グラム。 

 

協議会名 4

協議会名 5

協議会名 6

どんな人権課題を…… 

誰を対象にして…… 

どんなアクティビティ…… 

どんな人権課題を…… 

誰を対象にして…… 

どんなアクティビティ…… 

どんな人権課題を…… 

誰を対象にして…… 

どんなアクティビティ…… 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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　今回紹介するアクティビティは、青森県内各地において、調査研究モデル事業を受
託した各協議会が、平成１８年度～１９年度にかけて実施し、受講者の感想をとりまとめ、
人権感覚を磨き人権意識を高めることに有効と考えられるものをピックアップしたもので
す。 
　机上で組み立てられたものではなく、実際に一般県民に受講してもらったアクティビテ
ィですが、紹介するにあたり、よりよいプログラムとするために手を加えた部分もあり、必
ずしも実施したアクティビティそのままではないことをご承知おきください。 

2 各協議会が開発したアクティビティ 

実 施 協 議 会 名 

弘前市人権教育・学習推進協議会 
事務局　特定非営利活動法人　弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる 
〒０３６－８０３５　弘前市百石町３－１ 
TEL／FAX 0172-34-0171

五所川原市人権教育・学習推進協議会 
事務局　特定非営利活動法人　子どもネットワーク・すてっぷ 
〒０３７－００４４　五所川原市元町５３ 
TEL／FAX 0173-34-2170

むつ市人権教育・学習推進協議会 
事務局　特定非営利活動法人　むつ下北子育て支援ネットワークひろば 
〒０３５－００５１　むつ市新町１７－７ 
TEL／FAX 0175-23-7844

八戸市子ども人権教育・学習推進協議会 
事務局　はちのへ子ども劇場 
〒０３１－０８０２　八戸市小中野５－２－５－４０５ 
TEL 0178-46-0597  FAX 0178-46-0635 

八戸市人権教育・学習推進協議会 
事務局　はちのへウィメンズアクション 
〒０３９－１１３４　八戸市西白山台三丁目３－１７ 
TEL／FAX 0178-23-3486

青森市人権教育・学習推進協議会 
事務局　特定非営利活動法人　ＮＰＯ推進青森会議 
〒０３０－０８０１　青森市新町２－８－２０　柳ビル５階 
TEL 017-774-5595  FAX 017-774-5596

乳幼児、 
小学生、 
一般成人 

小学生、 
中学生、 
一般成人 

小学生、 
中学生、 
一般成人 

小学生、 
一般成人 

高齢者、 
女性、 
障がい者、 
一般成人 

一般成人 

個別的な人権課題の 
対 象 分 野 

【平成１８年度～１９年度　調査研究モデル事業を実施した協議会一覧】 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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弘前市人権教育・学習推進協議会 

五所川原市人権教育・学習推進協議会 

むつ市人権教育・学習推進協議会 

八戸市子ども人権教育・学習推進協議会 

八戸市人権教育・学習推進協議会 

青森市人権教育・学習推進協議会 

講座周知用チラシ 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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　人権学習は、普遍的な人権の概念を学ぶとともに、人権と自分のかかわりに
気づき、問題解決に役立つ学習でなければなりません。人権の課題にかかわる
事実の認識や知識の学習にとどまってしまったり、「差別はいけない」という結
論を急ぎすぎると、誤った知識を持ち、その問題を忌避してしまう傾向を生むこと
があります。そうならないために、知識の伝達で終わらず、その問題について様々
な意見を出し合い、自分とは異なる価値観に出会うことで葛藤し、人権課題の
解決に必要な技能や態度を育む学習が必要ではないでしょうか。 
　私たちは、「教える」という学習スタイルだけで済ませるのではなく、「気づき」
や「発見」を大切にして、問題解決に向けての方法を自ら学び取る学習スタイ
ルへと、発想の転換をはかる必要があると考えています。具体的には参加する
人たちが他者理解・社会理解・自己理解の三つの理解を深めてもらい、社会
的有用感や、人権意識の基盤となる自尊感情を育てることができるプログラム
を立案することとしました。 
 
 

　人権意識を培うにあたり、子どもから大人まで参加でき、テーマを『気づいて、
わたしもあなたも！』と定め、学習の方向性を『一人からみんなにつながる流れ』
と位置付けました。 
　参加者は、自ら学習に参加することにより、各自が他者や社会に役立つこ
とができたという自信や満足感を得て、自己の有用感を再確認することができ
ます。また、子どもから大人まで参加することは、人権意識の基盤となる自尊感
情を育て、自己の生き方や存在感を確立し、他者や社会との連帯感を醸成す
ることに結び付くものであると考えました。 
　特に体験学習を実施するにあたり大切なことは、運営者がその実施目的が
何であるかを常に明確に意識することであり、また、課題認識が十分でないと、
参加者は何となく楽しんでいるだけといったことにもなりかねません。このことを
十分認識し、“参加体験型学習”を生かした取り組みとしました。 

Ⅰ　気づいて、わたしもあなたも！ Ⅰ　気づいて、わたしもあなたも！ Ⅰ　気づいて、わたしもあなたも！ 

プログラムの企画にあたっての課題意識 

協議会員の思い、企画会議で出された意見など 

協 議 会 名：弘前市人権教育・学習推進協議会 

作　成　者：特定非営利活動法人 

　　　　　　　弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる　理事　工藤　英子 
 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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【支え支えられの関係づくり――幼児と親】 

　日頃、創造力を生かし、家族で遊び合う状況にあるだろうか？ 
　〈おはなし〉を遊び合うことで、子どもの豊かなイメージ（想像力）に出会い、
寄り添うその喜びの中から、〈あそび心〉が響き合い、心の動きを見つめ合えま
す。　 
　子どもの時間、各々のペースはそれぞれで、イメージすることも一様ではあり
ません。その違いを受け入れ、お互いの違いを認めながら、共感する大切さを
知ることができます。 
 

【人権はコミュニケーションから】 

　社会環境の著しい変化に伴い、様々な人権にかかわる問題が発生してい
ますが、その要因の一つとして“社会での直接体験の欠如”が挙げられてい
ます。 
　楽しいゲームを中心にしながら、心も体もほぐれ、コミュニケーション力を高め
ることができます。 
　まさに“人権とはコミュニケーション”であることを実感できます。 
 
 

プログラムの特長 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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　青森県人権教育・学習推進協議会では、平成１６年度に「人権学習ハンドブック―
基礎編―気づきから学びへ」、平成１７年度に「人権学習ハンドブック―実践編―学
びから行動へ」を刊行しております。 
　この２冊は、持ち運びしやすいＡ５サイズで作成されており、人権学習の理念や意義、
学習プログラム作成のツボ、ファシリテーションのノウハウなど、まさに「微に入り細を
穿つ」ハンドブックです。 
　全国の都道府県教育委員会に配布しておりますが、大変好評で、各地の人権学
習会で活用されています。是非、「人権学習の輪を広げるためのガイドブック―わたし
からみんなへ―」とあわせてご活用いただくことをお勧めいたします。 

人権ワークショップの作り方、フ
ァシリテーターとして知っておか
なければならないことなど、すぐ
に役立つノウハウが満載。 

「気づく」「学ぶ」「広げる」と
いう視点から、人権学習のアク
ティビティを紹介。人権学習の
入門書として最適！ 

人権学習ハンドブック基礎編 人権学習ハンドブック実践編 

人権学習ハンドブック 

Coffee
 Break
Ⅰ 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 

気楽に読んで 
ください。 
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Point!!

支え支えられの関係づくり―幼児と親 

　ストーリー性を持ったごっこ遊びを通じて、子どもの時間を実感し、親子の関
わりを深める。 

◆対　象　　幼児とその保護者　　１０家族～２０家族 

アクティビティ 
7

ねらい 

導入 
10分 

展開 
40分 

準備物 

親子の関わりを深めるアクティビティ 

名札　名札用ペン　ホワイトボード　ホワイトボード用ペン　新聞紙を丸め卵に見立
てたもの（会場のいたる所に隠しておく）　薄手の布（参加者全員で周りを囲めるサイ
ズ）　ビニール袋　　　会場は平らな床やカーペットが望ましい 

ラジカセなどで軽快な音楽を流して
明るく進めれば盛り上がるよ。ファシ
リテーターがギターや打楽器を演奏し
ながらやると、もっといいかも。 

◆呼ばれたい名前 
　受付時、参加者が子どもの頃に呼ばれていた名前（あるいはこのワーク中に呼
ばれたい名前）をホワイトボードに書く。名札にも同様に記入しておく。（保護者も
子どももそれぞれ書く） 
　床に座った状態で、リズムに
合わせ、ファシリテーターはホワイ
トボードに書かれた名前を呼び、参加者は返事をする。 

◆ピョンピョン島へ行こう 
①　「お船はギッチラコ」の歌に合わせ、親子で両手をつなぎ交互に引き合う。 
②　４～５人のグループになって実施。 
③　参加者全員が輪になって実施。 

◆ピョンピョン島へ到着 
　全員で輪になり座った状態で「大型バスに乗ってます」の歌に合わせ、身体でリ
ズムを打つ。 
⇒歌詞に合わせ切符を隣に渡す動き 
⇒左右に曲がったときは、大きくそれぞれに倒れる動きをする。 
◆ママへびさんの卵さがし 
　事前に会場に隠しておいた新聞紙を丸めた卵（テープ等で接着はしない）を探し、
会場中央に集める。 
◆卵さん元気になぁーれ 
　布の上に卵を集め、みんなで暖める。⇒布に卵をのせたまま、大人2名が立ち上
がり両端を持つ。「元気にな～れ」のかけ声に合わせ、布を上にあげ卵が飛び出す
パフォーマンスを数度繰り返す。 

プログラムに入らない子どもがいても「会場にいることだけで充分である」というこ
とを親に伝え、認識してもらう。また、親の傍観者も作らないようにする。 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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ふりかえり 
10分 

　ごっこ遊びは、親子ともに心も体も充分に動かし、想像力をかきたてる
ものである。 
　子どもを中心に、家族みんなで遊び合うことを実感できた様子である。 

受講者の反応 

　昨今の子どもを取り巻く社会状況を考え、〈子ども〉と〈家庭〉
を視点とし、遊びや表現活動を取り入れた体験が必要である
と考える。 
　子ども一人一人の違いや、それぞれに流れる子どもの時間
（ペース）を尊重することが、身近なところでの人権の第一歩
であると考える。 
　そして家族という個より、人と関わり合いながらつながって
いく流れを感じ取ってもらえる、体験活動の機会をさらに充実
させることが重要である。 

運営者が考えるこの次のステップ 

◆チビッコへびさん誕生 
　遊んでいく中で、丸い新聞紙を細くし、へびの誕生となる。子どもたちの遊びに応じ
て、新聞紙のへびを長くつないだり、ビニール袋に数匹ずつ入れ持ち帰る準備をする。 

　参加者全員で床に輪になって座り、今日のワークショップについて感想を出し合う。 

◆ ピョンピョン島から帰ります 
　帰りも、行くときと同様に、「お船はギッチラコ」のゲームでもよいが、変化をつける
ために、動きのテンポを変えてみたりする。 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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人権はコミュニケーションから 

　遊びや表現活動を通じて、お互いに「関わり」を感じ、安心感を覚え、共感
する心地よさを体験する。 

◆対　象　小学校高学年～大人　20名～30名 

アクティビティ 
8

ねらい 

導入 
5分 

展開 
70分 

準備物 

子どもと大人の関わりを深めるアクティビティ 

名札　名札用ペン　《人間ファックス》用のお題を書いた紙2枚　《写真で表現》用のお題を
書いた紙をグループ数分　「わたしたちの権利リスト」を参加者数分　ふりかえり用短冊参
加者数分　ふりかえり用サインペン参加者数分　会場は平らな床やカーペットが望ましい 

◆電流リレー 
　立ったまま全員が輪になり、手をつなぎ、ファシリテーターを起点に一方向へ手を
強く握り、隣の人に伝えていく。 
⇒制限時間をだんだん短くしていくと盛り上がる。 

◆目かくし運転 

　2人一組となり、前の人が目を閉じ、後ろの人が肩に手をかけ運転し、ぶつからな
いように会場を移動する。 
◆人間ファックス 

　2人一組で、一人はファシリテーターが用意した絵をじっくりと見る。（絵は、描き
手には見えない場所に貼っておく）　　　　 
　次に、相手に、今見た絵の内容を口頭でわかりやすく伝える。相手は伝えられた
ことを汲み取り、絵を描く。 
　絵について伝える人は、制限時間内であれば、数度見てきてもかまわない。 
⇒終わったら、役割を交代して、別の絵について行う。 
◆写真で表現 
　参加者が5名～8名のグループに分かれ、それぞれのグループへファシリテーター
が出題する。 
例として、「修学旅行」「運動会」「お正月」など。 
 制限時間内で、題を連想させるような１つのシーンをグループ全員で、体を使って表現
（写真化）する。他のグループの前で発表し、見ている人は、題を推理して発表する。 
◆わたしたちの権利リスト 
　グループ全員が、熱気球に様々な権利を乗せて出発する。途中で気球にアクシ
デントが発生し、権利を一つずつ捨てていかなければ気球が墜落してしまうという設
定で行う。（P２４資料2参照） 
　まず、グループ員がそれぞれ、一番必要な権利や捨ててもかまわない権利につい
て優先順位をつける。それをグループ全員で話し合い優先順位をつける。 
⇒全体で発表しあう。 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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参加者の意見・感想は受け入れ、批判等しないよう誘導する 

ふりかえり 
15分 

　楽しいゲーム中心のプログラムで、本当に心と体がほぐれた様子である。
関わりの中でのコミュニケーションの大切さは実感できたが、相手に伝え
ることの難しさも再確認したようだ。 

受講者の反応 

　権利とは、人と人との関わりの中にある大切なものであり、
日常生活の身近なところに存在することに気づいて欲しい。 
　自分の生き方や存在感を確立し、他者や社会との連帯感
に結び付けていけるよう、この体験をとおして気づいたこと、
感じたことを参加者間で、分かち合う必要がある。 
　また、子どもの頃から、人権意識の基盤となる自尊感情を
高める機会を継続的に作り出すことも必要と考える。 

運営者が考えるこの次のステップ 

　短冊に一人１枚、今日感じたことを記入し、グループ内で話し合う。⇒テーブル上
に短冊を並べ、ギャラリーウォーク（全作品を見て歩く）をする。 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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 １　わたしだけの部屋を持つ権利（ひみつを持つ権利） 
 
 ２　きれいな空気を吸う権利 
 
 ３　おこづかいをもらう権利 
 
 ４　愛し、愛される権利 
 
 ５　いじめられたり、命令・服従を強制されない権利 
 
 ６　みんなと異なっていることを認められる権利 
 
 ７　毎年、自宅から離れたリゾート地で休暇を楽しむ権利 
 
 ８　（充分な）食べ物と、（きれいな）水を与えられる権利 
  
 ９　遊びのための時間をもつ権利 
 
10  話を聞いてもらう権利（自分の考えを言う権利） 
 

わたしたちの権利リスト 

資料２ 

参考：大阪府同和教育研究協議会編「わたし、出会い、発見」 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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　国立教育政策研究所社会教育実践研究センターでは、「参加体験型学習」を『すべ
ての学習者が学習の場に積極的に参加し、相互に学びあう過程を通じて様々な気づきや
発見をする参加体験型の学習方法』と定義しています。 
　参加体験型学習に対して、講師の講義による学習を「講話拝聴型学習」とか「承り学
習」という呼び方をしています。 
　「参加体験型学習」は「講話拝聴型学習」の否定から、クローズアップされているわけ
ではありません。知識の伝達という点では、「講話拝聴型学習」は一番合理的で効率的な
学習形態であると言えます。また、講師の講話に引き込まれ、同意しながら聞いている人は、
「講話拝聴型学習」に主体的に参加していると言えます。 
 
 
 
　社会参加活動に取り組むためには、仲間とともに公益的なサークルやグループを作った
り、既存の団体に入る必要があります。この、志を同じくする仲間を作るために有効な手法
が「参加体験型」の学習方法と考えられます。 
　一人では、よほど強固な意志がないと、学習や社会参加活動を継続していくのは困難で
す。しかし、仲間と一緒であれば励まし合ったり、知恵を出し合ったりして継続していくことが
できます。学習をしながら、様々な社会参加活動のアイディアも浮かび、新たな展開への
発展も期待できます。 
　「参加体験型の学習」はともに学ぶ仲間の人権を尊重し、相手から学ぶ、という姿勢が
ないと、有効に機能しない学習方法です。その意味で、参加体験型学習の原理を理解す
ることにより、人権感覚豊かな「成熟した市民」へ近づいていくことができます。 
　こういったことから、「生涯学習によるまちづくり」を推進するために、核になるグループや
サークルを育成する有効な手法として「参加体験型学習」が注目を集めているのです。 
　参加体験型学習の詳細については、「人権学習ハンドブック―基礎編」第２章「人権
学習のススメ ｐ２５～」を参照してください。 

参加体験型学習 

Coffee
 Break
Ⅱ 

参加体験型学習とは…… 

では、なぜ今参加体験型学習なの？ 

近年あちこちで目に
する参加体験型学
習とは？ 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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Ⅱ　生命の大切さを感じ、人権を学ぼう！ Ⅱ　生命の大切さを感じ、人権を学ぼう！ Ⅱ　生命の大切さを感じ、人権を学ぼう！ 

協 議 会 名：五所川原市人権教育・学習推進協議会 

作　成　者：特定非営利活動法人 

　　　　　　　子どもネットワーク・すてっぷ　事務局長　野呂　美奈子 
 

　ここ数年、子どもたちの自殺が目に付きます。それは命の尊さ、大切さを感じ
る機会が少ないからではないだろうかと考えています。自分自身を大切に出来
なければ、家族や友だちのことをも、大切だと感じることはできないのではない
でしょうか。 
　この問題を考える手段として、自然界という大きな視点で「生命」を体感す
ることが効果的ではないかと考えました。 
　自然の中で自分を見直し、周りのことを考えることは「人権」を身近に捉える
きっかけになるのではないでしょうか。また、自然界も「地球温暖化」など厳しい
状況の中で大きく変わろうとしています。その原因を考え、自分には何が出来
るのか、について考える機会にもなればと思っています。 
 
 
　まず協議会では、環境問題から人権を学べないかと考えました。しかしそれ
には専門的な知識が必要です。そこで、自然環境を守ることと、人権を守るこ
とに共通点がないだろうか、という視点から、実際に「白神山地」に入ってみて
体感してもらうことを考えました。 
　また、以前から注目していた、間伐材で作った積み木を使ってのワークショッ
プが使えるのではないかと思いました。言葉で説明するよりも、実際に体感す
ることで「生命」の尊さを感じることができると考えました。 
　また、地域で「子どもの人権」を考える時、子どもだけに参加体験型学習プ
ログラムを実施しても効果が少ないのではないか、という意見があり、地域の
大人も対象にしました。 
　実施していく中で「生命の大切さ」を知るには時間が足りないのではないか、
と感じましたが、まずはきっかけづくりをすることが大切である、と考え、実施する
ことにしました。 
　学校の教育活動の中で、「積み木ワークショップ」を実施するためには、学
校側に人権教育の大切さを認識してもらう必要がありましたが、乗り越えなけ
ればならない壁がいくつかありました。 

プログラムの企画にあたっての課題意識 

協議会員の思い、企画会議で出された意見など 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 



27

プログラムの特長 

　とにかくプログラムの中で具体的に話をしていくしかなく、実際に体験した先
生方はかなり理解していると感じましたが、周りで見ている先生方には何度も
質問を受けました。今後の課題だと思います。 
　今回、小・中学校でモデル的に積み木ワークショップを実施しましたが、ある
校長先生からは、毎年出来ないか、全学年に出来ないか、とお話をいただきま
した。命の大切さを知ること、人権について学ぶことは必要とされていると実
感しました。 
　小学校４年生の道徳の教科書に「命を知る」という単元がありますが、その
時間を利用してできるだけ多くの小学４年生に参加体験型のプログラムで人
権教育を実施することが出来ないものかと考えています。 
 
 
 
【自然界から人権を学ぼう！】 
　実際に白神山地に赴き、自然界に自分の身を置くことで心と体を解放する。
大自然の営みから「生命の尊厳」を感じながら、自分を振り返る時間を取る。 
　その後、ワークショップを行い、グループ毎に感じてきたことを話し合う。自然
界の壮大な「生命の循環」が、自分だけでは生きていけないということ、お互
いの権利を認め、譲り合い、生きていくことも大切だということに気づくことが
できる。 
 
【積み木ワークショップ】 
　間伐材を使った積み木が、自然環境を守る一助になっているという有機的
サイクルの話から、環境を守ることが生命と密接につながっていることを知るこ
とができます。そして、木を積んだり崩す作業をとおして、「命」だけはリセットで
きないことに、気づくことができます。 
 
【子どもの人権ワークショップ】 
　ワークシートを使いゲーム
感覚で、「権利」と「責任」を
考えるきっかけを作ることが
できます。 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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Point!!

自然界から人権を学ぼう！ 

　自然界に自分の身を置くことで、心と体を解放する。大自然の営みから「生
命の尊厳」を感じ、自分をふり返り、この環境を守ることが未来の人権を守る
ことにつながると気づく。 

◆対　象　　小学生～大人 

アクティビティ 
9

導入 
10分 

展開 
200分 

準備物 

生命の尊厳を感じ取るアクティビティ 

名札・救急箱・短冊・筆記用具 

　このアクティビティは、世界遺産である白神山地を擁する青森県ならで
はのものです。狩猟を生業としてきたマタギの方にガイドしていただくこと
で、生命に対する畏敬の念を深くすることができるのです。 
　他の地域で実施するときは、人権学習であるという趣旨をきちんと理
解した方に、ガイドしてもらう必要があるよ。 

◆オリエンテーション 
　本日の活動の趣旨や、プログラムについて説明をする。 
　なお、単なる自然体験プログラムとしないために、当日白神山地を案内していただ
くガイドの方には、事前に十分な打合せを行い、趣旨を理解した上で、ガイドしてもら
う必要がある。 

◆白神山地に入山（およそ１５０分） 
　ガイドの方に案内してもらい、自然界での「生命」の連鎖について草や木、虫や
動物など、実際に触れて実感していく。 
以下は、下山後に、ビジターセンター等を会場にして実施するプログラム 

◆アイスブレーク　「ジェスチャーでグルーピング」 
　声を出さずに、朝起きた時間をジェスチャーで表現し、起きた時間順に並んでもら
い、前から５～６人ずつのグループを作っていく。 
◆自己紹介・話し合い 
　山を歩いて、ガイドの話を聞きながら、自然の営みの中での気づき、学んだことや
感じたことについて、感想を出し合う。 
◆短冊に書いてみよう 
　自分が感じたこと、グループでの話し合いで気づいたことなど、自分の想いを短い
言葉にまとめ短冊に記す。 

ファシリテーターは「生命」「人を認める」「自分の良さに気づく」などのキーワ
ードを示し、話し合いが拡散しないように配慮します。 

ね
ら
い 
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マタギの話を聞く参加者 

ふりかえり 
20分 

○自然の中に身を置くことで、心が解放されて行く様子が目に見えた。 
○「生命の大切さを感じよう」というテーマを持って歩き、ガイドの話を聴く
ことで自分の人生を振り返ることができた。それを短冊に表す際、短い
言葉にまとめるのはかなり苦労したが、振り返りの時間が人権について
の考えも整理出来て有意義だった。 

○自然の生命を実感し、自分の命も大切だと気づいた。 

○環境を守って行くことが、未来の人権を守ることにつながる
という、環境問題をテーマにしたワークショップを作りたい。 

○環境を変えて考える時間を作るというのは、効果的であった
が、移動に時間がかかるので、学校の遠足などを利用して
行うと、より効果的で良いと思う。 

運営者が考えるこの次のステップ 

参加者全員で短冊を発表しあいながら、ファシリテーターが全体のまとめをする。 

当日の参加者の短冊から 

悠
久
の 

　
　
生
命
は
ぐ
く
む 

　
　
　
　
　
　
ぶ
な
の
森 

ぶ
な
の
樹
に
　
　
　 

　
耳
を
す
ま
せ
ば
　 

　
　
命
の
音
が
聞
こ
え
る 

事務局である、すてっぷの皆さんが、とっても素敵
な手づくり短冊を用意してくれました。 

強
い
も
の
だ
け
が
勝
つ 

と
は
限
ら
な
い
　 

倒
れ
る
こ
と
も 

森
の
優
し
さ 

受講者の反応 
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Point!!

導入 
10分 

展開 
70分 

　森林の循環の様子（生態系）を示したパネルを使って解説
します。 
　対象が小学生の時には、平易な言葉で語りかけましょう。 
　挙手をさせたりしながら、児童・生徒の参加意欲を高める工
夫も必要になるよ。 

◆解説 
　森林が果たす、自然環境保全のサイクルについての講話 

◆積み木のシャワー 
　参加者は仰向けになり目をつむる。スタッフは足元から積み木をかけてあげる。檜
の香りを、シャワーのように体に浴びることができる。 

◆一人で積み上げる 
児童・生徒が自由な発想で積み木を積み上げる。 

◆周りを見る 
他人の作品を見させて、同じものは一つもないことに気づかせる。 

◆崩す 
自分の作品をやさしく抱きしめるように崩す。 

◆もう一度積む 
今度は友達と一緒に積み上げる。 

　積み木のワークは「壊す」ではなく、「崩す」という言葉で指示する。 
　ねらいに迫るために、この「崩す」という言葉を上手に使うことがポイント。 

積み木ワークショップ 
◆対　象　　小学生・中学生～大人　　　 

○積み木を積む活動をとおして、他者との違いを認め、協力していくことで更に満足のい
く成果が得られることを実感する。 

○積み木はリセット出来るが、命だけはリセット出来ない大切なものであることを理解する。 
○間伐材を使った積み木を使うことで、森林が生命の維持に重要な役割を果たす環境
だということに気づき、それを守って行くことが未来を守ることだとわかる。 

ね
ら
い 

アクティビティ 
10

準備物 

学校の教育活動として実施したアクティビティ 

檜の間伐材を使った積み木　ジュータン　ホワイトボード　まとめのワークシ
ート　森林の循環の様子（生態系）を示したパネル　筆記用具 

ファシリテータ
ーは巡回しな
がら作品の独
創性を誉める 
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個々の作品をつなぎ合わせる 中学校における授業風景 

積み木のシャワー 

○楽しいと感じることで心が開き、自分を表現することができる。また、誉め
られることで認められる喜びを感じ、自分の肯定感につながる。更に周
りとの違いを認めることができていた。 

○リセットという言葉から、命はリセット出来ないもの、大切にしないといけ
ないものであることを確認することができた。 

受講者の反応 

○もっと手軽に人権ワークショップとして実施できるようプログ
ラムの完成度を高めたい。 

○講師が、場の空気に流されないよう確実にねらったことを
伝えていく力をつける。 

運営者が考えるこの次のステップ 

ふりかえり 
20分 

◆全部つなげる 
　ファシリテーターとスタッフが、一人一人の作品を積み木でつなげていく。 
◆高い所から完成した作品を見る 
　みんなの作品が、一つになると、より一層すばらしい作品が出来ていることを実感
する。 
◆下に降りて一人一人のよい所を発見 
　それぞれの作品の良さを認め合う。 
◆崩す　片付ける 

　グループで感想を話し合い、何人かに発表してもらう。 
　ファシリテーターが全体のまとめをする。 
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Point!!

子どもの人権ワークショップ 

　普段なにげなく使っている言葉には、人を傷つけたり、相手の権利を侵害
するものが含まれているということに気づかせ、相手の立場に立って話すこと
を学ぶ。 

◆対　象　　小学校高学年 

アクティビティ 
11

導入 
5分 

展開 
75分 

準備物 

子どもの人権を考えるアクティビティ 

ワークシート　　絵本 

　開発教育、環境教育、人権教育、ジェンダー教育、平和教育などさま
ざまな分野を統合した「地球市民教育」という取り組みが提唱され、総
合的な学習の時間等で実施されています。 
　地球市民ビンゴとは、グローバルな視点から導かれた質問に回答して
いき、相手との共感力を高めていくビンゴゲームです。 
　一般的に１６個の質問が、ビンゴカードには書かれます。 

例　○「外国語のあいさつ」を３カ国語以上言える人 
　　○今、自分は幸せだと感じている人 
　　○ボランティア活動をしている人、やってみたいと思っている人 
　　○悩みを話せる人がいる人 

◆アイスブレーク「手遊び」 

　グー、チョキ、パーを適当な順番で出しながら、「これな～に」と聞いたときは、答え
が「人参」、「これな～んだ」と聞いたときは、答えが「大根」、「これは」と聞いたとき
は、答えが「白菜」となる。 
　子どもたちは、じゃんけんの手の形と答えが一致していると思いこむが、実は「問
いかける言葉」と答えが一致している。 
　子どもたちの先入観を利用して、視覚と聴覚を刺激するアイスブレークである。 

（１）地球市民ビンゴをやろう 

　自由に相手を探し、「地球市民ビンゴカード」に書かれた項目について質問し合い、
い、「Yes」と答えてくれた人の名前を書き込みビンゴ順に5人が椅子に座る。 
　次に、ビンゴになった順に10人が床に座る。ビンゴになった順に講師がビンゴカ
ードを見て、質問に答えてくれた人に理由などを聞き、権利とは何かを具体的に掘り
下げていく。 

ね
ら
い 

カードを配ったり、回収するタイミングは、ファシリテーターがスタッフに指示をする。 
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○始めは、何をやるんだろうと不安そうだったが、ゲーム感覚で進んでいく
うちに、ワークショップを楽しんでいた。 

○高学年になると、クラスでの人間関係が出来ていて、言葉で傷つけられ
たりするケースが多くなる。それを引き出しながら問題提起していき、理
解していくきっかけを与えることができたようだ。 

受講者の反応 

○学校における子どもたちの関係づくりに役立つと思うので、
先生方にはこの手法を是非使って欲しい。 

○「権利」という言葉を、子どもたちが身近なものとして感じら
れるよう体験を多くしていきたい。子どものころの体験から
得た認識は、とても重要だと実感している。 

運営者が考えるこの次のステップ 

ふりかえり 
20分 

（２）この学校で出来ること・そのためにしなければいけないこと 
　ぶた、いぬ、ねこの中で好きな鳴き声でグループ分けをし、グループ毎に話し合い
をさせながら、この学校で出来ることを3枚のカードに書き出す。 
　次に、そのためにしなければいけないことを話し合い、2枚のカードに書く。ファシリ
テーターがカードを集め、カードの中から人権と責任に関わる部分を話題にして、考
える時間をとる。 
（３）こんな時、賛成?反対?どちらとも言えない? 
　「授業中に教室から出ても良い？」「校長先生は、言うことを聞かない子は叩いて
も良い？」などの質問に対し、二重の円が書いてあるワークシートに自分の意見を書
き込んでいく。ファシリテーターは、子どもたちがルールと捉えているか、権利の侵害
と捉えているかを問いかけていく。 
（４）何歳になったら出来る？ 
　ファシリテーターは、「選挙権」に代表される、一定の年齢にならないと出来ない
こと（社会的に自立しなければできないこと）の事例、例えば「ペットを飼う」「名前を
変えることが出来る」などを並べ、子どもたちの考えを聞いていく。進めていく時、日
本と外国の法律の違いなども解説し、文化の差異についての気づきを促す。 

◆絵本の読み聞かせ 
　『わたし』『みんなおなじ　でも　みんなちがう』という絵本の読み聞かせをとおし、
自分って何だろう？　周りの人と、どこが違うだろう？　と考えるきっかけを与え、違っ
ていいんだ！ということに気づかせる。 
　「権利」とは英語でRightと言い「～出来る」という意味。そのためにしなければ
いけないことが「責任」である。自分が自分らしく生きるために必要なものであり、そ
れはとても身近にあり、守らなければいけないものであると伝える。特に言葉は大切
に使うことを強調する。また、子どもの権利を守るために、子どもの権利条約がある
ことを解説する。 
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　Ｃｏｆｆｅｅ　ＢｒｅａｋⅡから引き続いて、参加体験型学習について話題提供します。 
　大人の学びの特質を端的に言えば、「それぞれが持つ、経験や知恵を学習資源とし
て活用し合える」ということです。教師主導的な学習では、あらかじめ教師が用意した答
えを教えてもらうことになります。大人の学びでは、参加者相互の自己開示や交流の中か
ら答えを作り上げていくことができます。この相互学習ということが大人の学びの最大の
特質です。 
　「参加体験型学習」で重視する「気づき」とは、お互いの考え方や意見の違いに触れ、
自分の考えや価値観を広げていくことです。「あなたと同じ時間を共有できてよかった」と
思える学習仲間とともに、交流しながら、自分の価値観を広げ、自己深化をはかれることが、
「参加体験型学習」の魅力と言えます。 
 
 
　ここまで見たように、「参加体験型学習」は、それぞれの参加者がお互いの人権を尊重
し合い、学びの場を信頼しなければ不毛な時間となってしまいます。 

　「参加体験型学習」を成立させるためのポイントをいくつか紹介します。 

1ねらいをしっかりと伝えます 

　　→　目標を参加者とファシリテーターが共有します。 

2ねらいに迫るためのアクティビティの流れを伝えます 

　　→　何をやらされるんだろうという不安を取り除きます。 

3自分の人権・相手の人権を最大限尊重する  

①　参加したくないアクティビティには、参加しなくてもよい権利が与えられています。同
時に他の参加者の学習する権利を阻害することはできません。 

②　グループのメンバーとともに学び合うわけですから、相手の意見を丁寧に聞くととも
に、攻撃的でない表現をする、というマナーを守ることが必要です。 

③　アクティビティによっては、個人のプライバシーに関わることを開示する人がいます。
また、誰にも話せないことを安心して話せる場こそが、「参加体験型学習」の大きな
特徴です。講座の中で知り得たプライバシーは口外しないということを伝えます。　
→　守秘義務 

参加体験型学習を成立させるために 

大人の学びの特質 

Coffee
 Break
Ⅲ 

大人の学びの特質とは…… 

大人の学びの特
質とはなんだろう？ 
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Ⅲ　ちがいを豊かさに Ⅲ Ⅲ　ちがいを豊かさに Ⅲ Ⅲ　ちがいを豊かさに Ⅲ 

協 議 会 名：むつ市人権教育・学習推進協議会 

作　成　者：特定非営利活動法人　むつ下北子育て支援ネットワーク・ひろば 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　小川　千恵 

①　子どもの権利条約推進ワークショップ　　（講師：北島尚志） 
　様々なアクティビティをとおして、人との関わりの楽しさを実感する。 
　人との関わりが人権意識を高めるきっかけとなることに気づく。 
　子どもの権利条約を知ることで『子どもの権利』を考える。 

②　板橋かずゆきミニライブとブラインド体験 
　　　　　　　　　　　　　　　（講師：板橋かずゆき、協議会スタッフ） 
　障がい者差別がまだまだある中で、障がい者自身のメッセージを聞くことで
の気づき。 
　「ブラインド体験」をする中での気づき。 
　ユニバーサルデザインを取り入れた道具の有効性を知る。 

③　アフリカを知るワークショップ 
　アフリカをとおして世界の中の日本を意識する。 
　アフリカの課題は自分たちの課題であることに気づく。　 
 
 
○　板橋かずゆきさんのメッセージが、歌声と共に感動的に伝わる演出の工夫。 
○　「ブラインド体験」の仕方を参加者の年齢や会場条件により工夫する必
要がある。 

○　ブラインド体験を行うにあたっては、会場の安全面への配慮が必要。 
○　「振り返り」の仕方の工夫。 
 
 

【板橋かずゆきミニライブとバリア体験】 
　板橋さんの生い立ちや、歌に込められたメッセージは、多感な中・高校生の
心に響くものがある。 

【関わりの中に権利あり】 
　人と人との関わりの中から、人権についての様々な気づきを促す。 

プログラムの企画にあたっての課題意識 

協議会員の思い、企画会議で出された意見など 

プログラムの特長 
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板橋かずゆきミニライブとブラインド体験 

　障がい者の思いや生活を知ることをとおして『違い』を豊かさに高めるきっ
かけとする。 
 

◆対　象　小学校高学年から、中高生はじめ一般成人 

アクティビティ 
12

導入 
40分 

障がい者の人権を考えるアクティビティ 

◆講師紹介 

　板橋和幸さん。シンガーソングライター 

１９７０年野辺地町にて生誕。その後むつ市に

て生活。 

青森県立盲学校卒。現在青森県平川市在住。 

　視覚障がい者としての家族との関わり、悩み、

そしてそれを乗り越えて音楽活動に打ち込む

前向きな姿勢は、多くの人に生きる勇気を与

え続けている。 

　板橋さんの活動の詳細は板橋さんのホー

ムページを参照してください。 

　http://www9.ocn.ne.jp/̃itabasi/

◆板橋かずゆきミニライブ 

　自作の歌の間に、生い立ちから現在に至るまでのいきさつや悩み、葛藤、夢など

のトークを展開する。 

　板橋さんのライブプログラム 

①ディアマイフレンド「出会いのすばらしさや友への想いをつづった歌」 

②ネバーギブアップ「障がいを持ったから終わりではなく、社会に出て自分のできる

ことをやり、できないことは助けてもらう。『健常者は障がい者予備軍である』と言

う作詞者のエピソードを伝える歌」 

③ブラインドマン「生い立ちから『見えなくてよかったね』という母の言葉。親への感

謝。見えなかったからこその出会いや仲間ができたという、感動的メッセージソング」 

④だいじょうぶ「人それぞれに生まれてきたことに意味がある。がんばってね、と認め

合うことや、何があっても大丈夫だよと包み込むことが、明日につながっていくと

いう応援歌」 

ね
ら
い 
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○板橋さんの曲を聴いて励まされた。一度きりの人生、大切に生きていこ
う。 

○障がいを持っているとかは関係ないと思った。 
○自分にできることは自分でやりたい。 
○目隠しは怖かった。相手を信頼しないと前に進めない。 
○目が見えなくても『幸せだ』という板橋さんに感動。 
○板橋さんの話を聞いて『生きるっていいことだなあ』と思った。障がい
者自身だけでなくサポートする側も大変なのだと感じた。元気をもらった。 

○目の見えない人とのコミュニケーションのとり方がわかった。 
○出来ないことを嘆くのでなく、出来ることを探すという前向きさを見習い
たい。 

○目隠しをして歩くのはとても怖かったが、普段感じることの出来ない相
手のぬくもりを感じることができた。 

ふりかえり 
20分 

◆ブラインド体験 

①グランドソフトボール（解説ビデオの視聴） 

②板橋さんより手引き（見える人が視覚障がい者を介助すること）の仕方の説明を

受けた後、2人組みになって自由に会場を歩いてみる。 

③言葉を言わず、ジェスチャーで自分の誕生日を示し、誕生日順に円（シングルサー

クル）を作って並ぶ。 

④グループづくり（３グループに分かれる） 

⑤体験１　ユニバーサルデザイングッズと板橋グッズの紹介（音声パソコン・点字

手帳・時計）などの板橋グッズ・身近にある点字が付いた商品等の紹介（千円札、

1万円札、シャンプー、ビール、ふりかけなど）一つずつ手にとって板橋さんが説明。

質疑を受けながら視覚障がい者の生活の一端を伝える。 

　体験２　２人組で１人が目隠しをして会場内を歩く。（階段など、会場となる建物

の中を下見してコースを検討する） 

　体験３　「グランドソフトボール」またはリレー体験（会場の使い方や人数により

検討） 

　　以上の３つの体験をそれぞれ交代で行っていく。 

◆グループでふりかえり 

　絵あわせゲームでグループに分かれる（一枚の絵をいくつかに切ってそれをグル

ープの数分用意し、無作為に配布し一枚の絵に戻して、同じ絵の人がグループに

なる。） 

　○グループ内での自己紹介 

　○グループごとに模造紙に感想をはり、一人１分など時間を決めて発表し合う。 

展開 
50分 

受講者の反応 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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視覚障がい者用のパソコンを操作する板橋さん 

グランドベースボールの実演 

○障がい者用の製品が意外と身近にたくさんあったのでびっくりした。 
○板橋さんの『健常者は障がい者の予備軍です。』という言葉、誰でも
障がい者になりうるという言葉がとても印象に残っている。今を精一杯、
一日一日を大切に生きていくことが大切だと感じた。 

○『目が見えないからできない』ではなく、『一緒にやろう』という接し方を
すればいいのだ、と考えがかわった。 

○『障がい』を『苦手なこと』ととらえたい。 
○『人権』は難しいものだと思っていたが、身近にあるとわかった。 
○障がいがある人も夢に向かって強く生きていて、勇気づけられた。 
○人と違うことは悪いことではなく、当たり前なのだと改めて感じた。『だい
じょうぶ』という曲を聴いて安心した。 

様々な障がいを持った方と意見交換し、小・中学生に向けて
紹介できるアクティビティを開発する。 

運営者が考えるこの次のステップ 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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点字絵本 

ブラインド体験 

ユニバーサルデザインの製品 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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関わりの中に権利あり 

　様々な関わりを実感しながら、身の周りの様々な問題を解決するには人権
感覚が大切であることに気づく。 
 

◆対　象　小学校高学年から、中高生はじめ一般成人 

アクティビティ 
13

導入 
15分 

幅広い年代が一緒に学べるアクティビティ 

◆アイスブレーク 
①お知り合いビンゴ 
　１６個の質問の書かれたカードを全員に配布。 
　出会い→握手→自己紹介→質問の手順で、イエスなら相手の名前を書き、ノー
なら別の質問をする。一人の名前を書いたら別の人に質問する。列が埋まればビン
ゴとなる。 
②ハイ・イハ・ドン（２人一組） 
　２人一組で向き合い手を交互に重ね、「ハイ」で一番上の人の手を一番下に移
動する。「イハ」で一番下の人の手を一番上に移動する。「ドン」で一番上に手が
ある人は、相手の手をたたく。下の手は逃げる。 

◆運転手 
　２人一組みとなり、一人が後ろにまわり、両肩に手を置く。前に立っている人は目
をつむり、後ろの人は手の加減で方向など伝える運転手役となる。 
　後ろの人が前の人を押しながら、会場内を他の人とぶつからないように歩く。慣
れてきたら“ギアチェンジ”して少し早く歩く。ギアを上げたり下げたりして、スピード
を変化させる。 
　途中でストップして、前に立っている人は、後ろの人がどのように操作してくれれ
ば不安なく歩けるかを伝える。 
　その後また歩いてみる。一定の時間で役割を交代する。 
◆見て見て　私を見て！ 

　　２人一組となり、一方が相手の服装やアクセサリー等様子をじっくりと見る。その
後１分間目をつぶり、その間見られた方は、時計を外したり、服のボタンを外したりと
３カ所様子を変える。 
　目を開けて制限時間内に相手の何が変わったのかを当てる。 
　その後、役割を交代して行う。 

ね
ら
い 
展開 
45分 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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「運転手」は、会場で軽快な音楽などを流せば一層雰囲気がでます。 

ファシリテーターは、グループの中に、多様な考え方を許容する雰囲気を作る。 

ふりかえり 
20分 

◆権利の熱気球と子どもの権利条約 
　４～５人のグループを作る。ファシリテーターは、資料として「子どもの権利条約」
と権利の熱気球リスト（p２４　資料２参照）を配り、熱気球の中の権利が、「子ども
の権利条約」の第何条に該当するのか、みんなで話し合う。 
　（子どもの権利条約の条文は事前に配布しておく） 

◆他者との関わりの中で 
　参加者全員で輪を作って座り、関わりのゲームの中で、気がついたことや感じた
ことを、みんなで話し合う。特に、日頃あまり接することのない年代と接して、どんな印
象を受けたか、話題にしてみる。 

○普段の生活の中で、人はいろいろな人権に守られて生活していること、
お互いを尊重することが大切であるということへの気づき。 

○皆で、色々なテーマにそって話をしたりすると、各人の考え方や感じ方
の違いなどが発見できたりしておもしろい。 

○ワークショップはとても楽しいということ。違っていてあたりまえということ
を学んだ。 

○自分では今まで気がつかなかったことを発見できるような気がする。 
○権利を捨てていく難しさを感じました。 
○関わりを持つことの大切さを改めて学んだ。しかし、周りを見てみると関
わりを持たないようにしている人が多い。子どもよりも大人の方が多い
と思う。特に最近悲しい事件等が多く、関わりを持たない方がいいのか
なと思って声をかけないようにしている自分がいる。 

受講者の反応 

○「関わり」と「人権」について、参加者が自然に納得できる
ようなアクティビティや、働きかけ方を考えていきたい。 

運営者が考えるこの次のステップ 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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第2章　「わたし」から「みんな」へ 

　「人権学習ハンドブック―実践編―学びから行動へ」より、ファシリテーターについ
て紹介いたします。 
 

　「ファシリテーター」とは、もともと「ファシリテート」（促進）する人という意味です。一般
的には、「学習の促進者」、つまり、ワークショップの進行をしながら、参加者の学びを促す
役割を担う人をファシリテーターと呼んでいます。 
　単なる「進行役」にとどまらず、様々なアクティビティ（ひとまとまりの学習活動）を用いて
参加者の「思い」を丁寧に引き出しつつ、気づきや学びを促すことが、ファシリテーターの
大きな役割となります。 
　基本的には、ファシリテーターに必要となる「技」は、体験的に一つ一つ体得していくこ
とが求められますが、最終的に土台となるのはその人の「心」だということです。「技」だけ
に頼るワークショップでは、誰がファシリテーターを務めても同じです。「あなたらしさ」は到
底出てきません。 
　同じテーマのワークショップでも、ファシリテーターによって気づきや学びのプロセスが異
なっていいのです。ファシリテーターの「心」はみんな違うのです。 
 
 
 
　じんけんファシリテーターとは、人権感覚や人権意識を高めるためのワークショップのフ
ァシリテーターです。じんけんファシリテーターは、ファシリテーターとしての基本的な「技」を
身につけていること、つまり人権感覚に対する気づきを促すようなアクティビティの展開や
働きかけ方に長けていることも大切ですが、根底に、自ら鋭い人権感覚を持ち合わせてい
るこが大切です。 
　人権感覚や人権意識は、「知識」を習得するだけでは、育てたり高めたりすることはでき
ません。学習者が主体的に参加できるような学習の場、学習活動が必要です。つまり、参
加体験型学習の場＝ワークショップにおいて、参加者自身が気づいたり、お互いに学び
合ったりすることが求められます。 
　「技」と「心」、その両方を兼ね備えていることが、じんけんファシリテーターには求められ
ているのです。 

じんけんファシリテーターとは 

Coffee
 Break
Ⅳ 

ファシリテーターとは 

じんけんファシリテーターとは 

ファシリテーターは 
「技」より「心」 
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第2章　「わたし」から「みんな」へ 

Ⅳ　「“わたしらしさ”を地域の中で」 Ⅳ　「“わたしらしさ”を地域の中で」 Ⅳ　「“わたしらしさ”を地域の中で」 

協 議 会 名：八戸市子ども人権教育・学習推進協議会 

作　成　者：はちのへ子ども劇場　運営委員長　平間　恵美 

　もっと身近に人権の学習をできないか、一人一人のニーズにあった講座を
提供するにはどうしたらよいか。 
　地域の中で、いかにして、人権の学習を意識できるか。 
　特別に、改めて何かを企画しなくても、今、地域の中でだれもが参加できて、
実践されている活動を利用できないかを意識する。 
　地域の中にどんな人が住んでいるのか、お互いにわからない。お互いにコミ
ュニケーションをとるためには、学習の場を共有することが最も有効と考える。 
　八戸市の各地域で、子どもたちを対象に実施されている取り組みの中で多
いのが、読み聞かせ活動である。この活動に関わっている人たちを対象に講
座を実施し、人と人とをつなげていきたい。 
  
 
 
　八戸ならではプログラムを作り、多くの子どもたちに、色々なことを伝えたい。 
　読み聞かせ活動に関わっている方たちが、少しでも人権の学習に興味を持
って、これからの活動に、人権に関する学習ドリルを取り入れ、活用してほしい。 
　学んだ手法を、一人一人が生活や地域での活動にどのようにつなげていけ
るか考えたい。 
 
 

【音で会話しよう】 
　地域ではいろいろな人が生活をしています。楽器や体を使ってコミュニケー
ションをとることを体験し、言葉を使わずに自分の思いを伝えることで、人と人
のつながりの様々な可能性を考えることができます。 
【読み聞かせの可能性】 
　読み聞かせ活動に関わっている人たちを対象に、人権学習をお話会や地
域の行事に関連させていくことにより、関わっている人たちの人権感覚を磨く
ことができます。 

プログラムの企画にあたっての課題意識 

協議会員の思い、企画会議で出された意見など 

プログラムの特長 
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Point!!

音で会話しよう！ 

○言葉を使わなくても心と心をつなげることに気づく。 
○音や体を使ったコミュニケーションの取り方を体験する。 

◆対　象　　小学生とその保護者 

アクティビティ 
14

導入 
15分 

小学生と保護者のコミュニケーションを深めるアクティビティ 

事前に参加者に名札を書いてもらい、
無作為に配っておきます。 

ね
ら
い 

展開 
70分 

◆アイスブレーク 
①「私はだあれ」 
　ファシリテーターの合図で、一
斉に自分が持っている名札を読み上げ、相手を探し、同時に自分の名札を呼んで
いる人を探し、自分の名札をもらいます。 
②「じゃんけん王様」 
　2人一組でじゃんけんし、勝った人は相手の名札をもらい、負けた人はその場でし
ゃがみます。 
　この日一番勝った人は、一番多くの人とじゃんけんをして一番知り合いが多くな
った人として紹介します。 

◆音であいさつ 
　様々な手づくり楽器の音を出してみます。 
　（手づくり楽器は、音が出るものなら何でもよい） 
　音で、あいさつをするように鳴らしてみます。 

小学生が多いときは、アイスブレークの時間を多めに取ってね。 

◆お話を作って、音で演じてみよう 
　４、５人のグループを作り、ペープサート使ってお話を
作り、セリフを音で表現し発表し合います。　　　 
（グループの中で、音を出す人、ぺープサートを動かす人
を分担します） 
○お話づくりと練習時間 
　４０分 
○発表時間３０分 
 

「音で演じる」ワークですから、
発表のポイントは、役割の切
り替えを「アイコンタクト」で
行うことです。ファシリテータ
ーの事前指導が大切になり
ます。 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 

準備物 手作り楽器・ペープサート 
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ふりかえり 
15分 　言葉をつかわないコミュニケーションを体験して、感じたことや気づきを発表します。 

○言葉がなくても思いがあれば、気持ちが伝わる気がした。 
○親子で体験することで、家族であっても相手の気持をわかろうとするこ
との大切さを感じた。 

○いろんな方法でコミュニケーションを取れることを知った。 

　今回は楽器を使って表現したが、今後は表情や体を使った
表現の仕方に発展をしていくと効果的であると考えます。 
　親子で体験することは、気づきも多く、家族間のコミュニケ
ーションの潤滑油にもなります。継続的に学習することが大
切なので、親子の体験講座の学習を提供したいと思います。 

運営者が考えるこの次のステップ 

受講者の反応 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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Point!!

読み聞かせの可能性 

○一般成人や地域の子育てボランティアを対象に、読み聞かせ（お話会）活
動の中に、人権学習の要素を盛り込み、その有効性に気づかせる。 

　 

◆対　象　一般成人・読み聞かせボランティア 

アクティビティ 
15

導入 
15分 

地域づくりの可能性を広げるアクティビティ 

ファシリテーターが作った手づくり絵本
を紹介。無理なら既成の絵本でもＯＫ 

ね
ら
い 

展開 
90分 

◆アイスブレーク 

「絵本で自己紹介」 
ファシリテーターが手づくり絵本の読み聞かせを実演します。自分の本を作ってみると、
自分に新しい発見があります。手作り絵本講座の可能性についても触れておきます。 

「びっくり！の顔　はてな？の顔」 
　参加者は２人一組に。ファシリテーターが事前に紙に書いておいた感嘆符（！や？）
の記号を示し、表情によって、どれくらい気持ちが伝わるかを、交互に実演してみます。 
 
 
 

「お隣と好きなもの自己紹介」 
　2人で好きな食べ物を紹介しながら自己紹介をし合います。　（一人３分） 

ファシリテーターは、少し大げさな表情で、まず、やってみせるこ
とが大事だよ。ためらわず、やってみよう。 

事前に告知して、自
分が紹介したい絵
本を持ってきてもら
う、必要があります。 

◆私の好きな絵本 
　３、４人のグループになり、自分の好きな本の紹介を入
れて、最近自分が体験したことを交えながら感じたこと、伝
えたいことを身近で紹介し合います。 

　例　「くまのこうちょうせんせい」 

作：こんのひとみ　出版社：金の星社 
地域の中にも大きい声で話せる人と話せない人

がいる。 
声が大きい人だけの意見がとおるコミュニティは？ 

　例　「百羽のつる」 

作：花岡大学　出版社：戸田デザイン研究所 
地域で、大人が子どもを守り育むことは自然なこと。 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 

準備物 参加者に紹介したい絵本　紙芝居　楽器（音響） 



47

ふりかえり 
15分 

○様々な人がいて、様々な子どもがいて、それぞれの考え方があることを
知った。 

○積極的に声を出すことや表情が大切だと思った。 
○地域活動への関わり方や地域のつながり方など、今まで意識したこと
がない事に気がついた。 

○身構えずに自然体で取り組めばうまくいくということを感じた。 
○読み聞かせは地域の中では小さい活動かもしれないが、続けていくこと
で、少しずつ大きな力に育っていくことがわかった。 

○読み聞かせは「お話だけでなく、様 な々ことを伝えられる手段」であること。 
○本をとおして、子どもたちに与えられることがたくさんあることを感じた。 
○読み聞かせをとおしてなら、自分から地域へ歩み寄りをしていけるかも。 

○受講者の反響が大きかった。自分の関わっていることから
人権の学習に取り組めば、より入りやすいし、すぐに行動に
つながるような気がした。 

○今後も人権の学習は、内容をわかりやすく、様々なことに組
み込んで実施していくことが大切であることがわかったので、
受講者のニーズに合った内容を考えていく必要がある。 

○受講者から、「またやってほしい」との声が多かったので、読
み聞かせ活動に対しての興味の大きさを感じた。今後は手
作り絵本や親子を対象とした講座の企画も良いと思う。 

運営者が考えるこの次のステップ 

◆協同で読み聞かせ 
　グループで一つの作品の読み聞かせ実演します。 
（グループ内で、読み手、音響、補佐と分担を決めて、協同で演じてみます） 
　地域でお話会をするつもりで、実演する前に、この作品で何を伝えたいか、または
作者が何を表現したかったかなど、グループで十分話し合ってみます。 
　ファシリテーターは、「優劣を競ったりするのではなく、想いを共有することが大切
である」ということを伝えておきます。実演後全体で感想を述べ合います。 
　☆ 練習時間２０分　　☆発表時間４０分 

全体をとおしての感想や気づき、地域での今後の活動に、何か示唆になるものが
あったかどうかなどを確認し合う。 

受講者の反応 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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Ⅴ　私も大事　あなたも大事 Ⅲ Ⅴ　私も大事　あなたも大事 Ⅲ Ⅴ　私も大事　あなたも大事 Ⅲ 
協 議 会 名：八戸市人権教育・学習推進協議会 

作　成　者：はちのへウィメンズアクション　代表　工藤　恵美子 
 

プログラムの企画にあたっての課題意識 

協議会員の思い、企画会議で出された意見など 

プログラムの特長 

高齢者に関する人権課題を学ぶアクティビティ 

　高度な医療が発達し、豊かな食生活に支えられ、超高齢化社会に向かおうとしてい
る現代、多様な世代の一人一人がそれぞれを尊重し合い、補い合い、自らの意思で選
択ができる社会が豊かな社会と言えるでしょう。しかし残念なことに、高齢者虐待や高
齢者を狙った悪質商法などの問題も多く見聞きします。これらの問題は、高齢者の人
権を無視した行動です。 
　老いるということ、死ぬということは誰もが避けられないことです。自分自身の老いや
死を意識し、心豊かに老いるためにどうしたらいいのかを考えることが、問題解決につ
ながる、一つの手助けになるのではないかと思います。 
 

　　高齢者の姿は、いつか来る自分の姿です。自分が高齢になったときに、周りの人
たちからどんなふうに接してほしいか、どんなふうに暮らしていたいかを考えることで、
今の高齢者への対応の仕方が分かるのではないかと思います。 

　　終末期について、あまり家族と話したことがないし、自分自身も漠然としか考えて
いなかったけれど、人の尊厳に関わる大事なことだと感じます。また、誰にも「死」が
くることはわかっているけれど、「まだまだ自分は死なない」と思っている人が多いと
思います。遺言を書くことはそれまでの人生を振り返ることや、これからの生き方を考
えることができ、高齢者の思いと重ねることもできそうです。 

　　高齢者虐待の話はいろいろなところで聞きます。高齢者介護は先の見えないと
ころがあり、経済的な負担も、介護する側の心の負担も大きくなるのではないでしょ
うか。特に心の負担を軽減するにはどうしたらいいのかについて考えたいです。 

 

①高齢者問題についての講演 
　現状や先進的事例を把握するとともに、高齢者問題の解決方法の糸口を見つけ、
自分の考えをみつめなおす土台を作ります。 
※専門家の講演でなくても、資料を読み合ったり、関連するビデオ視聴などでも可能。
「知る」ことが導入として必要と考えます。 

②高齢者虐待を考えるワークショップ 
　よくある事例をもとに、どんな問題が潜んでいるのかをみんなで考えることは、異な
る経験をお互いに話すことにつながり、多様な考え方に対する気づきを促します。 

③自分や大切な人へのメッセージの作成 
　メッセージを書く過程で自分の生き方をみつめることができ、それが高齢者の人
権を考えることにもつながることに気づきます。 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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第2章　「わたし」から「みんな」へ 

参加型学習には、
いろいろな手法
があるんですね 

参加型学習の手法は、「問題解決技法」及び「討議法」の二つに区分されます。 
具体的な手法をいくつか紹介します。 
 

■問題解決技法の例 
ブレーンストーミング 
全く制約のないリラックスした状態の中で、４つの原則（①批判厳禁、②自由奔放、③質より量、
④結合組み合わせ）に基づき、自由に空想、連想の連鎖反応を起こしながら、多くのアイディア
を出し合う手法。 
ＫＪ法 
あるテーマに関するテーマや情報、いろいろな人のバラバラな意見をカードに記入し、内容が似
たものを集約し、そこから新たな仮説を発見しようとする手法。もともと学問研究の方法として誕
生した手法だが、企業研修や教育の場でもさかんに使われているもっともポピュラーな問題解
決技法。 
問題分析・目的分析 
（財）国際開発高等教育機構が開発した「ＰＣＭ（プロジェクト・サイクル・マネジメント）手法」の
手順の一部に使われる手法。「問題」を因果関係に基づいて分析、系図化し、そこから「目的（課
題）」を導き出す方法であり、問題点を論理的に分析できる。 
 

■討議法の例 
シンポジウム 
一つの問題について、数人が意見を発表し、それについての参加者の質問に答える形で行わ
れる討論会。 
パネルディスカッション 
あるテーマについて、異なる意見を持つ代表数人が座談会方式で参加者の前で討議し、のち
に参加者が質問などを通じて討論に加わるもの。 
バズセッション 
「バズ」はがやがや話すという意味。少人数のグループに分かれて話し合った結果を持ち寄って、
全員で討議する方法。６人ずつに分かれて６分の討議をするので６・６討議ともいう。 

ランキング（ダイヤモンドランキング） 
様々なテーマについて、10個前後の権利や命題あるいは具体的な品物などをカードに記入し、
参加者が自分にとって重要と考える順にダイヤモンド型に順位付けをし、その根拠を示しながら
討議する手法。 

ディベート 
あるテーマについて相対する２組が、一定のルールに従って討論を行い、主張の論理性、実証
性を競うゲーム的な討議法。 

ロールプレイ 
「ロール」は役割、「プレイ」は演技の意。学習内容に応じた場面設定（シチュエーション）をし、
その中で参加者が役割を持って演技をすることによって学習目標に迫る。与えられた役割や立
場に立って意見を述べることにより、多様な考えや意見について理解を深めることができる。 

参加型学習手法いろいろ 

Coffee
 Break
Ⅴ 

参加型学習手法いろいろ 



50

心豊かに老いるために 

　終末期医療や高齢者虐待の問題をとおして、心豊かに老いるためにはどう
したらよいかを考え、高齢者の人権や尊厳を守ることの大切さに気づく。 

◆対　象　高校生～一般成人 

アクティビティ 
16

導入 
60分 

ね
ら
い 

展開 
70分 

◆講話・ビデオ視聴 

　終末期医療や緩和ケアの紹介、日本での高齢者問題の把握とそれに対する考
え方についての講演やビデオ視聴。（ビデオだけにするならば30分程度のほうが効
果的と考えられる。） 

　講話のときは、事前に参加者から質問事項を集めて講師に渡し、講演内
容に織り込んでもらえば、非常に効果的です。 

ファシリテーターは前に出て、全員
に見えるように、椅子などの上にあ
がり、高い位置でじゃんけんをする。 

守秘義務
厳 守 の 
徹　　底 

◆高齢者虐待を考えるワークショップ 

　５～６人のグループに分かれ、各グループで参加者の自己紹
介をし、記録者、発表者を決める。 

下記①～④を書いた資料を渡し、作業内容を把握してもらう。 

①高齢者虐待の例「ある家庭で……」を朗読。（P52　資料3参照） 
②この話の中で高齢者介護における問題点を各自が付箋紙に一つずつ書く。 
③出た問題点をグループ内で分類する。 
④分類した結果を簡単に発表。 

　次に下記⑤と⑥を書いた資料を渡し、一緒に読みながら理解を深めてもらう。 

⑤高齢者虐待が起こる原因を提示する。（P52　資料4参照） 
⑥「ある家庭で……」のその後を朗読し解説する。（P53　資料5参照） 

準備物 きれいな便せん　付箋紙　模造紙 

◆アイスブレーク「負けじゃんけん」　 
　ファシリテーターが出したじゃんけんに、参加者は後出しでじゃんけんを出す。 
　①引き分け　②勝ち　③負けの3通りをする。じゃんけんを何度か繰り返す。 
※「負けよう」という普段とは異なることを
する時は、意識しなければできず、意識
を変えることが大事であることを説明する。 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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ふりかえり 
20分 

○講演の内容はこれからの生き方に方向を示してくれた。 
○老後についてじっくり考えることができた。 
○介護は一人でがんばらず、困ったときは協力を求めることも必要だとい
うことがわかった。 

○夫に今日の講演のことを伝えたい。 
○ワークショップでほかの人の話が聞けてよかった。 
○ワークショップでは改善方法まで話し合いたかった。 

○高齢者に関わる課題（介護、安全、自立など）の具体的な
事例をロールプレイし、それぞれについての解決方法を具
体的に探るとともに、そのときの考え方・意識の変え方を学
びあう。 

○受講者が若い場合は、高齢者疑似体験をすることで、どの
ように機能が衰え、どのように不便になるのか、そのときにど
ういう気持ちだったかを感じ取ってもらう。そのあと、振り返
って、日常生活で改善できることがないかを話し合う。 

◆自分や大切な人へのメッセージの作成と高齢者の人権を考えるフリー
トーク 

　下記①と②の作業をするためのポイントを明記した資料を配布し、作業内容を把
握してもらい、書くヒントを提供する。 

①かけがえのない自分やこれからの自分へのメッセージ、大切な人に向けてのメッセ
ージを書いてみる。（P53　資料6参照） 

②書いてみての感想をグループで述べ合いながら、老いや死について一緒にみつめ、
高齢者の人権を考える。 

　　　　　　　 

①ふりかえりシートに各自が記入する。 

②ふりかえりシートを交換して、ほかの人のふりかえりシートを読んでそれぞれが感想
を付箋紙に記入し、シートに貼る。グループ内全員で交換。　 

　　　　　　　Yふりかえりシートは、提出しないことを事前に伝えておく 

ファシリテーターはみんなが話し合いに参加でき
るように配慮 

運営者が考えるこの次のステップ 

受講者の反応 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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　林さんは、８２歳で痴呆の診断を受けてから、もう４年以上自宅で、主に長男の妻晶子さ
んによる介護を受けている。しかし、元気な頃から晶子さんとその姑である林さんの折り合
いは悪く、晶子さん曰く「元気な頃は相当にいじめられた……毎日、ひとりで泣いていました。
夫も全然話を聞いてくれないし」とのこと。 
　主たる介護者である晶子さんが年に数回、Ｂ特別養護老人ホームのショートスティサー
ビスを冠婚葬祭の際に利用し、林さんをあずけることがあり、その施設の職員から声をかけ
られた。 
　「お家で高齢者のお世話をされている方のためのリフレッシュの会を開きますので、一
度来られませんか？」確かに長年の介護に相当疲れを感じ、自分の健康にも自信がなくな
りつつある晶子さんはその会に出席することを決めた。 
　以下はその会の中での晶子さんの話である。 
　「３つの子どもみたいなもんやから、なんぼ言うてもわからんて思ってても、あちこちで垂
れ流しされると、ついついおしりをたたいてしまいます。食べるだけは、なんぼでも食べるから
ね。たまに、実の娘がのぞきに来て、おまんじゅうやら、おすしやら、山ほどいらんもん食べさ
すねん。そっちはええかっこして、たまに来て母親の機嫌とってたらそれでええけど、あとの
下の始末なんか一回かてやったことないんやからね。お世話になって悪いねえ、の一言か
て聞いたことありません。ぼけた姑の世話を嫁がみるんが当たり前やとしか思ってないんで
しょうね。そういうときに限って、うれしいか知らんけど姑の頭がしっかりして、つじつまの合う
話したりするから、お母さんなんにもぼけてへんやん、施設になんか、絶対入れたらかわいそ
うや､って言いますねん。わたしら、どんだけ目の前が真っ暗になるような目にあってきてる
かわからへんのに、くやしいてこれまで何回、泣いたかわかりません。私の人生は姑のせい
で終わってしまいました。きっと、私の方がこのままやと先に倒れていってしまいます」　　 

出典：気づく・学ぶ・広げる　人権学習　和歌山県教育委員会　平成１６年 

①社会の偏見（施設に入れるのは世間体が悪い等） 
②家族にかかる介護の負担 
　　A　経済的な負担　　B　社会のシステム（家族のことは全て主婦等） 
③高齢者軽視（エイジズム） 
④高齢者自身の自主性や自尊心の欠如 
⑤痴呆症等による意思表示の欠如・欠落 
⑥虐待に関する認識の不足（家族や施設職員の人権意識の低さ） 

出典：気づく・学ぶ・広げる　人権学習　和歌山県教育委員会　平成１６年 

「ある家庭で……」 

資料 3

高齢者虐待が起こる原因 

資料 4

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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　介護者のリフレッシュの会がスタートして丸１年以上が経過し、林さんは肺炎がきっかけ
で入院し、１ヶ月後に亡くなる。さらに３ヶ月が経ち、リフレッシュの会がいつも通りに開かれ
ると、晶子さんは再びその会への参加を自ら申し出た。 
　以下はそのときの晶子さんの話である。 
　「この会でも、さんざん、皆さんに話を聞いていただいたように、私は姑をひとりで世話し
続けて、まったく地獄だと思っていました。何で私だけがこんな犠牲にならなあかんのかと……
だけど、その姑を見送ったとき心の底から『さびしい』って感じました。 
　ひょっとすると、私は姑を支えにしていたのかもしれん……。 
　そして、今は最後までしっかりと世話ができて、最後まで見送れてよかったって本当に思
います」 
　会に参加していた家族の方もたくさんの職員も、皆、涙を流した。 

出典：気づく・学ぶ・広げる　人権学習　和歌山県教育委員会　平成１６年 

① 今までの人生で、もっとも大切にしてきたことはどんなことですか 

② あなたにとって大切な人はどなたですか 

③ あなたの大切な人に伝えたいことはどんなことですか 

④ これからの人生をどのように生きたいですか 

⑤ これからの人生で、何をすべきだと思いますか 

⑥ 介護される側になったとき、どんなふうに介護されたいですか 

⑦ どんなふうに年を重ねたいと思いますか 

⑧ 世のため、人のためにどんなことをしたいですか 

⑨ 終末期の処置･患者の自己決定権について考えたことがありますか 

⑩ 不治の病にかかったとき、告知してほしいですか 

⑪ どこで最期を迎えたいですか 

⑫ その他 

書いてみての感想を述べ合いながら、老いや死について一緒に考え、高齢者の人権を
考えましょう。 

「ある家庭で……」のその後 

資料 5

自分へのメッセージ 

資料 6

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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　男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、その個性や能力を十
分に生かすことができたら、暮らしやすく社会全体がもっと成長すると思います。 
　でも、現実には「男だから、女だから」にしばられて自分らしく生きることができな
いという問題がまだまだあります。たとえば、共働き家庭であるのに家事の負担が
女性に偏っていたり、育児や介護は女性がするのは当然と思われていたり、職場
での女性の昇進が進まなかったり、政策や企画決定の場に女性が少なかったり
など、さまざまな場面で性別によって制約されている事例があります。 
　また、夫やパートナーからの暴力（ＤＶ）は個人的な問題で自分には関係がない
ととらえられ、その問題への理解が少ないというのが現状です。 
 
 

　男女共同参画は人権という視点でみると、とてもわかりやすいと思います。一人
一人が認め合って尊重するということを本当に理解して実践できたらいいと感じます。 
　ＤＶも結局は「男は泣いてはいけない」「女は優しくなければ」というような社会的・
文化的に作られてきた考えに縛られていることが根本にあると言われています。それ
は女性の側の意識の問題もあり「私がダメだから暴力を振るわれても仕方ない」と
か「夫の愛の証」と我慢しています。暴力は連鎖して、それを見て育った子どもたち
がより弱いものに暴力（精神的なものも含めて）を振るう可能性が高く、男女間にと
どまらず深刻な問題だと思います。 

 
 

①事例紹介とその分析 
　日常的によくある事例を朗読やコントで紹介することにより、そこにある問題とそ
の要因を整理でき、個人的な問題としてだけでなく社会全体の問題としてとらえる
ことができます。 
②ＤＶ問題についての理解 
　朗読、ビデオ視聴、クイズなどで、ＤＶ問題についての知識を興味深く得ること
ができます。また、暴力について自分が被害者にも加害者にもなりうることが理解
できます。 
③私（Ｉ）メッセージを伝えよう 
　同じ場面で相手を責める（YOU）メッセージと相手を認めて自分の気持ちを伝
える（Ｉ）メッセージでは、受け取った側の気持ちがまったく違うことに気づき、自分が
変わることで、より良いコミュニケーションができることがわかります。　 

女性に関する人権課題を学ぶアクティビティ 

プログラムの企画にあたっての課題意識 

協議会員の思い、企画会議で出された意見など 

プログラムの特長 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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Coffee
 Break
Ⅵ 

テーブルクロス 

研修会場の机（テーブル）は、得てして無機質であた
たかかみに欠けるものです。机をくっつけてグループで
話し合いをする時、明るい色のテーブルクロスを1枚か
けてみるだけで、場の雰囲気がぐっと明るくなります。 

「ポストイット　強粘着」 

「ポストイット」（粘着メモ）は、グループでの話し合いの
際に模造紙に張り付けて使われますが、模造紙を掲示し
ようとすると、はらはらとはがれ落ちたりすることもけっこう
あります。これは「強粘着」タイプで、文字通り「はがれに
くい付せん」です。ここぞという時には大変重宝します。 

飲み物 

話し合いに熱が入ってくると、のども渇きます。お茶、
コーヒーなどの飲み物を会場に用意しておくと喜
ばれます。 
何回かのシリーズのワークショップなら、２回目以
降は参加者による「お持ち込み」にしてもいいかもしれません。 
洗う手間が省けるため、紙コップが楽ですが、一人１個にしてもらうた
めに、ペンを用意してカップには名前を書いてもらいましょう。 

スヌーピーのベル 

時間の管理に 
使います。 

ダックコール 

「あひるの声の 
する笛」です。 
合図に使います。 

ワークショップを楽し
くするちょっとしたコ
ツ 

ワークショップの小道具あれこれ 

第2章　「わたし」から「みんな」へ 
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女性の人権　日常生活をふりかえって 

　日常生活で、自分らしくできないことがないかを考え、その要因について話し
合う。また、女性の深刻な人権問題であるＤＶについて関心を持つとともに、
自分の気持ちを伝えることの大切さを学ぶ。 

◆対　象　　高校生～一般成人 

アクティビティ 
17

導入 
80分 

ね
ら
い 

展開 
60分 

◆事例紹介とその分析 
①日常的によくある場面を朗読や劇・コントで紹介（ファシリテーターが場合によっては
参加者も加えて行うとより効果的です。） 

②それを基に、おかしいと思ったことや気がついたことを付箋紙に書き出す。 
③５～６人のグループでそれを模造紙に貼りながら分類。 
④グループで話し合いながらその要因と思われることを模造紙に書き込む。 
⑤各グループが簡単に発表する。 
ファシリテーターは性別で役割が決められたり、行動が制約されたりせずに、誰もが生
き生きと、生きられるためにはお互いに思いやり、認め合い、尊重しあうことが必要で
あることを伝える。 

◆アイスブレーク「歌と手話で男女共同参画」 
　八戸市の男女共同参画都市宣言文をアレンジしたもの（P58　資料8参照）をメロ
ディ（今回は涙そうそう）にのせ、手話もする。 
　最初に数人で見本を示し、次に一つ一つの手話について説明をしながら、みんなで
声を出し手を動かす。数回みんなで歌う。 
（男女共同参画の主旨を理解できるとともに、声を出して手を動かすことで、リラックスで
きる）　 

参加費を取る講座の場合は、著作権の問い合わせが必要です。 

1 ＤＶ問題についての理解 
①ＤＶの事例を朗読やビデオなどで紹介する。 
②ＤＶに関する法律やデータをクイズ形式で学ぶ。 
　ファシリテーターはどんなことがＤＶになるのかを伝える。 
2 メッセージを伝えるロールプレイ 
①ＤＶも「男は仕事、女は家庭」「男は強く、女は弱い」というような性別にとらわれ
た考えが一つの原因になっていること、ＤＶ問題を解決する一つの方法として、コ
ミュニケーションが大事だということを伝える。 

②２人一組になり、いろいろな場面での短い会話を考える。その際に、同じ場面で「相
手を否定するような、責めるような会話」と「私（Ｉ）メッセージを伝え、相手を肯定
する会話」の両方を考える。 

③それぞれの会話をみんなの前で発表する。 
　※場面の例はP58　資料7参照 
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ふりかえり 
20分 

①ふりかえりシートに各自が記入する。【５～１０分】 
②ふりかえりシートを交換して、ほかの人のふりかえりシートを読む。その後それぞれ
が感想を付箋紙に記入し、シートに貼る。グループ内全員で交換。【１０～１５分】 

○暴力には精神的な暴力もあり、それが表面化しないことが問題だと思っ
た。 

○「暴力を受けている人に悪い点があるから当たり前」という考えは人権
を侵害していることになることが分かった。 

○ロールプレイをすることにより、自分のこととして考えることができた。 
○一人一人を大切にしなければ、人というのは幸せにはなれないと思った。 

受講者の反応 

○地域や職場での女性（男性の場合もある）の人権侵害に
ついて考える。 

○ワークライフバランス、男性の家庭参画を実現するために、
どんなことが必要かを考える。 

○中学生・高校生・大学生などの若い世代に向けてのデート
ＤＶ予防。 

運営者が考えるこの次のステップ 
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　いろいろな場面の会話を考えます。会話は2人で考え、相手を否定するような、責めるよ
うな会話と、私（I）メッセージを伝え相手を肯定する会話の両方を考えます。それぞれの会
話をみんなの前で発表してもらいます。 

　Ｗは夫婦関係、Ｌは恋人関係です。 

Ｗ－１　夫婦喧嘩をして、仲直りせず気持ちがおさまらないまま、次の日の朝になり
ました。朝の準備をしているところに、夫（妻）がやってきました。 

Ｗ－２　残業が続いて疲れているこの頃。今日も残業が終わって帰ってみると、食
事の準備ができていません。 

Ｗ－３　自分が集中して仕事や勉強をしているとき、話しかけられたら…（夫と妻の
場合） 

Ｗ－４　子どもが校則違反をして、親が学校に呼び出された。夫と妻は… 

Ｗ－５　子どもの成績が悪いとき、夫と妻は… 

Ｗ－６　子どものことでみんなから褒められたとき、夫と妻は… 

Ｌ－１　今、デート中。携帯電話が鳴り、彼（彼女）は長 と々電話で話し込んでしま
いました。その電話が終わったら… 

Ｌ－２　「恋人なんだから、いつも一緒にいるのが当たり前」と、毎日、しつこくデー
トに誘われたら… 

Ｌ－３　「好きなんだから、いいだろう？」と、恋人からＳＥＸを迫られたら… 

はちのへ男女共同参画都市宣言を 
「涙そうそう」のメロディーで歌ってみましょう 

あなたは　あなたらしくていい 
わたしも　わたしらしくていい 
　　　お互いを　思いやり 
　　　認め合い　高め合い 
男だから　女だからに　とらわれず 
自分らしく　生きていきたい 
　　　一人ひとりが生き生きと 
　　　暮らせるまちを　ともに築こう 

はちのへ男女共同参画都市宣言 
あなたはあなたらしくていい 
わたしもわたしらしくていい 
　　お互いを思いやり 
　　お互いを認め合い 
　　お互いを高め合い 
男だから女だからにとらわれず 
自分らしく生きていきたい 
　　一人ひとりが生き生きと暮らせる 
　　まちをともに築くため八戸市は 
ここに「男女共同参画都市」を宣言します 

平成13年10月31日　八戸市 

歌と手話で男女共同参画 

資料 8

ロールプレイの様々な場面 

資料 7
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地域づくりの人材育成につなげるアクティビティ① 

Ⅵ　しる・ひらく・つながる　 Ⅵ　しる・ひらく・つながる　 Ⅵ　しる・ひらく・つながる　 
協 議 会 名：青森市人権教育・学習推進協議会 

作　成　者：特定非営利活動法人 

　　　　　　　ＮＰＯ推進青森会議　理事・事務局長　小笠原　秀樹 

　当協議会では「人間は本来一人一人違いがあり、そのことを肯定的に捉え尊
重し合うことが大切である」そのことを出発点としました。まちには、それぞれに違い
を持つ人々が暮らしています。コミュニケーションのためには「違いを認め合う」こ
とが必要になります。しかし、「違いがあるよね」という受け止めだけでは不足で、互
いのその合意があって成り立つのではないか、という考えでプログラムを企画しま
した。 
 
 
　人権とは差別を笑ったり、嘆いたりするのではなく、人としての存在、ありようを認
めることです。人には違いがあって当然で、その違いの中でなんとなく生きてきたと
思います。 
　私たちは、意識せずにまさに「なんとなく」お互いが合意をしながら生きてきたと
いえるかもしれません。アクティビティを通じて、その「なんとなく」を「なぜ」と思うこ
とで、相手をより尊重するような気持ちになれるだろうと思いました。 
　 
 
 
　設けられた項目に沿い、私にとって一番大切な価値は何かを考え、その価値の
最高値を見積もって、自分が考えた値を書き込みます。 
　手持ちは１００万円とし、その中からそれぞれの項目に５万円きざみで自由に値段
を付けていきます。この作業を通じ、自分が何に価値を重く置いているのかを知る
ことができ、また一緒に作業した人 と々結果を共有することで、いろいろな考え方
があることに気づきます。 
　プログラムには、さらにグループで一番大切な価値は何かを考えるステップがあ
ります。それぞれ価値観が違う人たちの中で作業をしていくことにより、合意形成
は難しいことを経験します。 

プログラムの企画にあたっての課題意識 

協議会員の思い、企画会議で出された意見など 

プログラムの特長 
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あるがままを認め、ともにいるために 

　地域には様々な人々が暮らしている。人々が持つ違いを肯定的に捉え、お
互いを尊重することを学ぶ。 

◆対　象　　一般成人 

アクティビティ 
18

導入 
30分 

ね
ら
い 

展開 
70分 

◆アイスブレーク「他の見方を理解する」 
①２つのグループに分ける。 
②ゲームの説明をする。 
　「グループごとに、誰でも知っている物語を一つ取り上げ、通常とは別の視点から物
語を見ていけば、こんなストーリーになるのではないか、ということを考え合うゲーム」 

③ファシリテーターが例題を紹介する。 
　例題として、 
　「三匹のこぶた」「三匹のコブタのほんとうの話」（作：いくしまさちこ　出版社：岩波
書店） 

④グループの中で、誰もが知っている、民話、童話、説話などから１つの物語を選び、新
しいストーリーを考えてみる。 

　例えば、 
　「舌切り雀」→「舌を切られた雀」の立場から発想してみる。 
　「浦島太郎」→助けられた「亀」の立場から発想してみる。 
　「羊飼いの少年」→「少年は、孤独だった」と仮定してみる。 
⑤発表はメンバー全員で、リレー形式で行うと、全員で作り上げたことが実感でき、盛り
上がる。 

◆私の価値の値付け 

①４～５人程度のグループに分かれる。 
②ファシリテーターは事前に、いくつかの価値判断の材料を書き込んだ紙を各グループ
に配る。（P62　資料9参照） 

　ファシリテーターが参加者の経験等を踏まえて、１５項目ほどを考えておくとよい。 
③「個人作業」　１人の手持ちは１００万円とし、それぞれの価値に値段を付けていく。
値付けは５万円の倍数で行う。１００万円をきっちりと使い切る。値を付けない項目が
あってもよい。 

 
 

知らない人同士のグループの方がよい。 

準備物 
筆記用具、Ａ４版の用紙（８×５のマスを書いたもの）、Ａ４の方眼紙、
水性のマジック 

加害者のオオカミの立場から見たらどう
なるか、という発想で物語が展開している。 
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Point!!

人権人形でふりかえり 

ふりかえり 
15分 

④「グループ作業」　③と同様の作業をグループ員全員で話し合いながら行い、グルー
プとしての値段をつける。この場合に、平均を取ったり、多数決で決めるのではなく、
話し合いで合意をはかる。 

⑤それぞれのグループが自分たちの価値の値段付けと、そうなった話し合いの経過
について発表する。 

　「価値に値段を付けること」について、何が難しかったのかを中心に、一人ずつ感想
を聴く。書くことよりも解放的な雰囲気の中で話すことを重視して振り返る。 

○自分の価値観がとても好きと思えたし、他の人の価値も聞いてほっとし
た。 

○いろいろな価値観にふれることができた。 
○自分の価値観を改めて確認する機会を得ることが出来た。 
 

受講者の反応 

地域には様々な年代の人が暮らしている。世代間でのコミュ
ニケーションの促進も意識したプログラムを考える。 

運営者が考えるこの次のステップ 

　価値観が対立すると、時として相手を傷つけることがあります。
ファシリテータは、相手を攻撃したりせず、かといって自分の気持ち
を押し殺すのではなく、お互いを尊重した話し合いの仕方「アサー
ティブネス」を心がけるよう、事前に参加者に伝えておけばいいよ。 

価値の値段付け 
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わたしの価値の値付け 

資料 9

私の値 各メンバーの値 グループの値 

友だちが多い 

金持ちになる 

有名になる 

魅力的である 

人生の意味を知る 

平和に貢献する 

したいことができる自由を持つ 

素敵な伴侶、パートナーを得る 

家族と有意義な時間を過ごす 

くつろいで楽しむ時間 

健康である 

信仰心を持てる 

学び続ける意欲 

何かに取り組む自信 

仕事で充実感・達成感が得られる 

美しいものに囲まれている 

愛する人々に囲まれている 

何かの能力に秀でている 

自分の力で目標を達成できる 

①一人の持ち値は１００万円です。 

②５万円の倍数で全財産をどれかの価値に配分します。お金を配分しない価値があっても結

構です。 

③自分で値を割り振った後、各メンバー一人一人から、それぞれが割り振った値を聞きます。 

④メンバーの合意をはかりながら、グループとしての値を割り振っていきます。 

　この場合、多数決や平均を取るということは、行わないようにします。 
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　自身の考えや思いがよく伝わっていなかったという経験はありませんか。個人が
集まり地域が作られています。個人と地域との関わりを考える上で、果たしてお互
いを理解し合っているのでしょうか。情報の不一致を体感しながら、伝えることの
難しさを知り、分かり合うために何が必要かという考えでプログラムを企画しました。 
 
　 
 
　自身の活動の中でも、例えば新聞社から取材を受けたのに、書いてほしいこと
とは違うことが書かれていたという経験がありました。また、人と接する中でも、思っ
たように相手に伝わっていない、誤解されるということもありました。情報を読み解
く力を身につけることをメディアリテラシーといいますが、人も情報発信源であり一
つのメディアと考えると、メディアリテラシーにおけるプログラムも応用できるのでは
と考えました。 
 
 
 
 
 
　相手を魅力的に伝える記事をつくるプログラムです。記事のイメージとしては、
絵本や雑誌のインタビュー記事のように、文章だけではなく相手の表情や絵など
も織り込まれたものです。「２～３人でお互いに行います。お互いの記事を交換す
ることによって、自分のアピールしたかったことが書かれていないことや、自分でも
気づかなかった魅力を発見したりすることができます。自分を再発見したり、相手
の良さを表現することの難しさを実感することができます。」 
　なお、このプログラムでは、記事や絵の内容（うまく表現できているか）にこだわ
りません。相手は必ずしも自分の思ったとおりに記事は書かないことを知ることが
重要と考えています。　 

プログラムの企画にあたっての課題意識 

協議会員の思い、企画会議で出された意見など 

プログラムの特長 

※メディアリテラシーとは 
　メディア（情報が流通する媒体）の特性や利用方
法を理解し、適切な手段で自分の考えを他者に伝達し、
あるいは、メディアを流れる情報を取捨選択して活用
する能力のこと。 

地域づくりの人材育成につなげるアクティビティ② 
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自分新発見 

　人と人が分かり合うとは。情報の不一致を体感しながら、伝えることの難し
さを知り、わかりあうために何が必要かを考える。 

◆対　象　　一般成人 

アクティビティ 
19

導入 
45分 

ね
ら
い 

展開 
70分 

◆アイスブレーク「たとえばこんな地域づくり」 
①４～５人のグループとなり、自己紹介をする。 
②話し合いの進行役（テーブルマネージャー）を決めて、日頃の生活の中で、自分
が居住するコミュニティにおいて、気になることや気がかりなことについて、一人
ずつ話す。 

③地域のプロデューサー（地域の課題を見つけ出し、解決行動を実践したり、事業
を興したりする仕掛け人）になったつもりで、地域の人を巻き込めるキャッチフレ
ーズを考える。 

　例えば 
　　「独居老人が雪片づけで困らない地域づくり」 
　　「犬や猫などのペットと共生できる地域づくり」 
　　「子どもが大人を信用できる地域づくり」 
④キャッチフレーズを紹介しあう。 

◆「友だちの絵本」 
　相手を魅力的に伝える記事をつくるゲーム。絵本や雑誌のインタビュー記事の
ように、文章だけではなく相手の表情や絵なども織り込みながら作る。 

①Ａ４版の紙に８×５マスを書き、自分の好みや関心事など、８つの項目についてそ
れぞれ５つずつ書いていく。項目は「好きな食べ物」「好きな飲み物」「好きなス
ポーツ」「好きな人」「行きつけの場所やよく行く場所」「心に残っている場所、
景色」「１億円あったらしたいこと」「生まれ変わったらなりたいもの」など。（事前
に印刷してあるものを配ってもよい） 

　ファシリテータの指示で、１項目あたり２～３分で書いてもらう。 
②ペアをつくり、それぞれが書いた紙を見せあいながら、お互いを取材する。なぜこの
ようなことを書いたか、エピソードなども含めて、それぞれ１０分ほどインタビューする。 

③Ａ４の方眼紙に、インタビュー内容を基にした見出しをつけて記事を書く。イラスト
等も加えることができる人は加える。 

準備物 筆記用具、Ａ４の方眼紙、水性のマジック 

　項目については自由に発想できるものを選ぶ。事前にスタッフでやってみるとイメ
ージがつかめる。 
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ふりかえり 
15分 

　ペア同士、お互いの記事を見せ合い、相手が自分のインタビューのどこに関心を持っ
たのか、相手に伝わったことや伝わらなかったことなど、感想を話し合う。　 

○他人を知ることや、自分を他人に知らせることの難しさと大切さを知り、
大変勉強になった。 

○取材した相手のことをみんなに紹介するのもよいと思いました。自分の
中の小さな良いところに、クスッと笑える感じになりました。 

○効果的な表現によって、相手により伝わることを知る。また、
効果的な表現をしなければ、相手には伝わらないことも知る。 

○映像や音声（話すこと）での応用。 

受講者の反応 

運営者が考えるこの次のステップ 
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ふりかえりの大切さ 

Coffee
 Break
Ⅶ 

　参加体験型の学習では、参加者の「気づき」をとても重視します。なぜならば、人
は教えられたことは時間の経過とともに忘れていきますが、自分自身が気づいたこと
は、日常生活の中で実践していこうとするからです。 
　また、参加者がお互いの感想を話し合い、他者の気づきをも尊重することによって、
「参加してよかった」「みんなと有意義な時間を過ごせた」という充足感を得ることが
できます。 
　「人権学習ハンドブック―実践編　第１章p５」では、「“ふりかえり”の大切さ」と
して、効果的なふりかえりの方法が紹介されています。是非参考にして下さい。参加
者の「この場から帰りたくない度数」がぐ～んと高まりますよ。 

気がついたことを

話し合う 

Ａ３判の紙の真ん中に「きょう

うれしかったこと」を２つ書き、

その紙を参加者に回して寄せ

書きしてもらう 

自分の「手」を紙になぞ

って書き、「手に入れた

もの」、「手に入れられな

かったもの」を書き出す 

ふりかえりカードに書く 

輪になって一言ずつ話す 
感想を述べ合う 

様々な「ふりかえり」の方法 

ふりかえりの 
大切さとは？ 
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　青森県人権教育・学習推進協議会が実施した、モデル講座のプログラム評価につ
いて紹介します。 

1　評価の趣旨 

　人権感覚・人権意識を高めるための学習において、学習効果の高いプログ
ラムの企画及び講座の運営方法についてポイントをまとめる。 

 
2　評価の全体像 

3 モデル講座のプログラム評価のまとめ 

五 所 川 原 市  
モ デ ル 講 座  

八 戸 市  
モ デ ル 講 座  

弘 前 市  
モ デ ル 講 座  

八 戸 市 子 ど も  
モ デ ル 講 座  

む つ 市  
モ デ ル 講 座  

青 森 市  
モ デ ル 講 座  

職員の立ち会い アンケート調査 企画担当者による総括 

〈各市協議会が実施〉 〈青森県人権教育・学習推進調査研究委員会事務局員が実施〉 

（各協議会からの報告書に記載） （プログラムの企画・運営のポイントに記載） 

【調査結果の集約・整理】 

・人権に対する意識変容について 
・プログラムの企画について 
・講座運営について 

調査結果をもとにして、青森県人権教育・学習推進調査研究委員会で総合評価 

人権教育・学習における実践的なポイントやノウハウを示す 

（1）人権学習ワークショップのプログラムの効果と課題 
（2）人権学習講座の準備・運営のポイント 
（3）人権教育・学習講座構築の視点 
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　参加体験型学習とは「すべての学習者が学習の場に積極的に参加し、相互に学び合う
過程を通じて様々な気づきや発見をする学習方法」です。  
  平成１８年度は参加体験型の手法を使った人権学習の「普及啓発期」であり、５市６団体
で各市町村教育委員会と地元のＮＰＯとの協働によるモデル講座を展開しました。 
　平成１９年度は「完成期」という位置づけで実施しました。参加体験型学習の手法の活
用は、ただ単に受講者を積極的に学習に参加させるためだけではなく、「学習成果を生かし
て地域活動に参加したくなる」ための意欲をかき立てる、ということを目指してきました。その
ためには、学習プログラム全体のどの部分に参加体験型学習を取り入れるかが大きなポイ
ントになります。 

3　人権教育･学習における実践的なポイントやノウハウ 

（1）プログラムの企画・運営の効果と課題 

◇まわりの人との考えの相違や共通点を見い出しや
すく、そこからが「人権」を考える第一歩となっていく。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
◇手段一つで、心と心を通わせるには色々な形がある
ことがわかった。　　　　　　　  

◇個人それぞれ違うところがたくさんあることを実感し、
それを前提に物事を進めなければいけないことに気
づく。　　　　　　　　　　　　　　　 

◇小学生と高校生など異年齢での気づきがある。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 

参加者・講師・運営者間の 
様々なコミュニケーションが 

促された 

共　感 
自己開示 

◇子どもから高齢の方まで一緒に参加し、お互いをわ
かり合い、よい学びの空間が作れる。　 

◇公民館の家庭教育学級とのタイアップにより多くの
親子の参加を募ることができた。　 

◇親子の参加によって、自分の子どもと他の人との関
わり方を親が見ることができ、親子関係を見直すきっ
かけとなった。　　　　　　　　　　　　　 

幅広い年齢層が 
一緒に学べた 

異年齢交流 

◇コミュニケーションを取るときのコツを知り、すでに生
活の中でその成果を確認できている人もいる。 　
　　　　　　　　　　　　　　　　  

◇自分は何をすればよいだろうかと、自分にひきつけて
考えるようになる。　　　　　　　　　  

◇人権について意識し始め、さらに学習を深めたいと
いう意欲につながっている人がいる。 　  

◇講座修了後、知り合いに学びの成果を伝えている
学習者がいた。            　　　　　 　 

学びの成果が 
定着した 

意識の変容 
行動の変容 

【弘前市】 
 

【八戸市子ども】 
 
 

【むつ市】 
 

【むつ市】 

【弘前市】 
 

【八戸市子ども】 
 
 

【むつ市】 

【八戸市】 
 

【むつ市】 
 

【八戸市】 
 

【八戸市】 
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スキルアップ 

◇多くの参加者を募ることができたのは、今後の人権
学習の推進において新たな取り組みへのステップ
アップになった。　 

◇市教育委員会、ＮＰＯ、学校、ＰＴＡと協働して事業を
行うことが出来たのは大きな成果だった。　　　　
　　　　　　　 

◇市の生涯学習フェスティバルと連動して実施するこ
とが出来た。　　　　　　　　 

地域づくり 
地域の教育力向上 

◇「人権」という枠にとらわれずに、いろいろな視点から
考えることが出来た。  　 

◇ゲーム感覚でアフリカについて学び、さらに興味関
心を持つようになった。　 　 

◇こんなに楽しくできるのなら、学校をはじめいろいろな
場面で取り入れてみたい。　  

◇多様な個人がそれぞれの意志と能力を連携させるこ
とによるまちづくりの可能性。　 

人権をいろいろな視点から 
考えることが出来た 

地域への波及があった 

企画運営者の成長 

先入観を払拭する 
人権学習 

◇企画実施する側として、自分の基本的な知識や技
術を身につけていること、人権感覚に対する気づき
を促すようなアクティビティの展開や働きかけを理解
し、自ら人権感覚を持ち合わせることが出来る。 　 

【八戸市子ども】 
 
 

【五所川原市】 
 

【むつ市】 

【弘前市】 
 

 【むつ市】 
 

【むつ市】 
 

【青森市】 

【弘前市】 

・直接話をしてお誘いした方でも、当日になっても講演会と思っていた方が多く、“参
加体験型学習”ということをどのような手段で浸透させていけばよいか。 
本調査研究事業の目的の一つが、「参加体験型学習」という手法を普及啓発す
ることである。チラシやポスターの中で、この手法をわかりやすく説明したり、講座
のオープニングで解説するなどして定着を図っていく。 

参加体験型という手法の浸透 

・参加者が楽しく参加して学んだことを、“楽しかった”だけで終わらせないようにする
ためのあり方。 

“楽しかった”だけで 
終わらせないために 

▲
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「参加体験型」はあくまでも、話し合いを豊かにしたり、参加者の思いを引き出す
ための手段である。 
振り返りの中で、話し合いや発表、文章などで、気づいたこと、感じたこと、考えた
ことを表現させ、意識させることが必要である。 

・グループワークの拒否、場の雰囲気を読めない突飛な意見、大声を出しての不満の
表明、このような参加者をうまく取り込んでいく方法。 
「参加者には参加しなくてもよい権利」があると同時に「他の参加者の学習の成
立に協力する義務」がある。場の雰囲気を読めない人には相手を認め尊重しな
がら粘り強く話をしていくしかない。 

参加体験に適応できない参加者には 

・振り返りをはじめ、活動の成果を計る手段の検討が必要である。 
特に、子どもは『聞き取り調査』だけでは、評価できないので活動中の様子を見守る
必要があり、そのための役割の人を置く必要がある。 

活動の成果を評価する手段の検討 

・子どもや高校生の参加割合によっては、ワークショップの運営方法に工夫が必要で
ある。特に、グループに分かれて話し合いをするような場合はテーブルマネージャーを
置くなど、検討しておかなければならない。 

ワークショップの運営方法 

・学校を訪問して、協力を依頼する際には、「学校の時間」「学校の都合」にあわせな
くてはならない。文書も、学校長あての鑑をつけて持参する。 

学校との連携の在り方 

・「人権学習」「参加型学習」というと集客が難しい。 

集客方法 

▲
 

▲
 

第2章　わたしからみんなへ 



71

モ
デ
ル
事
業
か
ら
見
た
講
座
の
準
備
・
運
営
の
ポ
イ
ン
ト

 

（２）モデル事業から見た講座の準備・運営のポイント 

 
受講者が、気持ちよく楽しく学習できる場づくりについて、各協議会の工夫が
見られました。 
○手づくりの看板、手づくりの掲示物 
手づくりの看板や手づくりのテーマ表示があれば、会場の雰囲気が柔らかく
なります。 

○ティータイム 
２時間を超える講座では、ティータイムが必要です。 
ポットを置く台にクロスを掛けたり、花を飾ったり、ちょっとした工夫が参加者を
和ませます。 

○机と椅子の配置 
堅苦しくならない雰囲気づくりのための配置の工夫が見られました。 
ワークショップでは、机と机をくっつけた島と島の間隔を開けすぎない方が「適
度なにぎわい感」を演出できます。 

○軽音楽で演出 
ワークショップの受付時間や休憩時間は軽音楽でリラックスできました。 

○ネームプレート、水性マーカー、付箋紙、模造紙 
各協議会とも、小道具の準備には、細かい配慮が見られました。 

○高齢者、障がいを持った方への対応 
講座の性質から、高齢者や障がいを持った方の参加も予想されます。　　
対応の打ち合わせが必要です。また、和服の女性の参加もあり、動きのある
講座では事前告知が必要です。 
 

○広　報 
教育委員会の協力によって、市の広報に掲載してもらった協議会がありまし
た。チラシも各協議会とも工夫が見られました。ハイテクよりもローテク（手描
き）のものが味わいがあっていいと思われます。「人権学習」という言葉は、
小さくてもＯＫです。 

○Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅ 
１回参加した人は逃がさない。帰り際「またお会いしましょう」の言葉がけを。
お友達も誘ってもらいましょう。「帰りたくない度」が高いか低いか、講座修了
後の様子を観察すればすぐわかります。 
 

協議会として何をねらって講座を開催しているのか、受講者にねらいを理解し
てもらう必要があります。各協議会ともしっかりとねらいの説明に努めていま
した。この時、得意技を生かして人形を使ったりなど演出ができれば最高です。 
 

人権学習会の場ですから、立場や肩書きにはこだわらず、水平な人間関係
の中で、安心して参加できることを保障してあげましょう。 

◇参加したくなる広報、誘いかけ 

◇心地よい雰囲気づくり 

◇講座のねらいを伝える 

◇水平な人間関係をつくる 
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１　目的にねらいを定めて講座のストーリーづくり 

２　プログラムづくり 

３　講師、ファシリテーターを育てる 

（３）人権教育・学習講座構築の視点 

参加者とのやりとりやアンケート調査で「参加者がもっと知りたい内容」や「参加者
の興味をひきそうな働きかけ方」がつかめたのではないでしょうか。 
テーマを決めたら、少しずつ参加者の気持ちがテーマに近づいていけるようなストーリ

ーを考え、講座を組み立ててみてください。 
たとえば… 

ＳＴＥＰ１　総論（講義）→グループ協議による講義内容の共通理解 
ＳＴＥＰ２　ワークショップによる課題の抽出や目標の設定 
ＳＴＥＰ３　ワークショップによる活動企画案の作成とプレゼンテーション 
このままだと固いので、実習、体験活動、ゲーム、フィ－ルドワーク等を組み合わせて

企画してください。 

プログラムについては、講師にお任せではなく、協議会からどんどんプログラム案を提
案してください。アンケートの中に「時間が短く消化不良だった」という意見が見られます。
　参加体験型学習は、十分な時間の保障がなければ合意が形成できず、参加者の不
満が募ります。 
小テーマの話し合い時間は３０～４０分確保しましょう。１回のワークショップには２テー

マが目安です。 
１回のワークショップの時間は３時間を目安に考えてください。 
　例　日中の講座　１３：３０～１６：３０ 
   　    夜間の講座　１８：３０～２０：３０ 
プログラムを考えるプロセスが、企画運営者にとって最高のスキルアップの場です。 
こんなアプローチはいかがでしょうか。 
（１）行政臭くないもの 
　　 　Y　企画運営者の得意技を生かして　 　 
（２）地域課題の解決行動につながるもの　 　 
　　 　Y　掘り下げればそこに人権の課題が……。 
（３）暮らしの中で直接役立つもの    　 
　　 　Y　保健　安全　コミュニケーション　子育て　介護　家計　など 
（４）地域の文化、伝統、歴史、人など地域のよさに気づくもの 
　　 　Y　地域づくりにつながっていく 
（５）世代間の交流につながるもの  
　　 　Y　遊び　実習　共同制作 

事業の中で、講師やファシリテーターを育ててください。こんな方を講師やファシリテ
ーターやテーブルマネージャーの候補としてください。　　 
（1） ＮＰＯの中核メンバー 
（2） 地域（県内）の中で元気な活動をしている人 
（3） 総合社会教育センターの講座の修了生 
（4） ファシリテーター養成講座の修了生 
（5） 県の附属機関の委員（もちろん市の委員でもよい） 
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４　人権擁護委員との連携 

５　社会教育委員との連携 

６　参加体験型アクティビティの開発 

各都道府県には、法務大臣が委嘱した「人権擁護委員」がいます。地域における人
権擁護のための啓発活動を実践しています。 
また、法務局から委託を受けて、人権啓発活動を展開している市町村があります。 
青森県の事例としては、第２部事例編で、子どもの人権専門委員の取り組みを紹介

しています。人権擁護委員及び人権啓発活動を実施している市町村との連携により、
人権教育・学習活動は、より多岐にわたり充実した取り組みが展開できると考えられます。 

生涯学習・社会教育に関する専門的な知見を持つという点では、市町村及び都道
府県の社会教育委員との連携も、重要なポイントであると考えられます。連携することに
より、人権教育・学習に関する様々なアドバイスや協力を仰ぐことができます。 

平成１６～１９年度の取り組みで実施した、参加体験型のアクティビティは、人権学習
の手法として効果的であると評価をしました。　 
本ガイドブックで紹介したアクティビティの中で使われているものもありますが、人権学

習の手法として、効果的といわれている手法をいくつか紹介します。 

（１） 相互インタビュー 
参加者同士がペアになって、相互に人権に関する認識や、関心があることなど

をインタビューします。相互理解を深めるコミュニケーションの基本を理解してもらい
ます。　Y　守秘義務の厳守が参加条件 

（２）ロールプレイ 
与えられた立場を演じることで、自分と違う立場を体験します。 

（３）ディベート 
否定も肯定もどちらの考えもあり得るテーマを、グループで討議します。はっきりと

本音のありようを確認することが大事ですが、討議の中で誰かの人権が傷つけら
れないように配慮が必要です。 

（４）まちかどウォッチング 
会場を出て、まちを歩いてみて、歩道や段差、案内板や掲示物などを観察してみ

ます。視覚や聴覚に障がいのある人、外国人、高齢者などを想定しながら、役割を
決めてコースを回ります。歩く時間は２０分程度で、安全に十分配慮します。 
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　地域における人権学習会の拠点施設としては「公

民館」などがあります。 

　第２部では、平成１９年度に青森県人権教育・学

習推進協議会が「公民館における人権学習講座」

を想定して試行的に実施した、「じんけん学習会

実践者養成講座」「みんなをしあわせにするシン

ポジウム」「じんけん感覚を磨き地域の教育力を

高める公民館講座（鶴田会場、三戸会場）」及び

青森県人権擁護委員連合会が実施している「人

権教室」の事例を紹介します。 

事例の紹介 
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1 じんけん学習会実践者養成講座 
　青森県人権教育・学習推進協議会では、
平成１７年度から１８年度にかけて「じ・ん・け・
んファシリテーター養成講座」を実施しまし
た。 
　講座のねらいやプログラムについては、
人権学習ハンドブック―実践編―「学び
から行動へ」の中で詳しく紹介してあります。 
　ファシリテーター養成講座は、「ファシリ
テート」という視点から人権をとらえたときに、
理論学習とはまた違った気づきがもたらさ
れることと、モデル講座をとおして開発した
人権プログラムを実際に動かし、人権学習

を普及していくための心構えとノウハウに
ついて学ぶことを目指してきました。 
　この２年間の取り組みを受けて実施した
「じんけん学習会実践者養成講座」は、公
民館等を使って、小さなグループやサーク
ルが、「特別な準備が不要で、専門的な知
見を持ったファシリテーターが居なくても、
有効な人権学習会ができないか」というコ
ンセプトで取り組みました。シンプルであっ
ても、基本をしっかりと押さえた講座となり
ました。 

日　時 ファシリテーター 

〈五所川原会場〉 
11月16日（金） 
13：00～16：00

〈むつ市川内会場〉 
11月17日（土） 
13：00～16：00

〈五所川原会場〉 
11月30日（金） 
13：00～16：00

〈むつ市川内会場〉 
12月1日（土） 
13：00～16：00

〈五所川原会場〉 
11月21日（水） 
13：00～16：00

〈むつ市川内会場〉 
11月24日（土） 
13：00～16：00

特定非営利活動法人 
子どもネットワーク・すてっぷ 
代表理事　辻　　悦　子 
事務局長　野呂　美奈子 

特定非営利活動法人 
むつ下北子育て支援ネットワーク・ひろば 
代表理事　小川　千恵 
副代表　山田　佳子 

特定非営利活動法人 
子どもネットワーク・すてっぷ 
代表理事　辻　　悦　子 
事務局長　野呂　美奈子 

特定非営利活動法人 
むつ下北子育て支援ネットワーク・ひろば 
代表理事　小川　千恵 
副代表　山田　佳子 

はちのへウィメンズアクション 
代表　工藤　恵美子 

はちのへウィメンズアクション 
代表　工藤　恵美子 

1

2

3

暮らしの中の人権 

私も大事　あなたも大事 

子どもの権利を考えよう 

テーマ 

事例の紹介 
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【じんけん学習会実践者養成講座におけるプログラムの流れ】 

（１）自分自身の人権感覚と向き合う 
（２）自分自身を「肯定的」に見ることの大切さに

気づく 
（３）自分自身の生き方をふり返り、これからどう生

きていきたいかという未来への展望を持つ 

人権感覚を磨くアイスブレーク 

（１）「聴く」ことの意味や大切さに気づく 
（２）他者との考えの違いを尊重し、多様性を肯

定的に受け入れる 
（３）アサーティブネス（p６参照）ができると品性

が高まり、豊かな人生が手に入ることを理解
する。また、信頼関係を築くコミュニケーショ
ンスキルを身につける 「聴く」スキルを磨くトレーニング 

地域における人権感覚向上の中核となる人材 

（１）地域にある様々な人権課題を理解する 
（２）地域課題解決に向けた「自分なり」の取り

組みについて考えることができる 
（３）日常生活の中に、人権感覚を生かすことが

できる 

ふりかえりで“想い”を共有する 

人権感覚の向上に向けて、課題の解決行動を目指す地域活動が広がる 

STEP1

STEP2

わたしづくり 

なかまづくり 

地域づくり STEP3

事例の紹介 
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　「じんけん学習会実践者養成講座」は、
人権学習の専門家によるファシリテートで
はなく、「青森県人権教育・学習推進調査
研究委員」のメンバーによるファシリテート
で実施してみました。 
　講義は取り入れず、ワークシートや付箋紙、
模造紙などを使って参加型の学習形態で
行いました。それは、このような講座であれば、

ちょっとした準備で、専門的なファシリテー
トのノウハウがなくても「誰でも運営可能」
であると考えたからです。 
　実施してみて、改めてじんけん学習会の
難しさとやりがいを感じました。これまでの
成果と課題を紹介します。 

（１）参加体験型学習は人権学習にぴったりとマッチする 
「じんけん学習会実践者養成講座」で実施したアクティビティは、第１部第１章で紹

介しています。このような、身近な日常における「自分」「家族」「友人」などをテーマに
した、自己開示しながら想いを語り合う参加型の学習手法は、人権学習会にぴったりと
マッチします。 
参加体験型学習では、往々にして、知識や経験の豊かな人がグループワークをリード

してしまったり、逆にあまり知識のない人たちで話し合った場合、誤った知識を共有して
しまったり、話し合いが全く深まらなかったりすることがあります。 

今回のように、「わたし」や「あなた」等をテーマにした話し合いでは、ゆったり相手の
話を共感的に聴いてあげればいいわけですから、対立や葛藤も生じることなく、理屈の
整合性を競う必要もなく、リラックスしたワークショップとなります。話し合いに参加する
にあたっては、専門的な知識や経験がなくても問題ありませんので、参加者が幅広い
年齢層にわたる場合や、知識や経験などのバックボーンが大きく異なっていても大丈
夫です。 

（２）世代間交流が大きな刺激を生み出す 
今回、むつ市川内会場では、高校生も参加しました。グループワークでは高校生と、

高校生から見たら、かなり年齢の開きのある方が一緒に話し合いました。お互い普段は
ほとんど交流のない年齢層ですので、互いに受ける刺激が大きく、高校生のみならず、
大人にも、「こうしてはいられない」という内発的な動機づけを与えられました。このよう
に人権学習会に若い世代が参加することは、学びの場の活性化という点で大きな意
義があると考えられます。 

（３）手軽に運営できる学習会 
どんなに優れた学習手法があっても、経費がたくさんかかったり、準備に膨大な労力

がかかるのであれば、なかなか普及していきません。今回のプログラムは、既刊の人権
学習ハンドブックを一とおり読めば、比較的容易にファシリテートすることができるもので
す。参加者のアンケートを見ても、好評でした。 
ワークシートを使った学習会は、手軽に運営できる学習会であり、運営する側で使い

やすいように様々なアレンジをすることができるため、さらに効果的なものに発展してい
く可能性を示しています。 

個々のアクティビティについては、
第１部第１章を見てね。 

成 果 

事例の紹介 
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2 みんなをしあわせにするシンポジウム 

（１）学習会の「権威」や「専門性」が弱くなる 
「じ・ん・け・んファシリテーター養成講座」では、専門的な知見を持つファシリテータ

ーをお招きして、理論学習も交えながらワークショップを開催しましたが、今回の学習会
では青森県人権教育・学習推進調査研究委員がファシリテーターとなって実施しました。
手軽に開催できるというメリットがある反面、学習会の「権威」や「専門性」という点では、
弱くなってしまうことが指摘されました。 
このことを少しでも克服するために、参加者に対しねらいを伝えるとき、「相互学習」

の意義を理解してもらうことと、「相手から学ぶ」「ワークショップの場を信頼する」こと
の大切さを理解してもらう必要があります。 
「参加体験型学習」が一つの文化として定着するまで、今少しの時間が必要です。

このような学習会をとおして、積極的に情報発信し、「人権学習は、誰もが自分の言葉
で人権を語ってもよい」というくらい、ハードルを低くしていきたいものです。 

（２）人権を学ぶ意味や必要性が伝わってこない 

受講者からのアンケートの中に、「人権を学ぶ意味や必要性の説明が希薄である」
という意見が出されています。第１部で紹介したように人権学習によって「わたしづくり」
「なかまづくり」を進めることは、個人にとってもコミュニティにとっても重要であると考え
ています。 
何より人権を学ぶことによって「心を強くする」「品性を高める」といったメリットがあ

ると考えられます。主催者は、人権学習によるメリットをもっと強く打ち出してもいいのか
もしれません。 

　「みんなをしあわせにするシンポジウム」
は、人権学習と地域づくり講座を一体化し、
公民館における「まちづくり講座」の一つ
の示唆となることを目指し、青森県人権教
育・学習推進協議会が平成１９年１０月６
日（土）に、弘前市において開催したもの
です。 
　「みんなをしあわせにするシンポジウム」
とは漠然としたネーミングですが、当協議
会が、「人権」の一つの側面として「みん
ながしあわせになるための権利」が大切で
あると考えていることを端的に示している

ものです。 
　人権学習ハンドブック基礎編「気づき
から学びへ」のp36に、「人権という言葉を
使わない人権学習」という項があり、その
中で「『人権学習』は『環境学習』や『国
際理解教育・学習』といった個別の学習
と並列にされるものではなく、あらゆる学習
の機会において行われるべきものです。あ
えて『人権講座』とうたわなくても、人権学
習はできるということです。そのためには、
あらゆる講座のプログラムに、人権感覚や
人権意識を高められるような『しかけ』が

事例の紹介 
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必要となります」と述べられています。 
　今回の企画立案にあたって、そのしかけ
を具体化するために、身近なイベントに着
目してみました。イベントの根底に人権学
習の視点を据え、参加者は人権学習であ
ることをあまり意識することなく、結果的に
人権を学べるような『しかけ』を考えました。 
　弘前市ではこの時期「弘前・白神アッ
プルマラソン」が開催されます。市民マラ
ソンのブームと相まって年々参加者を増や
しています。メディアでも大きく取り上げられ、
今や「地域づくり」イベントとして弘前市に

なくてはならないものとなっています。 
　このような地域づくりイベントの中から、「人
権感覚」を磨くことにつながる学習要素を
抽出して、シンポジウムを組み立ててみまし
た。具体的には、イベントを「企画・運営す
る立場の人（主催者）」「ボランティア等
で支える立場の人（スポーツボランティア）」
「参加する立場の人（ランナー）」それぞ
れが、より「みんなをしあわせにする」ため
には、どんな配慮が必要なのかを提言し合
うものです。 

ねらい 
 

実施日 

実施会場 

シンポジスト 
 
 
 
 
コーディネーター 

実施概要 
 
 
 
 
 

参　加　者 

「弘前・白神アップルマラソン」を一つの事例として、人権が尊
重された、住みよいまちづくりのあり方を考え合う。 

平成19年10月6日（土）14：00～16：15 

青森県立弘前中央高等学校講堂 

　成　田　さなえ　　　青森県スキー連盟事務局職員 
　秋　田　　　修　　　県内唯一の全盲ランナー 
　平　川　正　敏　　　東奥日報社読者局次長兼事業部長 
　森　下　富　雄　　　弘前市西体育協会会長 
　福　士　加代子　　　ワコール女子陸上競技部 
　田　中　栄　子　　　青森テレビアナウンサー 

◇シンポジウム　14：10～15：20 
　「みんなが支え参加できる地域づくりとは」 
◇インタビュー　15：30～16：15 
　「北京オリンピックへかける想い」 

ワコール女子陸上競技部　福士加代子さんへ、青森県立弘前
中央高等学校陸上競技部の生徒がインタビュー 

3 0 0 名 

　シンポジストのお一人、福士加代子さんは、青森県北津
軽郡板柳町出身。日本女子陸上界5,000ｍと10,000ｍの
第一人者です。ハーフマラソンの日本記録も持っています。 
　「市民マラソンは地域の活性化のために有効なイベント、
一般市民も音楽や花火などで選手を盛り上げて欲しい」、と
いう提言は、翌日の弘前・白神アップルマラソンで、すぐ実践
されました。 

事例の紹介 
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市民マラソン大会 

人権の視点から見た地域教育力の向上 

企画・運営する立場の人からの提言 参加する立場の人からの提言 
 
 ・住民参加型の運営 

　に向けた提案 
・障がい者への配慮 

・あらゆる参加者の人権に
配慮した運営 

・地域ぐるみの大会を目指す
ための住民参加のあり方 

 

支える立場の人からの提言 
 

参加する立場の人からの提言 
 
 ・仲間づくりを進める運営へ

の提言 
・青少年への教育効果を高
める運営についてのあり方 

 

・ボランティア受け入れ体制
の充実 

・地域の特色を生かした応
援手法についての提案 

 

みんなをしあわせにするシンポジウム 

みんなをしあわせにするという、人権に配慮した
運営の必要性について浸透 

このシンポジウムは、「みんなをし
あわせにする」という姿勢を一人一
人が持つことが、人権の理念を普
及させる上で非常に重要なのでは
ないか、という考えで開催しました。 
特に、視覚障がいを乗り越えてフ

ルマラソンに参加しているランナー
からは、「視覚障がい者がより参加
しやすい大会となるためには、伴走
者の育成が急務である」といった提
言が出されたり、地域ぐるみで市民
マラソンに取り組むことで、健康づくり、仲
間づくりといった、住みよい地域づくりに

つながったという事例が報告されました。 
また、市民マラソンは障がい者と健常

事例の紹介 
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3 親子つがる凧づくり教室 じんけん感覚を磨き 

地域の教育力を高める公民館講座 in鶴田 

「親子つがる凧づくり教室」は、鶴田
町教育委員会、鶴田町公民館の協力の
もと、親子が一緒に人権について学ぶき
っかけづくりとして、津軽地方の伝統文
化である「つがる凧づくり」を実施したも
のです。 
実施日は、平成１９年１２月２２日～２３日。

平成２０年１月６日には、完成した凧を揚
げる、「新春たこ揚げ体験」を実施しました。
会場は北津軽郡鶴田町公民館です。 
単なる体験活動とならないために、活

動の前に「人権ミニ学習会」を実施しま
した。平成１９年１２月２２日は「親子のコミ
ュニケーション」の大切さについて、鶴田
町の「あさごはん条例」に基づき、家族で
一緒に食事することの意義やコミュニケ
ーションの大切さについての講話、１２月
２３日は「人との関わり方で心がけたいこ
と（ストロークの原理）」について学習し
ました。講師はいずれも、県や鶴田町教
育委員会の社会教育主事が行いました。 
また、完成した凧には人権に関する標

語をつけて、公民館のホールに掲示し、
町民へ向けた啓発活動の一助としました。 
参加者は小学校１年生から大人までと

幅広い年齢層であり、あまり難しい講話
では消化できません。それならばと「親子
で参加する」という社会教育ならではの
良さを生かし、親子が関わり合う場面を「人
権ミニ学習会」の中に設定しました。 
例えば、第２回目の学習会では、「それ

ぞれが欲しいプラスストロークの言葉」
Y（P４～P５参照）を親から子どもへ、
子どもから親へ向けて書いてもらいました。 
人権標語には「広げよう　えがお　や

さしさ　おもいやり」「広げよう　親子の
会話　地域ぐるみで」「笑顔であいさつ
　心に新春」などと書かれたものが掲示
されました。 

者が同じ条件で参加できる、数少ないス
ポーツであること、青少年に対する教育的
な効果が高いことなども、紹介されました。 
今回は、市民マラソン大会に着目した

シンポジウムですが、地域の祭りや行事な
どからも、「より人権に配慮した運営のあ
り方」について考え合う学習会も有効だ
と考えられます。 

公民館等の社会教育施設が行う人権
学習としては、比較的取り組みやすいの
ではないでしょうか。何よりも人と人とのつ
ながりや、人と組織、人と施設などのネット
ワークづくりに直接役立つ学習会になる
と考えられます。 

今回のシンポジウムは、一つのしかけ方
として、参考にしてみてください。 

事例の紹介 
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4 絵本ワールドinさんのへ 
「絵本ワールドｉｎさんのへ」は、三戸町

教育委員会と日本手作り絵本ネットワー
クの協力により、平成20年1月5日（土）～
7日（月）の期間で開催され、日本各地の
手作り絵本サークルから送られた、500冊
の手作り絵本が、三戸町アップルドーム
に展示されました。 
手作り絵本は、どれも世界にただ１冊

のオリジナルで、制作者の想いが詰まっ
たものばかりです。創作集から、家族の
団らんの様子を記録したもの、子どもの
成長の記録を記したもの、布絵本からタ
ペストリーなどバラエティーに富み、その
発想の斬新さや完成度の高さで来場者
に感動を与えました。 
来場者の多くは手作り絵本を手に取り、

時間が経つのも忘れじっくりと読んでい
ました。 
この企画は、「来場者の人権に関する

感覚を高める」という意図で実施してい
るため、展示場に人権感覚を磨くことに
つながる絵本の展示をしたほか、「人権
と手作り絵本」とタイトルを付けた掲示も

行い、「人権の基本は人を思いやる気持
ち」というメッセージを来場者に向けて発
信しました。 
小さい子どもさんが来場されたときは、

日本手作り絵本ネットワーク代表の青木
珠代さんがその場で即興の読み聞かせ
をしたり、児童文学作家の岩崎京子先
生が子ども向けの「魚釣りゲーム」や「鬼
のまと当て」などのコーナーで、子どもた
ちと楽しく遊んだりと、来場者を楽しませ
るしかけが随所に見られました。 
手作り絵本展示会場以外では、三戸

町の小学生が書いた、「思い出の絵本

凧づくりの講師を務めてい
ただいた松山凧の会の皆様
の指導で、すばらしいつがる
凧が完成し、人権標語をつ
けて新春の津軽の空に舞い
上がりました。 

事例の紹介 

手作り絵本 
世界に一冊 

じんけん感覚を磨き 

地域の教育力を高める公民館講座 in三戸 
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カード」の展示や、岩崎京子先生による「人
権感覚を高める絵本の読み聞かせ」と
題した講話、青木珠代さんによる「蛇腹
式手作り絵本講習会」が実施されました。 
３日間の延べ来場者数は、５００人を超え、

来場者の感想には「展示された絵本の
すばらしさに、ただただ感動しました」「作
品を実際に手にして、読んだり遊んだりと、

体感することができたことが一般の展示
会と違ってすばらしかった」「自分の子ど
もの成長の様子を記録した絵本が、ほほ
えましく、私もやってみたいと思います」「布
絵本の意外性、遊び心、こういったもの
が子どもの情操を豊かにしていくと思い
ました」といった感想が寄せられました。 

 

岩崎京子先生の講話 

手づくり絵本講習会 

手づくり絵本展示会　会場風景 会場で読み聞かせをする青木さん 

　　私に、「子どもの頃絵本など読んだ
ことはないが、家の前の川、滝、山の紅葉、
草花、こういった景色が私にとっての絵
本でした」と教えてくれた人がいました。
美しい絵本のような景観が、昔の日本に
はたくさんあったのですね。 

　完成した手作り絵本に、６コマ
のお話を書き込んでいきます。 
　大人達が悪戦苦闘している中で、
小学生はあっという間にお話を２
つ完成させてしまいました。その後、
お話の発表会を行いました。 

事例の紹介 
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５つ目の事例として、青森県人権擁護委員連合会が実施している「人権教室」を
紹介いたします。 

5 学校における「人権教室」について 

青森県人権擁護委員連合会 

　　青森県子どもの人権専門委員長　鈴　木　　弘　 

青森県人権擁護委員連合会では、小
中高生に対する人権啓発活動の一環と
して長年、人権ポスターコンテストを実施し
てきたところですが、いじめ問題が全国の
教育現場でクローズアップされるようにな
ってきたことから、平成１５年から子どもたち
の人権尊重の意識を高めることを目的とし
て、「人権教室」を開催しています。 
「人権教室」を開催するに当たっては、

人権擁護委員のうち、子どもの人権専門
委員が中心となって開催方法などについ
て話し合いました。主たる対象者は、小学３、
４年生とすることや、教育委員会及び学校
によく理解してもらうこと、講師は当分の間

は子どもの人権専門委員が務めることな
ども確認しました。 

授業の具体的な内容については、いじ
め防止（思いやりの心）の観点から編集さ
れたビデオテープを使用して、いじめている
児童、いじめられている児童、周りでこれを
見ている児童の三つの立場からそれぞれ
に考えてみるというものです。 
授業は、委員が一人又は複数で行ったり、

委員と担当教師が合同で行うこともありま
した。 

子どもたちは素直に、また熱心に考えて
自分の感想・意見を発表し、時には、ビデ
オの内容に涙ぐむ子もいました。 

『人権』と手づくり絵本　　　　　　 

　私の手元にある国語辞典によれば『人権』とは、“人
間が生まれながらに持っている自由・平等の権利”とあ
りますが、ふだん『人権』『人権』と声高に叫びながら生

活することはありませんよね。 
　ひとを思いやる気持ちがあれば、自然と生活の中で身に付いてくることだと
思っています。親が我が子に寄せる愛情も、子が親をおもう気持ちも、友情も、
カタチにすることのできない『心』を「手作り絵本」というカタチにすることので
きるものにして手渡す、手渡せる嬉しさ、楽しさ。 
　どの作品も優しい心にあふれています。温かい心にあふれています。『人権』
をおだやかに呑み込んだ作品の数 を々優しく手にとってご覧ください。世界で
たった一つの絵本たちです。 

日本手作り絵本ネットワーク代表　青木　珠代 

事例の紹介 
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ここで、校長や児童から寄せられた一文を紹介します。 

また、「人権教室」の様子を、子どもの
人権専門委員会で発行している壁新聞「手
をつなぐ子どもたち」に数回紹介して、その
成果をさらに広めるように努めました。 
そして、それらをとおして、「人権教室」は

子どもたちの思いやりの心を育てることに
大きな効果があることを確信しました。そし
てそれは次の実践への意欲につながり、
次第に次のような変化が見られました。 
 

１　校長自ら人権教室を行うこともあった。 
２　校長から数年間継続して、人権教室を実施したいという依頼があった。 
３　授業を見た教師から、他の教師にも人権教室をさせたいから教材用のビデオ

テープを貸してほしいという要望があった。 
４　実施学級以外の担任から人権教室の要請があった。 
５　人権擁護委員が行ったのを見て、自分で人権教室をやってみたいという教師も

見られた。 
６　学級通信に「人権教室」の様子を掲載し、保護者に伝えてくれた。 
７　参観日で「人権教室」を実施した。 
８　ある市の人権擁護委員全員が他市町村で行われた人権教室を見学し、その後、

自分たちで実施するようになった。 

１　私は、イジメはぜったいにゆるせないと思いました。先生のお話は、とっても聞
きやすかったです。 
私は、イジメということがとっても良くわかりました。妹は１年生です。妹は、たぶ

ん、イジメということが分からないので、ぜったいにだめだということをおしえてあげ
たいと思います。１時間の授業は短いなあと思いました。こんどもきて、授業をして
ほしいくらいです。これからは、みんなでいじめがない世の中をつくりたいなと思
いました。 
それから、まさおくんがとってもかわいそうでした。ビデオだから泣かなかったけ
れど、げんじつにあったら泣いてしまいそうでした。とてもいい勉強になりました。あ
りがとうございました。（小学３年生） 

２　この前は「いじめ」についていろいろ教えてくれてありがとうございました。 
このごろ、「いじめ」が原因の自殺が増えています。私は「自殺してしまった人
のクラスの人は、見て見ぬふりをしたのか……。私も同じ立場だったら勇気を出し
て助けてあげたいな」と、思いました。いじめについてこんなに深く考えられるよう
になったのは先生のおかげです。本当にありがとうございました。（小学５年生） 

「学校や家庭における変化」 

事例の紹介 
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３　　人権教育授業においては、先生のご指導により、子どもたちは真摯に自分
の心を見つめることができました。これからの生活の中で生きて働くことと思い
ます。機会がございましたら、他の学年でも授業をお願いしたいと存じます。子
どもたちとともに人権擁護教育を学ぶことができましたこと、深く感謝いたし、厚
くお礼申し上げます。今後、先生のご指導を日々の教育活動に生かして参りた
いと存じます。　（小学校長） 

児童への直接の人権啓発はもちろんで
すが、校長や担任教師の深い理解と快い
協力、前向きな姿勢は今後の児童の啓発
に計り知れない影響を与えてくれるものと
の確信を与えてくれました。 
「人権教室」の輪はどんどん広がり、小

学校低学年から高学年、さらには中学生、
あるいは幼児を対象とした「人権教室」ま
で行われるようになりました。絵本の読み
聞かせをベースにしたものもあれば、紙芝
居を使ったものもあります。最近では、年

間約２００クラス実施し、５０００名から６０００
名（平成１７年：１６６クラス　６６０８名、平
成１８年：２００クラス　５０８３名、平成１９年
（１１月現在）：２０６クラス　５９５９名）の児童・
生徒を対象に直接的な啓発活動をしてお
り、全国的に見ても屈指の実施回数とな
りました。 

児童、生徒の成長過程で人権尊重の
意識を高めるために、「人権教室」は最も
効果的な取組と考えております。 

今別人権教室 五所川原人権教室 

事例の紹介 



じんけんトピックス 
　青森県人権教育・学習推進協議会の４年間の取

り組みの根底には、「人権とは特別なものではなく、

より自分らしく生きるための生き方そのもので、

日常生活の中で、ごくあたりまえに、自分の言葉で

語られるべきもの」ということを、たくさんの人に

気づいて欲しい、という願いがありました。 

　このガイドブックの最後では、人権について、よ

り興味や関心を持ってもらうために、最近の動き

から「じんけんトピックス」と銘打って、いくつか

の話題提供を試みてみました。 



じんけんトピックス 

　プレゼンテーションとは「提案」という意
味でよく使われています。 
　テレビで、アメリカにおける大統領選挙
時の候補者の演説を見たとき、それぞれの
候補者が、あらゆるプレゼンテーションスキ
ルを駆使して、聴衆に訴えかけていること
がよくわかります。 
　アメリカでは歴史的に、プレゼンテーショ
ンの能力に長けている、ということが社会
的成功の重要な条件とされており、大学の
講義でもディベートやプレゼンテーションが
取り入れられています。 
　近年、我が国でもプレゼンテーションに
関する能力が注目を集めるようになってき
ています。効果的なプレゼンテーションには、
聞き手の意識に浸透し、やがて行動の変
容へとつなげていく力があります。 
　このようなことから、企業等でも社員の
意識啓発の手法として重視するようになっ

てきていますし、もちろん行政施策の浸透
という意味からも、行政職員によって効果
的なプレゼンテーションが行われれば、より
よい地域づくりへ向けた住民の行動変容
への発展も期待できます。　 
　さて、ちまたにはプレゼンテーションに関
するたくさんのノウハウ本が氾濫しています。
それを手にとって読めば、非言語の部分で
のプレゼンテーションスキル（例えば、表情、
目線、体の向き、服装、声の大きさ、声の速
さ、抑揚、など、これらは“デリバリースキル”
と呼ばれています）や、話す内容に関する
プレゼンテーションスキル（例えば、話の論
理的な展開、センテンスの長さ、接続詞、
引用方法、山場の盛り上げ方、など、これら
は“シナリオスキル”と呼ばれています。）
などは、練習次第で比較的容易に身に付
いていくものと考えられます。 
 

　では、デリバリースキルとシナリオスキル
を磨けば、誰でも人を動かすプレゼンテーシ
ョンができるのでしょうか。 
　論理は明快、弁舌はさわやかで巧み、フ
ァッションセンスもよい、こんなプレゼンター
であっても、心に響かないプレゼンテーショ
ンを聴いたことはありませんか？そうです。プ
レゼンテーションはスキルだけではないので
す。プレゼンターの持つ想い、意識、日常
の身の処し方、雰囲気、そういった、その人
の発する全人的な存在感が聴衆に与える
部分が大きいのです。この部分は「プレゼ

ンス」と呼ばれ、プレゼンテーションの大事
な要素となっています。このプレゼンスは、
スキルのように一朝一夕で身に付くもので
はありません。わかりやすくいえば「プレゼ
ンス」とはその人の持つ人生観そのものな
のです。ここにおいて、そもそもプレゼンテ
ーションとは一体何かという本質を考えて
みると、単なる知識や情報の「伝達」では
ない、ということです。プレゼンテーションは、
プレゼンターが信じる「価値」を聴衆に示
すことによって、内発的な動機づけを生み、
プレゼンターが期待する行動を取るように
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プレゼンテーションスキル 

プレゼンテーションの本質 

1 人権感覚あふれるプレゼンテーション 



なることを目的として行われるものです。つ
まり、聴衆を「説得」するのではなく「納得」
させるために行うものです。 
　プレゼンテーションの本質とは、聴衆に
新たな気づきを促し、そのことが自分自身
にとって意味や価値のあるもの、という「新
たな価値を創造」させていくことにあると
言えます。そういった意味で、プレゼンター

と聴衆は「１対多」という関係ではあっても、
「対人コミュニケーション」の場であるの
です。聴衆が１００人いれば「１対１」の関
係が１００通りあるということです。そして、
コミュニケーションである以上、プレゼンテ
ーションの場は、話を承るだけの場ではなく、
参加体験型学習の場であるとも言えます。 
  

  さて、先ほどの「プレゼンス」ですが、プレ
ゼンテーションがコミュニケーションである
以上、当然その人の人権に関する感覚や
意識が反映されてきます。聴衆の心に届き、
新たな価値を創造させるほどのプレゼンテ
ーションを行うためには、人権に関する知
識や理解とともに、健全な人権感覚が重
要になってきます。小手先のスキルばかり
磨いても、プレゼンターの人間性は正直に

反映されてしまうのです。「人権」は理屈で
相手を説得できるようなものではありません
ので、日頃から人権感覚を磨き、「プレゼンス」
を高める心がけが必要となってきます。「デ
リバリースキル」「シナリオスキル」「プレゼ
ンス」が一体になってこそ、聴衆の心を打ち、
行動へと駆り立てるプレゼンテーションが
できると考えられます。 

じんけんトピックス 
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人権感覚とプレゼンテーション 

人権感覚あふれるプレゼンテーションの概念図 

プレゼンス 
プレゼンターの 
全人的なありよう 

人 権 感 覚 

デリバリースキル 
非言語コミュニ 
ケーション 

シナリオスキル 
プレゼン内容の 

論理性 
参考： 
平成２０年１月１０日（木）～１１日（金）
青森県自治研修所の「コミュニケーシ
ョンを応用したプレゼンテーション研修」
講師の青森公立大学准教授　山本
志都先生の講義資料を基に作成 

表情、身振り、声の大き
さ、抑揚、視線など 

プレゼンの展開、センテ
ンスの長さ、引用など 

　小手先のスキルだけで
はなく、プレゼンターの人
権感覚を含めた全人的な
存在感が、要求される。 
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　ここでは、「人権」を違った視点で考えて
みましょう。 
　そもそも人権は、「自分は何のために生
きるのか」という本質的な問題と密接に関
わっていると考えられます。「権利」「義務」
「個の尊厳」「他者の尊重」「幸福」とい
った概念は、一人一人が持つ人生への向
き合い方と大きく関わっています。しかし、
人権教育・学習のテキストを見ても、この
点に言及しているものは少ないのです。 
　「人間の権利」について論じていながら、
肝心の「人間とは何か」という根本的な問
題について何も触れていないことが、人権
教育・人権学習を日常から遠ざけている一
つの要因ではないでしょうか。 
　これから人権教育・人権学習の場を設
けるとしたら、この本質的な問題をテーマと
して取り上げてみるのも面白いかもしれま
せん。人権を考える上で、根幹となる「人間」
に対する哲学が確立されていなければ、上
滑りの学習会となってしまうのではないでし
ょうか。「生きる目的とは何か」といったテー
マであれば、老若男女を問わず様々な意見

が飛び出し、面白い学習会となる気がします。 
　１９世紀後半のドイツの哲学者フリードリ
ヒ・ニーチェは「世界に真実などはない、あ
るのはそれぞれの解釈だけ」と言っています。
ワークショップの中で、「生きることの意味」
について、それぞれの解釈を出し合い、「な
ぜそう考えるのか」を探っていくのです。お
互いが、なぜそのことを正しいと思うのかを
探っていくと、理性的な考えに裏付けされ
た「存在の本質」に行き着きます。このこ
とをニーチェは「力への意志」と呼んでいま
すが現代的な表現では自己実現の力と呼
んだりもします。自分自身の心の奥底にあ
る「力への意志」をしっかりと認識し、自分
は何をしたいのかを素直に表現できる人は、
どんな混迷の時代であっても、自分自身の
置かれた状況を受け入れ、前向きに生きて
いくことができます。人権の学習会というと、
ともすれば人権課題を探し出すことばかり
に目がいきがちですが、「人間の存在の本質」
を探ろうとする人権の学習こそが、大人の
教養学習としてふさわしいのではないかと
考えられます。 

3 女性向け講座の新しい波 
サポート・グループとは 

　大阪府立女性総合センター（通称：ドー
ンセンター）は、あらゆる分野に男女がとも
に参加・参画し、いきいきと生活できる社
会を実現するために、女性の社会的自立、
交流、文化表現を支えている施設です。 
　ここでは、人権学習に活用できる大変
興味深い講座を実施しています。その名も

ずばり「サポート・グループへのおさそい」と
いう講座です。サポート・グループとは、子
育てや夫婦の悩み、人間関係にまつわる
悩み、男性中心の職場で働くことでの悩み
など、テーマはいろいろですが、似たような
悩みや問題を抱えながら生活している女
性が集まって、話し合いをとおしてお互い

2 人権教育・学習は大人の教養学習 
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の成長を支え合います。他のメンバーの体
験を共有しながら自分の状況を整理し、自
信を取り戻し、そして、最終的に問題解決

の能力を身につけていくためのグループ活
動に取り組みます。 

　このサポート・グループでは、ＣＲ
（Conciousness  Raising）という技法が
使われます。ＣＲとは「意識覚醒」と訳され
ており、１９８０年代に日本に紹介されていま
す。ここで行われる集団カウンセリングは、「自
分を知る」ことをグループ員の支えによって
実現しようとするものです。 
　ドーンセンターでは、毎年「サポート・グル
ープへのおさそい」講座のテーマを決めて
受講生を募集します。例えば、平成１９年
度の講座では、「団塊夫婦のターニング・

ポイントについて話しましょう！」という表題
が掲げられ、「仕事を理由に家のことは妻
に任せきりだった夫。話し合いたくてもいい
かげんにしか聞いてくれず、まるで家政婦
扱い。“世話をしてもらって当然”と未だ
信じて疑わない夫と向き合う自信がない」
といった刺激的なテーマが書かれています。 
　このテーマを自分の問題として感じる女
性で、原則全日程に参加できる方であれば
申し込むことができます。途中参加は認め
られません。 

ＣＲという技法 

ＣＲの進め方 

　ＣＲを進めるためには、 

Ⅰ　安心・安全な場の確保と時間帯の設定が必要です 
　　参加者によっては、深刻なＤＶの被害を受けているようなケースも予想されます。参
加者が安心・安全に話し合いに参加できる場の確保が必要になります。場合によっ
ては、参加決定者のみに会場を知らせるということも考えられます。 

Ⅱ　ＣＲの目的を参加者とファシリテーターで共有します 
　（１）感情を言葉で表現できるようになること。 
　（２）自分を客観的に見ることができるようになること。 
　（３）私だけではなく、仲間がいるということを実感し、相互に支え合う意識を作り上げ

ること。 

Ⅲ　ＣＲの４段階 
　（１）テーマに即した自分史を語る。 
　（２）一人の体験をグループ員で共有化する。 
　（３）何が問題であるのか、問題点を明確にする。 
　（４）問題点を課題ごとに、整理分類してみる。 
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大阪府立女性総合センター 
　〒540-0008　大阪市中央区大手前1-3-49 
　TEL　06-6910-8500 
http://www.dawncenter.or.jp/top/index.jsp[2008.2.18]

① 支配したり、されたりすること 
② 優位に立とうとすること 
③ 周りと比べること 
④ 批判をすること 
⑤ 教えること 
⑥ 攻撃すること 

やってはいけないこと 

　こういった手順を頭に入れた上で、サポ
ート・グループのＣＲは進められます。だいた
い１回のＣＲは２時間で実施されており、２カ
月にわたって１０回程度開かれます。 
　ここでは、ファシリテーターの働きかけ方

が重要です。やはり、しっかりとした
ファシリテーター講座を受講したフ
ァシリテーターが、進行することが
望ましいと言えます。 
　ドーンセンターで実施されている
「女性のためのＣＲ・サポートグル
ープ ファシリテータースキル育成
講座」は、グループでの対人援助
スキルや自己覚醒と自己表現など
を体験的に学ぶ講座で、女性向け

講座の新しい波として全国へと普及してい
くことが予想されます。 
 

4 人権感覚と職業観 
　一般的に社会教育では、高校生や大学
生などの青年層を対象とした事業が少な
いとされています。青森県人権教育・学習
推進協議会では青年層の人権感覚を磨き、
将来について考えるヒントが得られるような
事業ができないかと考えています。具体的
には、社会人の基礎力とされている、コミュ
ニケーションスキルやプレゼンテーションス
キルを磨きながら職業観を構築し、将来へ
の展望が持てるような目標を設定する講
座を想定しています。 
　第１章で紹介した「わたしづくり」（ｐ１参照）
につながるような講座ですが、対象を青年
層とした場合、興味や関心を惹きつけるよ
うな仕掛け方が重要になります。単なる職
種のガイダンスや、職業体験、進路指導的
な講座であれば、学校教育の中で行われ
ている活動と重なってしまい、また、人権色

を強く打ち出すと、敬遠されてしまうことも
考えられます。 
　特定非営利活動法人北摂こども文化
協会では、「中高生・青年のためのハロー
ワーク事業」という取り組みを実施していま
す。この事業は、「ハッピー10・10」と「ライ
フデザイン～創ってみよう、自分の未来！～」
という２本の柱で構成されています。 
　「ハッピー10・10」は、人生の先輩によ
る自分探しの体験談を聞くコーナーと、もっ
と話を聞いてみたい発表者と同じグループ
に入り、自由にディスカッションしながら、自
分自身の職業観を少しずつ固めていくコー
ナーで構成されます。一般的にこのような
取り組みは、社会的な成功を手に入れた
人が講師として呼ばれ、成功に至るまでの
苦心談などが語られるケースが多いのです
が「ハッピー10・10」では、講師は身近な
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人生の先輩によるトークの例 

出典： 
特定非営利活動法人　北摂こども文化協会発行の月刊誌「ハックルベリー」２４号 
　　〒５６３－００２１　大阪府池田市畑１－２－１６　TEL　072-761-9238 
　　http://www.wombat.zaq.ne.jp/auajw204/hcca/index.htm[2008.2.18]

人たちで、就業するまでの挫折や失敗事例、
現在も抱えている悩みや、悩みをとおして
感じたこと、働くことをとおして気づかされた
ことなど、多様な職業経験、職業観が語ら
れています。 
　始めは「興味ない」「学校でもやっている」
と感じていた高校生・大学生たちが、人生
の先輩による様々な職業体験を聞くことに
より、働くことの意味や意義についての見
方が広がったとアンケートに回答しています。 
　また、「ライフデザイン～創ってみよう、自
分の未来！～」では、未来の展望について
参加者一人一人にプレゼンテーションして
もらい、その後、ライフデザインメンター（ラ

イフデザインに関するよき助言者）が、社
会人としての基礎的なスキルを磨くトレー
ニングや、未来の夢に向かっての行動計
画の立て方などについて、ワークショップを
通じて作り上げていきます。 
　若者たちが、将来を見据え、今何をなす
べきかを考えることはとても重要なことです。
職業観や勤労観を形成する機会は、人権
感覚を高めていく絶好の機会でもあります。
小学校・中学校・高校・大学など人生の節々
で、働くことの意義を考える機会が提供され、
人権感覚に支えられた職業観が再構築さ
れていく、このような環境づくりが求められ
ています。 

就職難のため東北から東京に上京。
求人のあふれる東京では、自分が
輝ける職場がどこかに用意されて
いると勘違いし、求職放浪者となっ
ている若者が多いと感じた。 

小さな達成感の積み重
ねが、仕事に対する満
足感となり、やがて自分
が輝ける職場となる。 

Aさん 

名前 性別 職業 体験談 メッセージ 

女 会社員 

アルバイト先の閉店にともない職
を失う。就職活動をするが、職歴の
ない人材は必要ないと不採用が
続く。 

社会人として評価されな
いフリーター経験から、
働くことの意味を問い直
す。 

Bさん 男 ＮＰＯ 
研修生 

経済的に不安定な職業のため、会
社員の父と対立。自立とは一人で
全部こなすことではなく、自分でで
きないことを助けてくれる人との関
係づくりができることだと思う。 

生きた証を残す生き方を
追求したい。 

Cさん 女 詩人 
フリーター 
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　回　 
第１回 
 
 
 
 
 
 
 

第２回 
 
 
 
 

第３回 

出席数 
12名 
 
 
 
 
 
 
 

11名 
 
 
 
 

10名 
 

日時及び会場 
平成19年7月2日（月） 
13：00～15：00 
県警本部6階 
教育庁会議室 
 
 
 
 
平成19年12月13日（木） 
13：00～15：00 
県警本部6階 
教育庁会議室 
 
平成20年3月11日（火） 
13：00～15：00 
県庁西棟7階A会議室 

案　件　等 
（1）青森県人権教育・学習推進事業について 
（2）調査研究委員会の役割及び進め方について 
（3）「じんけん学習会実践者養成講座」のプログ
ラム企画及び運営について 

（4）モデル講座の評価について 
（5）参加体験型学習プログラム、アクティビティの普

及・啓発について 
（6）『人権ガイドブック』について 
（1）調査研究モデル事業の実施経過について 
（2）「じんけん学習会実践者養成講座」の実施概

要について 
（3）『人権学習の輪を広げるためのガイドブック－

わたしからみんなへ－』について 
（1）調査研究モデル事業のプログラム評価について 
（2）『人権学習の輪を広げるためのガイドブック－

わたしからみんなへ－』について 
（3）20年度事業計画について 

1　平成19年度青森県人権教育・学習推進事業の実施概要 

  氏　　名                                職　　名 
 1 宮x　秀一 弘前大学教育学部教授 
 2 平間　恵美 はちのへ子ども劇場運営委員長、青森県社会教育委員、八戸市社会教育委員 
 3 野呂美奈子 特定非営利活動法人子どもネットワーク・すてっぷ事務局長 
 4 小笠原秀樹 特定非営利活動法人NPO推進青森会議理事・事務局長 
 5 工藤恵美子 はちのへウィメンズアクション代表 
 6 小川　千恵 特定非営利活動法人むつ下北子育て支援ネットワーク「ひろば」代表理事 
 7 清野眞由美 特定非営利活動法人弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる事務局長 
 8 佐々木　禎 八戸市教育委員会社会教育課主査兼社会教育主事 
 9 佐藤　文孝 五所川原市教育委員会生涯学習課課長補佐 
 10 棟方　清隆 青森市教育委員会社会教育課長 
 11 小鳥　孝之 むつ市教育委員会生涯学習課総括主幹 
 12 高森　紀之 弘前市教育委員会生涯学習課主査 

１　青森県人権教育・学習推進調査研究委員会の設置 
（1）委員（12名） 

（2）会議の概要 
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（3）調査研究内容 

① じんけん学習会実践者養成講座のプログラム企画及び運営 
② 県内6団体におけるモデル講座（再委託による実施）の評価のとりまとめ 
③ 参加体験型プログラム、アクティビティの普及・啓発 
④ 「みんなをしあわせにするシンポジウム」の企画運営 
⑤ 「人権感覚を磨き地域の教育力を高める公民館講座」の企画運営 
⑥ 『人権学習の輪を広げるためのガイドブック－わたしからみんなへ－』の執筆・作成 

 
2　調査研究モデル事業の実施（市町村を中心とする協議会への再委託による実施） 
〈委託先〉 
・弘前市人権教育・学習推進協議会 
（弘前市教育委員会及び特定非営利活動法人弘前こどもコミュニティ・ぴーぷるにより組織） 
・五所川原市人権教育・学習推進協議会 
（五所川原市教育委員会及び特定非営利活動法人子どもネットワーク・すてっぷにより組織） 

・むつ市人権教育・学習推進協議会 
（むつ市教育委員会及び特定非営利活動法人むつ下北子育て支援ネットワークひろばにより組織） 

・八戸市子ども人権教育・学習推進協議会 
（八戸市教育委員会及びはちのへ子ども劇場により組織） 

・八戸市人権教育・学習推進協議会 
（八戸市教育委員会及びはちのへウィメンズアクションにより組織） 

・青森市人権教育・学習推進協議会 
（青森市教育委員会及び特定非営利活動法人NPO推進青森会議により組織） 
 

〈事業内容〉 
① モデル講座の実施 
② モデル講座の評価 
③ 「人権学習の輪を広げるためのガイドブック－わたしからみんなへ－」の作成 

 

3　「じんけん学習会実践者養成講座」の開催 
◆ねらい：じんけん学習会開催のノウハウや心構えについて学び、人権意識を高め

るための学習会の実践者の養成を図る。 
◆対　象：一般県民 
◆日程及びプログラム　Y第2部事例の紹介に掲載 
◆講座内容及び成果　　Y本文中に適宜掲載 
 

4　「人権学習の輪を広げるためのガイドブック－わたしからみんなへ－」の作成 
　タイトル『人権学習の輪を広げるためのガイドブック－わたしからみんなへ－』（本書） 
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気づく  第１章 人権と私たちの生活 
1 「人権」─とても身近なものです。 
(1)「人権問題」だけでない人権 

アクティビティ1　宇宙人との交信 
(2)日本国憲法に見る「基本的人権」 
(3)「世界人権宣言」と国際人権条約 
コラム　「人権感覚と人権学習」 

 
2 自分の権利が大事。他人の権利も大事。 
(1)自分の権利と他人の権利 
(2)「権利」の範囲 

アクティビティ2　欲しいもの・必要なもの・権利 
(3)権利と責任 

アクティビティ3　権利と責任 
 
3 “他人の靴をはいて”(In other people's shoes) 
(1) 偏見と差別 

アクティビティ4　非暴力の事例を集めよう 
(2) 他人の身になってみること 

アクティビティ5　ちがいのちがい 
 
4 具体的に人権をめぐる課題を見てみましょう。 
(1)女性の人権 
コラム　「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）と女性の人権」 

(2)子どもの人権 
コラム　「地域の子どもたちとのふれあいを通して」 

(3)障害者の人権 
コラム　「障害者の人権」 

(4)高齢者の人権 
コラム　「誰かの役に立ち、自分の存在価値を感じることが

できる存在」 
(5)感染症・難病患者等の人権 
コラム　「ハンセン病と人権」 

(6)その他 
アクティビティ6　新聞記事で探す人権 

 
学  ぶ  第２章 人権学習のススメ 
1 人権学習で何がどう変わるの？ 
(1)人権学習の目的は「人権感覚・人権意識」を高める
こと 

(2)人権感覚を高める／育成するための学習 
 
2 どんなふうに進めたらいいの？ 
(1)参加体験型学習って？ 
(2)参加体験型学習プログラムの企画と運営 

(3)参加体験型学習に「慣れていく」 
(4)“苦楽しい”ワークショップ 
(5)参加体験型学習の場そのものが人権学習の場 
　※アイスブレーキングの例 
 
3 「人権」という言葉を使わない人権学習 
コラム　「人権啓発と人権教育」 
コラム　「学校における人権教育～一人一人を大切に～」 

 
4 こんな学びはいかが？ 
(1)人権学習プログラムの例 

参加型学習手法いろいろ／モデルプログラムの詳細 
(2)他県ではすでにこんな取組が… 
（高知県、和歌山県、栃木県） 

(3)青森県でもこんな取組をしました。 
コラム　「モデル講座を実施して」 

(4)モデル講座のプログラム評価から見えてきた課題 
 
広げる  第３章 コミュニケーションと人権 
1 心をつなぐコミュニケーション 
(1)人権感覚でつなぐコミュニケーション 

アクティビティ7　じゃがいも君とお友だち 
アクティビティ8　ブラインド・トーク 
コラム　「コミュニケーションと人権」 

(2)“わたしメッセージ”とは？ 
アクティビティ9　わたしメッセージで伝えよう 
アクティビティ10　10人の親しい人  々

 
2 人権感覚・人権意識を育てることは地域を豊かにする 
(1) 人権感覚・人権意識と社会参加活動 
コラム　「地域社会における人権」 

(2) 再び“他人の靴をはいて” 
アクティビティ11　思いやりのある社会、ない社会 

 
 
 
 
 
資　料 
１人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 
２参考文献一覧 
３平成１６年度青森県人権教育・学習推進事業の実施
　概要 

２　『気づきから学びへ─人権学習ハンドブック基礎編─』目次 

くるたの 

ひと 



資　料 

97

3　『学びから行動へ─人権学習ハンドブック実践編─』目次 

使える 
アクティビティ、 
ここにあります。 

 
第１章　人権教育･学習とワークショップ 

  
■ 「プログラム」から「ファシリテーター」へ 
 

■ 「人権」と「人権学習」 
  

■ 人権教育・学習のむずかしさと必要性  
 

■ 「ふりかえり」の大切さ  
 
 
第２章   ｢じ･ん･け･んワークショップ｣を作ろう！ 

  
■ 参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例  

�（１）モデル講座のプログラム 
◆五所川原市人権学習モデル講座  
◆八戸市人権学習モデル講座  
◆むつ市人権学習モデル講座  

�（２）モデル講座のプログラム評価の結果から  
�（３）「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座｣で体験したアクティビティ  
� こんなアクティビティを作ってみました。  

�  

■  ｢ワークショップ｣の作り方 
�（１）もういちど確認....「ワークショップ」って？  
�（２）「じ･ん･け･んワークショップ」企画の基本的な手順  
�（3）効果的な広報の工夫  

■プログラムシート【様式】  
■アクティビティシート【様式】  

座談会　　じ・ん・け・んワークショップ企画のコツって何だろう？  
�  

 
第３章　あなたもファシリテーターになれる 
 

■ ファシリテーターの意味と役割  
�（１）ファシリテーターの「らしさ」  

�（２）ファシリテーターの持つ「危険性」  
　（３）じ･ん･け･んファシリテーターとは?  

   

■ ファシリテーターの「技」と「心」  
　（１）ファシリテーターの「技」  

◆ワークショップを楽しくするための小道具いろいろ  
　（２）ファシリテーターの「心」  

■ポジションパワーとパーソナルパワー 
■「大人の学習者」を知る 

�  

■ こんなファシリテーターになりたい 
�（１）“ファシリテーター短冊”  

─じ･ん･け･んファシリテーター養成講座 
 参加者が考えた「ファシリテーターの条件」　　 
インタビュー　こんな活動ができました！ 

�（２）ファシリテーターとして活動できる場  
�（３）「活動する」ファシリテーターに…  
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１　参加体験型アクティビティ一覧  
２　人権教育・学習及び参加体験型学習に関する用語ガイド  
３　平成１７年度青森県人権教育・学習推進事業の実施概要  
４　『気づきから学びへ─人権学習ハンドブック基礎編─』目次  

参加体験型の 
人権学習では 
「ふりかえり」 

が大切。 

ワークショップの 
プログラム 
いっぱい。 

「自分らしい」 
ファシリテーター 

になる。 

「活動する」 
ファシリテーター 

こそ…。 

「技」も、 
「心」も。 

ワークショップ 
企画のコツは…。 

1

2

3

1

2

1

2

3

4
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記 あとが 

　青森県人権教育・学習推進協議会では、平成16年度より4 ヶ年にわ
たり、社会教育における人権教育・学習の推進をめざして、種々の取組
を進めてきました。 
　平成16年度には「人権学習ハンドブック－基礎編－気づきから学び
へ」が、平成17年度には「人権学習ハンドブック－実践編－学びから行
動へ」がそれぞれ発行されました。 
　この2冊のハンドブックは、県内各市町村教育委員会をはじめ都道府
県教育委員会や社会教育研究機関等に配布され、「使いやすいハンド
ブック」として、高い評価を得ています。 
　本ガイドブックは、この2冊の後を受けて、平成18～19年度の取り組
みの成果をまとめたものです。 
　第1部においては、これまでの調査研究で開発してきた様々なアクテ
ィビティを紹介しています。第2部においては、具体的な講座・教室の事
例を紹介、さらに人権教育・学習により興味を深めていただくための「じ
んけんトピックス」を掲載いたしました。全国的に見ても例のない体裁の
ガイドブックとなりました。 
　完成までいろいろと御教示いただいた推進協議会委員の皆様や、モ
デル講座を担当してくださった調査研究委員の皆様には心より感謝申
し上げます。 
　県内各地で本書を活用した、じんけんワークショップが開催され、県民
の皆さんの人権感覚・人権意識がさらに磨かれていくことを心から願っ
ています。 
 
　本書についてのご意見、ご感想をお寄せ
いただければ、大変うれしく思います。 
 
 

青森県人権教育･学習推進協議会事務局 

『基礎編』『実践編』も 
ヨロシクね！ 
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弘前大学教育学部教授 

特定非営利活動法人あおもり男女共同参画をすすめる会副理事長 

特定非営利活動法人ＮＰＯ推進青森会議常務理事  

青森地方法務局人権擁護課長 

八戸市教育委員会社会教育課主査兼社会教育主事 

青森県人権教育・学習推進協議会　委員名簿 

  氏　　名                            職　　名 

生涯学習課長 

生涯学習課企画グループ主任指導主事 

生涯学習課指導グループ指導主事 

生涯学習課企画グループ指導主事 

生涯学習課企画グループ指導主事 

生涯学習課企画グループ社会教育主事 

生涯学習課企画グループ主査 

長 尾 正 大 

坂 本    徹 

秋 田 敏 博 

大 瀬 雅 生 

森 田 勝 博 

佐 藤 元 伸 
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事務局次長 

事 務 局 員  

事 務 局 員  
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青森県人権教育・学習推進協議会　事務局 
設置場所：青森県教育庁生涯学習課 

本冊子は、『基礎編』『実践編』と併せて、下記
のホームページで閲覧及びダウンロードすること
ができます。 

 
あおもりの生涯学習─楽しむ 高める 生かす─ 

http://www.pref.aomori.lg.jp/manabi/



わ た し か ら み ん な へ  
─人権学習の輪を広げるためのガイドブック─ 

平成20年3月　印刷・発行 
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