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はじめに

こ の 本 に よ く 出 て く る 言 葉

学習プログラム

依然として、
「人権教育」や「人権学習」のイメージは、
堅苦しい、
むずかしい、
飽きるとい

ある一定のねらいのもとに、学習活動を順序よく、流れや
つながりをもって並べた計画表のことです。人々が学習を
進める上でのよりどころとなるものであり、一人一人の学
習を導く
「道標」とも言えます。
学習活動が、
いつ、
どこで、
どんな材料を使って、
どのくら
いの時間をかけて行われるのかといったことを具体的に示
したものです。

地

図

った否定的な側面ばかりが先行しているようです。
講座名に「人権」
という言葉がつくだけで人が集まらない、
という嘆きもよく耳にします。
このような中、青森県においては、昨年度（平成16年度）
より、青森県人権教育･学習推
進協議会が中心となって、
特に社会教育における人権教育の推進を目指す「青森県人権
教育･学習推進事業」を展開していますが、様々な取組を通して、
「人権感覚･人権意識

アクティビティ

を高める」、
「参加体験型学習に慣れる」、
「人権学習でつなぐコミュニケーション」
といった

「学習プログラムを構成するひとまとまりの学習単位」
を指します。
この本では、
これを「学習ユニット」という言葉に置き
換えて表現することもあります。
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。

いくつかのキーワードが浮かび上がってきております。
本協議会では、
これらのキーワードを手がかりにしながら、県民の皆さんに、
より積極的
に人権学習に取り組んでいただくことをめざしております。
昨年度は、
人権学習にまず興味を持っていただけるようにとの願いを込めて、
『 気づきか

参加体験型学習
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通して、
気づきや発見が促される場です。

ら学びへ─人権学習ハンドブック基礎編─』
を作成しました。県内各市町村教育委員会、
学校、
関係団体をはじめ、
県民の皆さんに広く配布し活用いただいているところですが、
今
回さらに、
人権学習に関する実践的なノウハウを盛り込んだ「実践編」を作成いたしました。
「基礎編」
と合わせ、
多くの県民の皆さんに手にとっていただければ幸いです。
お互いの人権が尊重される住みよい地域社会づくりに向け、本書が大いに活用される

ファシリテーター
もともとは、
「ファシリテート」
（＝容易にする、促す）する
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。

ことを強く願っております。

2006（平成18）年3月
青森県人権教育・学習推進協議会
会 長 宮 S 秀 一
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人権教育・学習とワークショップ

成講座」です。
全４回の講座のうち、前半では全国的に活躍されている「ファシリテーターのプロ」の方をお招き
し、様々なアクティビティの体験を通して、
ファシリテーターとしての心構えやノウハウについて学びま
した。また、後半では、
オリジナルのアクティビティを作る、
ファシリテーターとして活動できる具体的な

１「プログラム」から「ファシリテーター」へ
平成１６年度に実施した青森県人権教育・学習推進事
業では、人権感覚・人権意識を高めるためには、
「参加体
験型学習」が有効であると提案しました。そして、参加体験
型の学習プログラムやアクティビティ
（学習ユニット）
をモデ
ル的に提示しました（→『基礎編』p.41〜）。

２「人権」と「人権学習」

ただ、
いくら優れたプログラムでも、
それを「動かす」人が
いなければ絵に描いた餅です。
そこで平成１７年度の事業は、参加体験型の人権学習
プログラムを「動かす」人、
すなわちファシリテーターの養成
を主眼とした取組を行ってきました。いわば、
プログラムとい
う「コト」から、
ファシリテーターという「ヒト」へとシフトさせた
わけです。
その具体的な取組が、青森市及び八戸市の２ヶ所で開催した「じ･ん･け･んファシリテーター養

じ･ん･け･んファシリテーター養成講座 プログラム
ねらい ファシリテート（参加体験型学習において学習者を主体とする学びを促進すること）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の場におけるファシリテーターの養成を図る。

テーマ
1 ファシリテーターって何？？
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人権感覚・人権意識を高め
るワークショップとは？

日 時

講師・ファシリテーター

《青森会場》

生涯学習研究所SOUP代表

10月18日(火) 13:00〜16:00

山本 克彦

《八戸会場》

宇都宮大学教授

10月21日(金) 13:00〜16:00

廣瀬 隆人

《青森会場》

生涯学習らぼR.E.Learning代表

10月28日(金) 10:00〜16:00

秦野 玲子

《八戸会場》

桜井・法貴グローバル教育研究所代表

10月25日(火) 10:00〜16:00
3 「私たちのアクティビティ」 《青森会場》
11月2日(水) 10:00〜16:00
づくり

桜井 高志
(事務局)

《八戸会場》

11月10日(木) 10:00〜16:00
4 じ･ん･け･んファシリテーター
の条件とは

特定非営利活動法人活き粋あさむし事務局長

《青森会場》

11月8日(火)

13:00〜16:00

三上 公子

《八戸会場》

八戸こども劇場運営委員

1１月１６日(水) 13:00〜16:00

平間 恵美

※各回の実施概要については、
「ファシリ新聞」
という形でまとめています。
ＨＰ
「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/ でご覧いただけます。
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場を挙げてみるといった、
より実践的な学びを通して、
ファシリテーターに必要な「心」と「技」につい
てじっくり考えてみました。

『人権学習ハンドブック─基礎編─』のタイトル「気づきから学
びへ」は、人権感覚・人権意識の大切さに「気づき」、
それを高め
るための「学び」の在り方を考えようという意味を込めたものでした。
『基礎編』では、
「人権」が決して「遠いところ」に存在するも
のではなく、
とても身近なものだと述べています。
また、人権を「人権問題」、つまり「あってはならない問題」とし
て否定的にとらえるだけではなく、個々の人権問題を解決しつつも、
そもそも「人権問題が起こらないような社会」をみんなで作り出し
ていくことが必要ではないかと述べました。
「人権教育」や「人権学習」は、
そのような目的のもとに行われるものであり、
『基礎編』では、人
権教育・学習を「人権感覚・人権意識」を高めるための教育・学習と位置づけています。
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」では、講師の桜井高志さんから下図のような３つの人
権教育・学習の考え方を紹介していただきました。人権教育・学習は、人権や人権課題についての
知識を得る
（「人権についての教育・学習」）
だけではなく、
「人権のための教育・学習」や「人権を
通しての教育・学習」なども大事であり、特に後者の二つが人権感覚・人権意識を高めるための学
習に、
より効果的であると考えられます。
さらに桜井さんは、
「人権と
■３つの人権教育
しての（＝as）教育・学習」の
on/about
必要性についても話されまし
〜についての
た。人権教育・学習の場合、
Human Rights
Education
for
（人権）
（教育）
すべての人（子ども、女性、高
〜のための
齢者、外国人、障害者、途上
in/through
〜を通しての
国の人々…）の「学ぶ権利」
が保障されないといけません。
このような人権感覚・人権意識を高めるための学習では、学習者が自ら主体的に参加し体験し
ながら自身の気づきや学びを促すような「参加体験型学習」が有効だと言えます。
『基礎編』では、
そうした考えに立って、参加体験型学習のモデルプログラムと、
プログラムを構
成する学習活動の単位であるアクティビティの具体例を紹介しています。
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３ 人権教育・学習のむずかしさと必要性

一方、青森会場、秦野さんのアクティビティでは、人権を守るために、
「社会が」とか「周りが」では
なく、
「自分が」何ができるかを考えていきました。

「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」
（第２回）
では、
『人権感覚・人権意識を高めるワークショ
ップとは？』というテーマで、青森会場に秦野玲子さん、八戸会場に桜井高志さんをそれぞれ講師と
してお迎えし、様々なアクティビティの体験を通して人権学習ワークショップについて考えていきまし
た。
八戸会場の桜井さんによる「人権教育のむずかしさと必要性を考える」というアクティビティでは、
なぜ人権教育が必要なのか、
「一般的な理由」と「自分にとっての理由」の両方を考えてみました。
アクティビティ

なぜ、自分にとって人権教育が必要なのか？

【進め方】
１ 隣の人と相談しながら、人権教育・学習を行う「一般的な理由」を出し合う。
２ 同様にして、
「自分にとっての理由」を出し合う。
３ 全体で分かち合う
（ファシリテーターがホワイトボードに書き出す）。
「一般的な理由」として
挙げられたもの

「自分にとっての理由」として
挙げられたもの

・平等に生きる権利を保障するため
・差別や偏見を生まないため
・互いの命を大切にするため
・円滑なコミュニケーションのため
・すべての人の幸せを守るため
・個人を尊重するため
etc.

・社会の中の自分を確認するため
・相手も自分も気持ちよく生きるため
・自分の思い込みをなくするため
・人とうまくつきあっていくため
・いつでも当事者になる可能性がある
から
etc.

アクティビティ 人権を守るための３か条
【進め方】
１「私は○○をしようと思う」、
「私は○○に気をつけようと
思う」、
「私はこんなことをやっていこうと思う」という書き
方で、
付せんに一人３枚ずつ 人権を守るためにすること
を書き出す。
２ グループ内で同じ内容の付せんを模造紙上に横に並
べて「棒グラフ」を作る。
３ 棒グラフを見ながら、
「人権を守るための３か条」を作る
（棒グラフの「長さ」にはこだわらない）。
４ お互いに他のグループの結果を見に行く。
人権を守るために
「私は○○しようと思います」
・いろんな意見に耳を傾けたい
・気持ちにゆとりを持つ努力をする
・誰とでも常に平等に接していきたい
・自我を通さない
・相手の生活を尊重する
・｢あなたが好き｣とまず思い浮かべる
・困っている人の話を聞く
etc.

（じ･ん･け･んファシリテーター養成講座八戸会場第２回：桜井高志さんの講座より）

このワークを通して、
ともすれば「一般的な理由」だ
けで人権学習が行われがちであるが、
「自分にとって
の理由」をきちんと考えることが大切だということに気
づきます。
「大切だと言われているから」ではなく、
「大
切だと思う」から人権学習をするのです。
桜井さんは、人権教育では何よりも「安心して学べ
る場」が必要であり、
また、
そこでは「参加する権利」
とともに「参加しない権利」も保障されていなければ
ならないとおっしゃいました。
「参加しない権利」とは、言いたくないことを言わせられない、
やりたくな
いことをやらせられないということです。
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（じ･ん･け･んファシリテーター養成講座青森会場第２回：秦野玲子さんの講座より）

意外と「あたりまえ」のことが、人権を守ること、つまり人権感覚・人権意識を高めることにつなが
るということが見えてきます。
ただし、
その「あたりまえ」のことがなかなかむずかしいようです。
「あたりまえ」のことに気づくことこ
そが人権教育・学習の第一歩なのかもしれません。
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４「ふりかえり」の大切さ

さらに廣瀬さんは、次のような様々なふりかえり
（省察）の方法を紹介してくださいました。

「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」
では、多くの楽しいアクティビティを体験する
ことができましたが、
そのいずれもが、最後に
は「人権」について何らかの気づきを促して
くれるものでした。
また、
いくら楽しくても、
ゲーム的なアクティ
ビティを「やりっ放し」にするだけでは、
「気づ
き」も「学び」も引き出すことはむずかしいと
いうことも同時に確認できました。
それは、
どのアクティビティも「ふりかえり」
に多くの時間をさいていたからです。ふりか
えりとは、
アクティビティの体験の中で、
自分がどんなことを感じたか、
どんな気持ちがしたか、
どんなこ
とに気づいたかなどを丹念にふりかえる作業です。
「知識をうけたまわる」ための講義形式の学習で
ももちろんふりかえりは可能ですが、
やはり自ら「参加・
体験」してみる学習こそ、
より「ふりかえりやすい」
のは確かです。講師の話を聞き、配布された資料を
見たり読んだりするだけではなく、他の参加者の意
見を聞くこと、
自分の経験や考えを述べたり書いた
りすること、他の参加者と協力して何かを作ること。
こうした体験は多くの気づきを導き出してくれます。
じ･ん･け･んファシリテーター養成講座の講師の
お一人、廣瀬さん（八戸会場第１回）は、
ふりかえりを「省

様々な「ふりかえり」の方法
気がついたことを話し合う

ふりかえりカードに書く

感想を述べ合う

輪になって一言ずつ話す

Ａ３判の紙の真ん中に
「今日うれしかったこと」
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

人権感覚や人権意識を高めるための参加体験型学習では、
「ふりかえり」が大変大きな意味を
持つことを、改めて問い直していきたいものです。

察 」という言 葉で表 現されていました 。権 利
（ right ）は「人間として正しいこと」であり、正し
いか正しくないかを知るためには、省察、つまり自ら
省みて考えることが大切だと述べられました。

5
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第2章

「じ･ん･け･んワークショップ」を作ろう！

１ 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

1

■八戸市人権学習モデル講座（八戸市人権学習会）→p.12
主 催 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で組織）
事務局 はちのへウィメンズアクション事務局

〒039-1104 八戸市西白山台1-10-3
電話：0178-23-5415
メール：mikuro5@htv-net.ne.jp

平成１７年度、県内３ヶ所（五所川原市、八戸市、
むつ市）において人権学習モデル講座が開催
されました。それぞれ３回シリーズの講座です。
各モデル講座で実施されたプログラムを紹介します。
テーマ

■五所川原市人権学習モデル講座 →p.9
主 催 五所川原市人権教育・学習推進協議会

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

私も大事、あなたも大事

第1回 人権って何？男女共同参画の視点から
第2回 暴力はNO!
第3回 私も大事、
あなたも大事

（五所川原市教育委員会及び
特定非営利活動法人ＮＰＯ推進青森会議で組織）
事務局 ＮＰＯ推進青森会議事務局

〒030-0801
青森市新町2-8-20 柳ビル5階
電話：017-774-5595
メール：nac@npo-aomori.jp
テーマ

■むつ市人権学習モデル講座 →p.15
主 催 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」で組織）

人権とコミュニケーション

第1回 人権を知る。コミュニケーションを知る。
第2回 地域を豊かにするコミュニケーション
第3回 共感のコミュニケーション

事務局 むつ下北子育て支援ネッ
トワーク「ひろば」事務局

〒035-0051 むつ市新町17-7
電話：0175-23-7844
メール：hiroba@sofcom.jp

〜伝える、伝わる、
つながる〜
テーマ

ちがいを豊かさに！

第1回 わいどの権利って何？
第2回 わいどの今を考える
第3回 わいどのドラマづくり

7
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1

■五所川原市人権学習モデル講座

「人権とコミュニケーション」

全体テーマ：

会場：五所川原商工会館多目的ホール
第

1

五所川原市人権学習モデル講座
第

2

回

平成１７年９月３日(土)
13:30〜16:30

モデル講座の初回として、落語と体験タイムを通して人権やコミュニケーションの基
礎を知ります。

落語 「車イスおばあちゃんのパソコン」
落語家 三遊亭 京楽

15:10

講話「ＮＰＯが地域に果たす役割とは〜地域の力を引き出そう！〜」
講師：日本ＮＰＯセンター常務理事 武蔵工業大学環境情報学部助教授

萩原 なつ子 氏

氏

人権を落語を通して考えることができました。

体験タイム
14:20

アクティビティ１
「仲間分けの体験ゲーム」

1 ①好きな色、②好きな果物、③血液型、④好きな季節のテーマで、同じ考えや好

14:30

みで仲間分けを繰り返す。

自分たちが地域で子育て活動を始めた頃のこと、
その歴史の中にい
たことが次々に思い出された。文字通り
「馬鹿者、若者、
よそ者」が「ほ
っとけん」魂で走ってきたので、萩原先生のお話がひとつひとつじわ
じわとしみ込んできた。

体験タイム
「五所川原市内まち歩き」

2最後の「④好きな季節」で、春･夏･秋･冬の4つのグループに分ける。
3付せんに自分の名前と①〜④の答えを書き、名札にする。
4「私は （①の答え） が好きな、（②の答え） が好きな、（③の答え） 型の、（④

1５つのグループに分かれて、五所川原の
街を歩く。一度も入ったことのない店に入
って、店の方にインタビューしてみる。
2 街をよく見ながら、ポラロイドカメラで 10
枚だけ写真を撮る。
3 会場に戻り、模造紙に写真を配置し、地
図を作る。どんなことがわかったか、問題
なのか、素敵なのかを考えてコメントをつける。人の見方や考え方の違いを体感
する。
4全体の場で発表する。

の答え） が好きな○○です。」という形で自己紹介する。

15:50

平成１７年１０月１５日(土)
13:30〜16:30

人権意識を持ったコミュニケーションは、NPO活動等地域活動を活性化させる効果
があります。地域を豊かにするコミュニケーションを考えます。

13:30

15:00

回

「地域を豊かにするコミュニケーション」

「人権を知る。コミュニケーションを知る。」

13:30

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

アクティビティ２
「じゃがいも君とお友だち」
（→『基礎編』p.57）
「お
1１個ずつ配られたじゃがいもを観察しながら、
友だち」になる。

2じゃがいも（お友だち）の特徴、個性、良さを付
せんに書き出す。

3 付せんを見せ合いながら、その「お友だち」を
グループのメンバーに紹介する。

4グループの進行役が中心となり、模造紙にまとめ、
感じたことを共有する。

16:30

5全体の場で発表する。
6物言わぬじゃがいもとどうやって心を通わせようとしたかをふりかえる。
体験タイムでは、
自分の意見をきちんと言えたと思うし、
参加者の皆さんがとてもいい雰囲気でした。

9

16:30
参加者：53名

参加者：33名
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1

五所川原市人権学習モデル講座
第

3

■八戸市人権学習モデル講座

「共感」とはどのような状態を指すのでしょうか。そのためには、私たちはどのような意
識、行動が必要でしょうか。改めて、
コミュニケーションの効果、重要性を学びます。

13:30

会場：八戸市総合福祉会館
第

1

「人権って何？男女共同参画の視点から」

講話「人権とコミュニケーション」

はじめに

1ハンカチつかみ（アイスブレーク）

1 枚のハンカチを三角に二つ折りする。二人一組に
なり、その端と端を親指と小指でつまんで引っ張り合う。
ハンカチをとられた人がとった人をほめる。 時 間内に
相手を替えて行う。とった人がほめても良い。
※「ほめられるのはうれしい」という感覚を認識する。

人にとって優しく気持ちの良い取組を、少しの
無理もなく実現されているお話がとてもしっくりき
ました。
殺伐とした現代社会を、難しい理屈ではなく、
私たちが小さい頃に当たり前だった気持ちよい
生活感、家族、親子、地域コミュニティ関係を
堂々と自信と愛を持って生かしていけばよいとい
うことを改めて実感しました。

10分

2自己紹介

5分

3役割分担

名前、どの地区からきたか、好きな花について話す。
書記、発表者を決める。

ワーキング
2分
13分

体験タイム

「インター／ビュー」
30 分 1二人一組になって、15 分ずつ相手にインタビューする。
15 分 2インター／ビューの結果を紹介文にまとめる。
35 分 3紹介文をもとに、相手を全員の前で紹介する。

1事例紹介 「私」のある１日の文章を朗読で紹介する。
2どんな家事があるの？

家庭生活をしていくために必 要な家 事を一つずつ付せんに書き、食 事 、洗濯、
掃除などに分類して模造紙に貼る。

10分

3家事は誰がするの？

分類した家事は、一般的に男性 ･ 女性のどちらがしているかを考える。自分の家
庭では、誰が担当しているか考え、各家庭での役割の違いを比べる。

15分

4偏りがあるのはなぜ？

性別によって家事に偏りがないかを考え、なぜ偏りが生まれてくるのか考える。
「私」
が不満を言えなかったのはなぜかを考える。
15分 5発表 グループ毎に発表する。

＜ルール＞ ①何を聞いてもよい
②言いたくないことは答えなくてもよい
③聞かれていないことでも話してもよい

ふりかえり
5分

16:30

1ふりかえりシートに記入

私が気づいたのは／私にとって必要だと思ったのは／私がうれしかったのは／私
にとって残念なことは／私がこれから実行しようと思ったことは／その他書き残して
おきたいことは

10分

5分

参加者：28名

11

平成１７年９月１５日(木)
10:30〜15:00

10:30 講演「人権って何？日本の女性の課題という視点から」

5分

15:00

回

講師：立命館大学法学部教授 野口 メアリ 氏
12:00
13:00 ワーク「見えないしばり〜日常生活の中のジェンダー〜」

講師：コンセプター，
CO-WORKS代表 飯島 ツトム 氏

14:30

「私も大事、あなたも大事」

全体テーマ：

回

平成１７年１１月１２日(土)
「共感のコミュニケーション〜伝える、伝わる、つながる〜」 13:30〜16:30

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

2共有

グループ内で各人のふりかえりシートを読みそれぞれの感想を付せんに記入してシ
ートに貼る。
3感想トーク 今日の学習会の感想をグループ内で一人ずつ話す。

14:45 おわりに 講師講評

参加者：23名

12
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1

八戸市人権学習モデル講座
第

2

八戸市人権学習モデル講座

回

第

平成１７年１０月２０日(木)
13:00〜16:30

「暴力はNO!」

講師：特定非営利活動法人ウィメンズネット青森理事長 三上 久美子 氏

14:40 ワーク「相手を思いやるコミュニケーション」

1負けじゃんけん（アイスブレーク）

全員が立って、後出しじゃんけんで、
ファシリテーターと「引き分け」の手を一斉に出
してもらう。慣れたところで「勝ち」の手を、
また慣れたら「負け」の手を出してもらう。
間違った人は座る。スピードを速めて最後まで残った人にみんなで拍手する。
10分 2自己紹介 名前と「好きな呼ばれ方」について話す。

ワーキング
10分

2相手を尊重する12の相手を思いやるコミュニケーションとは？

ワーキング
15分

1身近な場面での人権の問題を考える

職場･家庭･地域、
それぞれの場面での人権の問題を具体的に設定する。
１場面
につき１つのシチュエーションを選ぶ。

2会話劇を作る

職場･家庭･地域、
それぞれの場面での人権の問題を具体
的に会話劇で演じるためのせりふ･態度を考える。1で提
案された問題について、具体的に会話 劇（コント）の形で
演じるため、役どころとせりふを考える。設定･せりふが決ま
ったら練習する。
※１つにつき３分程度のコントになるようにする。ホワイトボ
ードに意見を書き出しながら作っていくとやりやすい。

25分

3発表

それぞれのグループで作品を演じる。
各グループ９分（３分×３話）。

2共有

近くの人のふりかえりシートを読みそれぞれの感想を付せんに記入してシートに貼る。

16:20 おわりに 講師講評

1オリエンテーション
2自己紹介
3ジェスチャーゲーム(アイスブレ−ク）

グループ内で、講師が出す課題をジェスチャーで表現し、
ほかの人に当ててもらう。
※体を動かすことに慣れる。

1ふりかえりシートに記入

私が気づいたのは／私にとって必要だと思ったのは／私がうれしかったのは／私にと
って残念なことは／私がこれから実行しようと思ったことは／その他書き残しておきた
いことは

13

5分
5分
10分

25分

3会話によるコミュニケーションを考える

ふりかえり

5分

吉野 英毅 氏

【職場で】 ★子どもが急病になったと保育園から連絡を受けた母親と上司との会話
★上司と部下の会話（セクハラの現場）
【家庭で】 ★子どもを生んでいないことをめぐっての嫁と姑の会話
【地域で】 ★地方議員選挙に出た女性をめぐっての近所の人どうしの会話
★隣の家のDV（ドメスティック・バイオレンス）
をめぐっての近所の人どうしの会話
★町内会におけるイベントの運営方法をめぐる高齢者と若い世代との会話

2人一組になり、
いろいろなシチュエーション(ファシリテーター提示）で会話を考える。
相手を否定し責めるような会話と、
自分メッセージを伝え相手を肯定する会話の両方
を考える。
※今回は、友達関係、親子関係、夫婦関係、恋人関係の4つのパターンで15のシチ
ュエーションを提示し、選んでもらった。
25分 4発表 各グループ2分程度

5分

講師：岩手県立大学総合政策学部助教授

13:35 ワーク「身近な事例で考える人権の大切さ」

シチュエーションの例

①尊重･尊敬、②正直で素直な気持ちのや
り取り、③関心、④安心、⑤信頼サポート、
⑥性的自己決定権の尊重、
⑦楽しみの共有、
⑧適当な距離、⑨ジェンダーに基づく偏 見
からの自由、⑩誠実さ･謙虚さ、⑪理解･思
いやり、⑫支配しようとしない愛 の12の花
びらに2の付せんを全員で貼っていく。
※ファシリテーターが集まった付せんを読み
上げて、
どの花びらに入るかを参加者全員
で検討しながら貼る。

25分

平成１７年１１月１７日(木)
13:00〜14:30

「私も大事、あなたも大事」

10分

1相手を思いやるコミュニケーションとは？

「相手を思いやるコミュニケーション」とは何かを付せんに各人が書く。

15分

回

はじめに

はじめに
5分

3

13:00 講演「身近な事例で考える人権の大切さ」

13:00 講演「暴力と女性の人権侵害について」
14:30

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

参加者：20名

ふりかえり
（第２回と同様）
5分
5分

1ふりかえりシートに記入
2共有

16:25 おわりに 主催者挨拶、学習会全体のふりかえりと今後への期待

参加者：16名
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■むつ市人権学習モデル講座

1

「ちがいを豊かさに！」

全体テーマ：

会場：下北文化会館
第

1

回

「わいどの権利って何？」

平成１８年１月２８日(土)
13:30〜16:30

講師：青森市こどものくに保育園園長 さとう ひでき 氏

13:30

14:40

アイスブレーク 自己紹介ゲーム
1自由に相手を見つけて、呼んでもらいたい名前（予
め名札に書いてもらう）
で呼び合い、
じゃんけんをする。
2勝った人は負けた人に肩をもんでもらう。

ビンゴにならなかった人は立たされんぼ。

3ビンゴができた順番に、質問に答えてくれた人の名前を聞いていく。紹介された人
は自分の答を披露する。
「 悩みを話せる人がいる に答えたくれた人は誰ですか？」
「○○さんです。」
「では、○○さん、悩みを話せる人というのはどんな人ですか？」

権利の熱気球ゲーム

1ぶた、ねこ、いぬでグループ分けをする。
2グループごとに話し合って、熱気球に積んだ荷物（10個の権利）を3つずつ捨てて
いく。それを3回繰り返す。

3残った権利は何か、各グループに聞く。
宇宙人への自己紹介ゲーム
「私は」で始まる５枚つづりのカードに記入
1宇宙人に対して自己紹介するつもりで、
する。
2「宇宙人は1つのことしか理解できない」ので、5枚のうち4枚を捨てる。
3残したカードを何人かに紹介してもらう。
家族で避難ゲーム
・年金暮らし
1 家族が30分以内に船で国外に避難するという設 ・乳幼児がいる
定のもと、
グループごとに様々な「疑似家族」
（右）・東京に大学生の子ども
・父親が単身赴任
を割り当てて、
それぞれ8ｋｇ以内で持ち出す物のリ ・寝たきりの親がいる
ストを作る。
・両親と小中学生の子ども
・70歳以上の老人がいる
2リストを各グループから発表する。

15

第

2

回

平成１８年２月１９日(日)
13:30〜16:30

「わいどの今を考える」
講師：視覚障害のミュージシャン 板橋

和幸 氏

13:40 アイスブレーク 自己紹介ゲーム（前回と同様）
13:50 板橋和幸さんのトークとうた
[曲目]①Dear My Friend
②ネバーギブアップ
③BLIND MAN

地球市民ビンゴ

い、
「Yes」と答えてくれた相手の名前をサインしてもらう。

16:30

むつ市人権学習モデル講座

「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
1自由に相手を探して、

2ビンゴになった順に円形に並んでいく。一番の人だけざぶとんに座ることができる。

16:00

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

18歳の時、初めて親に感謝できたというお話と
その頃作った曲を聴いて涙があふれてしまいまし
た。
みんなが気づきあえる社会になれるよう私ももっ
とやさしさを持ちたいと思いました。

ユニバーサルデザイン及び視覚障害者向けの製品の紹介
15:15 視覚障害者のスポーツ体験
①グランドソフトボール
音だけを頼りにボールを打ったり取ったり。
②マラソン
2人一組になり、1人が目隠しをし、
もう1人がロープで
伴走する。
2グループに分かれてリレー競走をしてみる。

16:00 ふりかえり（前回と同様）
16:30 アンケート記入〜終了

ふりかえり ５グループに分かれ「今日の私のキーワード」を短冊に書き、意見交換す
る。その後、他のグループのギャラリーウォーク。
アンケート記入〜終了
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1

むつ市人権学習モデル講座
第

3

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

（２）モデル講座のプログラム評価の結果から

回

「わいどのドラマづくり」

平成１８年２月２６日(日)
10:00〜15:00

講師：特定非営利活動法人アフタフバーバン 北島 尚志 氏、 山内 たいら 氏

10:00 アイスブレーク① だれじゃいなビンゴゲーム
アイスブレーク②

[2人一組]
[4人一組]
[4人一組]
[6人一組]
[6人一組]

人権教育･学習推進モデル事業を通して、人権感覚・人権意識を高めるための
学習において、
プログラムの企画及び講座の運営方法におけるポイントを探る。

美人の湯入湯券争奪！ じゃんけんトレイン

10:30 北島ワールド開始！
[一人で]
[2人一組]
[ 全 員で]
[2人一組]

評価の趣旨

グーパで脳みそシェイク
交互に手のひら移動
丸くなって手をつないで電流リレー
目隠し運転
前の人が目をつぶり、後ろの人が肩に手をかけて運転して移動
新聞紙玉キャッチボール
同じ方向を向いて前後に並んだ2人が心地よく玉をキャッチボールするには？
共通点探し
宝探ししりとり
人間粘土
指定された食べ物や動物を人間粘土細工で表現する。
写真で表現
指定されたお題を4コマの写真で表現する。

評価の全体像

五所川原市
モデル講座

八戸市
モデル講座

<各市協議会が実施>
アンケート調査

むつ市
モデル講座
<県調査研究委員会が実施>

企画担当者による総括

聞き取り調査

12:10
13:00 [ 3 人 一 組 ] すずめのお宿

[ 3 人 一 組 ] お話づくり
Ａさんは話し手、Bさんは聞き手、CさんはAさんの話に関係ない単語を投げ
かける。Aさんは投げかけられた単語に沿って話を変える。
[ 6 人 一 組 ] お話リレー
1 文節ずつお話リレーでストーリーを作っていく。お題は「かずきくんの初恋」。
[ 2 人 一 組 ] 誕生日プレゼント
[ 6 人 一 組 ] ドラマづくり
1 チームの代表に好きなポーズをしてもらい、
それをドラマの「決めのポーズ」
とする。
2 ①かくれる、②ジャンプする、③すわる、④決めのポーズ、
という動作を必ず
入れながら一つのドラマを作る。
※できあがったドラマのタイトル…
「月夜の出来事」
「刑事物語」
「夜のチューチュー」
「なかよし」

14:30 ふりかえり
（前回と同様）

【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

調査結果を材料として、県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総体的にみると…
②いろいろなワークショップ別にみると…

15:00 アンケート記入〜終了
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1

プログラム企画・運営のポイント

総
体
的
に
み
る
と

・
「講義」を効果的に取り入れたワークショップを作る。
・テーマに沿った、楽しく、考えさせるアクティビティを企画する。
・ワークショップ、
アクティビティの進め方について、参加体験型学習が初めての
人にもわかりやすく説明する。
・参加者同士の学び合いを深めるためには、
スタッフやファシリテーターが積極
的に働きかける。
・アンケート記入の時間をきちんと取る。
【

】は関連するモデル講座名

大人が子どもの立場になって物事を見たり考え
てみたりするアクティビティを企画する。

い
ろ
い
ろ
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
別
に
み
る
と

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

まちづくり、
地域づくりの
活動につなげたい

自分たちのまちを知る第一歩として、
「まち歩き」
や「マップづくり」といったアクティビティを企画す
【五所川原（→p.10）】
る。

高齢者を対象とした
ワークショップを
開きたい

高齢者向けのワークショップの導入として、
「落語」
を切り口にする。

権利と責任について
考えたい

【五所川原（→p.9）】

「権利がもしなくなったら」を想像してみるアクテ
ィビティを企画する。
【むつ（→p.15）】

【むつ（→p.15）】

い
ろ
い
ろ
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
別
に
み
る
と

子どもの人権に
ついての
気づきを促したい

相手の立場になってみるための「想像力」を高め
るようなアクティビティを企画する。

今年度の３つのモデル講座に関する調査（参加者アンケート、
ヒアリング、企画者の
総括）の結果を集約したところ、次のようなことがわかっています。

【むつ（→p.15）】

「想像する→体験する→演じる」という一連の流
れを持ったプログラムを企画する。
【むつ（→p15〜p.17）】

障害者の人権に
ついての気づきを
促したい

参考

目隠しマラソンなど障害者の立場を擬似的に体
験してみるアクティビティを企画する。

◎人権に対する意識変容について
■ 人権を身近に感じるようになった。
■ 人権侵害や人権への無関心さに対する気づきがあった。
■ 人権に関する新たな学びを促された。
■ まちづくりと人権を初めて結びつけて考えることができた。
■ コミュニケーションと人権について考えることができた。
■ 人権に対して、多様な見方・とらえ方ができるようになった。

【むつ（→p.16）】

◎プログラムの企画について
ロールプレイ
（役割演技）や寸劇づくりを取り入
れる。
女性の人権に
ついての
気づきを促したい

【八戸（→p.14）】
【むつ（→p.17）】

ロールプレイや寸劇づくりを行う際には、入念な
導入を行う。
【八戸（→p.14）】

コミュニケーション
について考えたい

二人組みインタビューなど、
コミュニケーションの
在り方を考えるアクティビティを企画する。

■ 楽しいだけでなく、考えさせられるアクティビティが多かった。
■ 自分たちの団体の活動に生かすことができる学習内容だった。
■ ロールプレイや寸劇づくりなど自分が「演じる」アクティビティは、実際やってみると多くの気
づきがあった
（※初めは抵抗感を感じる人もいた）。
■ いろいろな立場を体験してみるアクティビティが、
「想像力」
を高めることにつながった。

◎講座運営について
■ 参加者どうしの学び合い、助け合いがあった。
■ スタッフやファシリテーターの積極的、効果的な働きかけがあった。

【五所川原（→p.11）】
【八戸（→p.13）】
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1

（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
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」
（→p.1）
でお招きした講師の方々に実施していただい
たアクティビティから、
いくつかを紹介します。

青森会場＜第１回＞

山本 克彦さん（生涯学習研究所SOUP代表） のプログラムから

10人の人とごあいさつ

会場内を歩き回って、誰とでもいいので10人の人と握手をし
ます。10人と握手し終わったら自分の席に戻ります。
全員が10人と握手をするまで、会話が弾んで長い時間がかかる時も
あれば、
あっという間に終わってしまう時もあります。また、握手をした
人を名簿で確認するきちょうめんな人もいれば、名前と顔をきちんと覚
えている人、
ほとんど覚えていない人…。自分のタイプも含め、
いろい
ろな参加者がいることに気づきます。

バースデイ・チェーン

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

ギャラリーウォーク
ワークショップでは、
グループでの話し合いのプロセスを模造紙などを使っ
て図にまとめることがあります。それらを参加者全体で分かち合い、共有
する時に、通常は、
グループの誰かが代表して「発表する」という形が多
いものです。
ただ、
「発表」という形式は、時間管理が難しかったり、
「一方通行」にな
りがちだったり、
せっかくの図が見えにくかったりといった問題もあります。
そこで、今回、効果的な「共有」の方 法として
教えていただいたのが「ギャラリーウォーク」と
いう手法です。
図を書いた模 造紙はそのままテーブルの上に
広げておき、各グループのメンバーの半分がほ
かのグループの図を見に行きます。残ったメン
バーは、
「留守番」としてほかのグループが見に
来た時に、
説明したり質問に答えたりするのです。
一通り終わったら、役割を交替します。

誕生日順に１列に並びます。
次に、今朝の起床時刻の早い順に１列に並びます。
「見えないもの」
を「見えるようにする」ことによって、参加者どうしのコミュニケーション
を図っていきます。

「リーダーとしてふさわしいと思う人」
①グループに分かれ、
自分が「リーダーとしてふさわしい
人」だと思う人の名前を黄色の付せんに書きます。
②その「理由」をピンク色の付せんに書きます。
１枚の
付せんに「理由を１つ」書きますが、何枚書いてもか
まいません。
③模造紙に、
「人物名」の付せんとその周りに「理由」
を貼り、
グループ内
で共有します。
④どんな人が「リーダ
ー」としてふさわし
いのか、
「理由」の
付せんを貼り直し
て、図 式 化してい
きます。
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八戸会場＜第１回＞

廣瀬 隆人さん（宇都宮大学教授） のプログラムから

同じもの探し
５×５マスのシートに、
１マスずつ「青森の好きな食べ物」を挙げていきます。シート
を隣の人と交換して、
「自分も好きなもの・食べたことがあるもの」に○をつけて、
少し話し合います。
「同じもの」が多いと話もはずみます。自分と共有しているも
のが多いとうれしいものです。
人権学習では、
「 ちがい や多様性を受け入れること」が大切だと言われますが、
現実には極めてむずかしいことです。むしろ、同じものを見つけ、共通なんだという
意識を持つことによって、
「ちがい」を受け入
れやすくなるのでは？
「ちがい」
を強調するより、
同じ時間を共有していること、同じ体験を持
っていることをお互いに確認し合うべきでは
ないか…。
「青森の好きな食べ物」という身近なテーマ
によるアクティビティを通じて、
とても大事な
ことを学ぶことができたワークでした。
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青森会場＜第２回＞

1

秦野 玲子さん（生涯学習らぼR.E.Learning代表）のプログラムから

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

子どもの権利を考えよう
①グループに分かれ、
「みんなの子どもに公平に与えられるべき権利」を一人３つ、付せんに書き

二人組み自己紹介

二人組になり、右の項目につ

いて一人が自己紹介をし、
もう一人は相手の「素敵
なところ」を書いてあげます。
二人組でそれぞれ相手を全員に紹介しました。
「素敵な○○さん（相手の名前）
を紹介します…」

・私が大切にしているものは…
・私に一番影響を与えた人は…
・いまの気持ちは…
・学習会に期待することは…

出します。
「子どもだったらほしいだろうな」と思うようなことでもOK。付せんを模造紙に張り出
していきます（右図の要領で）。
同じもの
②「子どもの権利宣言」
（1959年）
１０か条
を読み、自分たちのまとめた権利と見比
べます。共通しているものがあれば、自分

違

たちの考えた権利に、
「子どもの権利宣言」 う
も
の条文番号を付けていきます。また、新 の

絵合わせカード

それぞれをまとめて
１〜２行の文章にする。
「〜を〜にする権利」

たに追加したい権利も考えます。
③グループの周りに全員が集まって、模造

ランダムに名前が書かれた紙片を１
枚ずつ取って、
その名前の人を探して渡してあげます。裏
の写真を手がかりに、紙片を組み合わせて写真を完成さ
せます。完成した写真ごとにグループを作ります。

紙にまとめたものを発表します。
このワークでは、
まず自分たちで必要だと思
う権利を考え、
それを踏まえて、国際的に定
められている権利を読んでみるという流れに
なっています。この手順を踏むことにより、
自

グループの共通点さがし

グループ全員に共 通する
ことを１０個以上挙げ、全体の場で発表します。感じたこ
と、気がついたことを付せんに書きます。
みんな「違い」はあるけれど共通点もいっぱいある。同じ
ところを見つけ合う楽しさ、みんなで共通すると楽しいと

分たちが抱いている「権利」に対する考え
を再確認することができます。

いう感覚を見い出します。

会話をしているときに「いやだな」と感じる言葉、言い方、態度
①「言われると傷つく言葉、傷つく言い方、傷つく態度」があります。そんな例を、
グループご
とにブレーンストーミング（→p.72）の要領でできるだけ多く挙げます。
②「相手をつい傷つけてしまう言動をするのは一般的にどんな場合か」についても考えてみます。
③以上の２点について各グループからそれぞれ出た意見を発表します。
④「気 持ちよく会話するためにどん
なことに心がけているか」を、具体
的に、短い言葉で３枚の付せんに
書きます。
⑤グループ内で集約して「標語」に
します。
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八戸会場＜第２回＞
イメージ
他己紹介

桜井 高志さん（桜井・法貴グローバル教育研究所代表）のプログラムから

二人組になり、
「相手をイメージで相手に紹介」
します。何を想像してもOK、
プ
ライバシーにも踏み込んで、勝手なイメージでお互いを紹介し合います。もちろん、

９つの●

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

９つの●（黒点）が正方形の形に並んでいます。
すべての●を通るように、直線を引きます。
５本の直線なら誰でもできます。
では４本ではどうでしょうか？ ３本では？ ２本では？

最後はタネ明かしタイムもあります。
さて、言った方、言われた方、
それぞれどんな感じがしまし
たか？

名札づくり

自分が「呼ばれたい名前」、

人権ビンゴ ゲーム

呼ばれたい名前で呼び合えること
のメリット、呼ばれたい名前で呼ば
れないことのデメリットを挙げてみま
した。

A「人間が好きだ」、
B「祖父／祖母と暮らしている」など、
シー
トに書かれた１６の項目に合う人を会場か
ら探し、
それぞれのマスにサインをしてもらう

・たくさんの人と知り合える
・人に対する興味が持てる
・場がなごむ
・握手でリラックスできる
・呼ばれたい名前で呼ばれる
・笑顔がいい
・時間を共有できる
・全員と話ができる
・熱気にあふれる
etc.
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大切なのは「なぜできなかったのか」を考えてみることです。
たとえば、出題者に、例として「５本の直線」の引き方を示されると、答える側はどうしても
それと同じような方法で「４本」でも引けるのではと思い込んでしまいがちです。発想がし
ばられてしまうと、
この問題は解けません。

「安心できる呼ばれ方」の名札を
作ります。

良かった点

できなくてもＯＫ。

また、
４本までは通常の「点」と「線」のと
らえ方でも答を導き出せますが、
３本、
２本
となると根本的に発想の転換が必要と
なります。
そもそも「点」とは何でしょうか。

ビンゴ形式のゲームです。
お互いに握手も交わしました。
サインをたくさんもらえた人もいれば、
そうで
なかった人もいました。

「線」とは…？
もちろん、
「点」も「線」も数学的に定義
をしてしまえばそれまでですが、
ここでは、
それに縛られることなく、
できるだけアタマ
を柔らかくして考えてみましょう。

終了後、
このゲームの良かった点、残念だ
った点をふりかえりました。
ビンゴという単純なゲームを通して、
コミュ
ニケーションの在り方を考えました。

答を聞いても、納得できない人もいるかもしれません。なぜ納得できないのかを自分なり
に考えてみることも大切です。

残念だった点

・闘争心や競争心をあおられた
・要領だけよくなる
・会話が粗末になる
・握手が雑になる
・話が広がらない
・次の人のことが気になってゆっく
り話ができない
etc.
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1

こんなアクティビティを
作ってみました。

「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」
（→p.1）
の第３回「私たちのアクティビティづくり」では、参加
者の皆さんがオリジナルのアクティビティづくりに挑
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」より 戦しました。
同講座の第１回、第２回で学んだことや体験したアクティビティを参考に、青森会場・八戸会場合わ
せて７本のアクティビティ
（もしくはプログラム）
ができあがりました。
必ずしも「完璧」なものではないにしろ、
どのアクティビティも、
「こんなことをやってみたい／やってみ
たら？」
という参加者の思いが込められたものとなっています。 ●巻末に本書で紹介した参加体験
型アクティビティの一覧を掲載して
皆さんが作ったアクティビティ、
プログラムを紹介します。
います。
（→p.67-68）

おとことおんなの連想ゲーム

グループ名：エィ
・オー・オー

青森会場

「男性」、
「男らしい」、
「女性」、
「女らしい」という言葉から連想する言葉を出し合
「女らしさ」にとらわれていることに気づく。
い、知らず知らずのうちに「男らしさ」、
ね
ら
い
対 象・人 数

男らしさ、女らしさにとらわれず理解するために…。
18歳以上の男女／20名程度
付せん、色マジック、
サインペン、模造紙

留意点・備考

10分

〈導入〉グループづくり
一列に並び、順番に「春・夏・秋・冬」と言って季節ご
とに分かれ4つのグループを作る。
グループ内で自己紹介を行う。

・壁側へ移動する
・グループ内でコメント・自己紹介をする
・実際に好きな季節についてでもよい

60分

〈展開〉
1 グループごとに「男性」、
「男らしい」という言葉と「女 ・時間は会場の時計を示して指示する
性」、
「女らしい」
という言葉から連想する言葉（・もの）
を付せんに書き、模造紙に貼る。
・楽しく
2 男女別に共通性のあるものをまとめ（グルーピング）、 ・時間の配分に気をつける
それぞれイメージする言葉を書く。
・相手の声を聴けるように
・一人だけの発表にならないようにする
3 発表（ギャラリーウォーク）

20分
10分
10分

4 各グループ内で、個人が気づいたことを話し合う。
（特に自分がどの項目にあてはまっているのか。）

10分

〈ふりかえり〉
ふりかえりカードやコミュニケーションワークシートによ
り行う。

手軽にできそうなアクティビティですね。
グループづくりも楽しめそうです。
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準

・・・・・・
「わたしみがきカード」のようなふりかえ
りカードを用意する。

ねらいが漠然としています。
「ジェンダーのしばり」の気づきに至る
にはやや深みが足りないかも。

備

物 「世界人権宣言」シート、ふりかえりカード、
ＫＪ法用具（付せん、
サインペン、模造

紙等）、席順決め番号カード
展 開 計 画 【所要時間:60分】
時間

ファシリテーターの説明／学習者の動き

10分

〈導入〉
『人権』ということからどんなことをイメージしますか？
1 付せん1枚に1つずつ、
３つ書き出す。
2 なぜ、
そう思ったのかを話し合う。

10分

ファシリテーターの説明／学習者の動き

青森会場

ね ら い 人権は生活に直接結びつくものであり、身近な問題であることに気づく。
対 象・人 数 どなたでも／20名

30分

時間

グループ名：デコボコ・ガールズ

身近な「場面」を通して、
日常生活で何気なく他の人の人権を傷つけていることを
思い起こし、
それらを「世界人権宣言」の条文と比較することによって、人権とは
生活に直接結びつくものであるということに気づく。

3分
7分

準
備
物
展 開 計 画 【所要時間 80分】

20分

あなたのそばの人権

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

〈展開〉
1 スタッフにより2つの場面のパフォーマンスを行い、
そ
れぞれの終了後に「これはおかしい」と気づいたこと
を発表してもらう。
① ないしょ話
…児童（・生徒）の親や家庭に対して、偏見をいだ
いている先生同士の会
② 人間らしく生きる
…介護施設で、
トイレに行きたいと主張する利用者と、
オムツの使用を勧める施設職員との会話

5分

2 自分の周りで「人権を傷つけている」と思われること

5分

3 各グループ内で分類し、
それぞれにタイトルをつける。

10分

4 発表

留意点・備考
グループ分け
・5人×4グループに分ける
・テーブルには番号を付けておく
・会場到着順に番号カードをひき、同
じ番号のテーブルにつく

パフォーマンスを見て気がついたこと
があれば手を挙げて発表してもらう

を付せんにできるだけ多く書き出す。

20分

〈ふりかえり〉
1「世界人権宣言」シートを配布し、各自で読む。
各グループの意見と比べて気づいたことをグループ
内で話し合い、発表する。
2 ふりかえりカードに記入する。
・人権を身近な問題として捉える
・普段見過ごしている権利や「少数者」の存在に気
づく
話を聞くより、実際に人権が傷つけられている場面を
演じてもらうことで、
より身近に感じることができますね！
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第2章 「じ・ん・け・んワークショップ」を作ろう！

1

ごんぼほり は困ったチャン？

グループ名：姫まる子チャン

青森会場

思いやりのあるまち・町・街

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

グループ名：クローバー

「思いやり」をキーワードとしたワークを通して、地域社会で「思いやり」を行動に結
びつけるために何ができるかを考える。

自分が小さい頃の体験を思い出し、
さらに親子の会話をロールプレイで体験するこ
とを通して、現在の「親」としての立場をふりかえり、
自尊感情の大切さに気づく。

ね ら い
対 象・人 数

地域社会で思いやりを行動に結びつけられるか。
地域住民／20名程度

付せん、
サインペン、
いびつなボール、模造紙、
ふりかえりカード、
タイマー
展 開 計 画 【所要時間:60分】

準

サインペン、
マジック、付せん、模造紙

時間

ファシリテーターの説明／学習者の動き

時間

ファシリテーターの説明／学習者の動き

15分

〈導入〉アイスブレーク
1 ゆがんだボールころがし
①2人一組になり、子どもになったつもりで、
ゆがんだ
ボールでキャッチボールをする。
最初は1メートル離れ、続いて3メートル離れて行う。
次に、ボールを転がし合う。
②そのときに気をつけたこと、気になったことを発表
する。
2 グループ分け（4〜5人で1グループ）

20分

〈導入〉アイスブレーク
1 バースディチェーン（→p.21）を作る。
2 順 番に四 季を言い、季 節ごとに分かれ4つのグ
ループを作る。

30分
5分

〈展開〉
（→『基礎編』p.65）
1 思いやり という言葉からイメージするものを付せん
に書き出す。

5分

2 思いやりを必要とする状況 を付せんに書き出し、
「状

ね ら い
対 象・人 数
準

40分

備

家庭の中での（親子の）会話について考えることを通して自尊感情の大切さを知る。
親／20名

物

〈展開〉
1 各グループ内で、自分が小さい頃に家族に言われて
① うれしかったこと を付せんに書き、
どういう時に
うれしかったかを模造紙に貼りながら発表する。
② 悲しかったこと を付せんに書き、
どういう時に悲
しかったかを模造紙に貼りながら発表する。
③その時の親の気持ちを想像してみる。

留意点・備考
障害のある参加者への対応
→受付で対応し、
スタッフがサポート
する。
ボール転がし、ゲームを通じて自分が
子どもの頃をふりかえる。

思い出したくない場合には話せる内
容でOKとする

親の立場・子の立場を体験すること
で気づきを引き出す

2 ロールプレイ ごんぼほり
2人一組で子ども役と親役に分かれ、2つの場面を演じる。
①無視されたとき
②共感されたとき
子ども「やだやだやだ!!」
親「… …。」

自尊感情につなげる

子ども「やだやだやだ!!」
親「イヤなことがあったのね。」

青森会場

備

物

展 開 計 画 【所要時間:60分】

況カード」を作る。

7分

3 各グループ内で「状況カード」を使い、
それぞれに対

7分

4 思いやりのイメージ と 実際に必要とされる思い

しての助言や思いやりの場面を演じる
（ロールプレイ）。
やり を付せんに書き出し、模造紙に貼りながら、方
法や項目ごとにまとめる。

6分

10分

留意点・備考
テーブルマネージャーを配置する。

自分では思いやりのつもりでも、 大
きなお世話 や 自己満足 に思わ
れることもある。

声掛けも必要

5 発表（ギャラリーウォーク（→p.22））
〈ふりかえり〉
思いやりを実行するために何ができるのか、
グループ
内で意見を出し合う。
思いやりという言葉を分かち合う。

役割を交代し、
それぞれ演じる。
5分

〈ふりかえり〉
ふりかえりシートによりふりかえりを行う。
・わかったこと
・気づいたこと
・これからやれたらいいな、
と思うこと
おみやげカードとして持ち帰る。

日常生活での気づきの不足を感じます。ただ毎日を
何となく過ごしていることを反省させられます。
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よく使う言葉ですが、
「思いやり」について考えるこ
とはあまりなかったので、いろんな気づきがありそう
な気がします。

自分の小さい頃を思い出すことは、
あま
り考えたことがなかったので新鮮でした。
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第2章 「じ・ん・け・んワークショップ」を作ろう！

じゃがいも君とお友達

1

グループ名：春菊ちゃん

八戸会場

あなたは何色？

１個の「じゃがいも」との対話を通して、友だちづくりやコミュニケーションのコツを
体感する。
コミュニケーションのコツを体感しよう
10歳以上の子ども／10名、大人／10名

ね ら い 若者の多様性を認め、
自分を知る。
対 象・人 数 一般／20名程度

準

絵を4種（5等分にしておく）、
じゃがいも20個、名札、付せん、A4用紙20枚、ペン、
模造紙

準

物

グループ名：パレッ
ト

八戸会場

「若者」に焦点をあて、肯定的なイメージ、否定的なイメージをそれぞれ出し合うこと
によってその多様性や自分の固定観念に気づく。

ね ら い
対 象・人 数
備

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

備

物 付せん、模造紙、
マジック、
クレヨン、雑誌（ファッション誌・週刊誌等）、
はさみ、のり

展 開 計 画 【所要時間:90分】

展 開 計 画 【所要時間:70分】
時間
15分
10分

ファシリテーターの説明／学習者の動き

留意点・備考

〈導入〉アイスブレーク
1 じゃんけん肩たたき（アイスブレーク）
（→『基礎編』p.35）
なるべく全員とじゃんけんできるように、
2人でじゃんけんをし、負けた人が勝った人の肩を10回たたく。 時間を調整する。
あいこの場合はお互いに10回ずつたたく。

5分

絵合わせグルーピング（→p.23）
4種類の絵をそれぞれ5等分にした20枚の紙片を用意
しておく。
1人1枚ずつ紙片を取り、元の絵が完成するように、5人
ずつ4グループを作る。

45分

〈展開〉
（→『基礎編』p.57）
じゃがいもを1人に1個ずつ渡す。
じゃがいもをじっくり観察し、会話をして友だちになり、
そ
の特徴を詩や文章に書く。

10分

10分

グループの他のメンバーに友だちを紹介する。

15分

友だちになったじゃがいもの絵と
気づきを付せん1枚に1つずつ書
き、
グループ内で模造紙に描い
た じゃがいもの木 の根っこの
部分に貼る。

10分

10分

〈ふりかえり〉リレー発表
じゃがいもを1つ手渡し、受け取った人は じゃがいも君
と友だちになれたか を発表する。
「友だちになれた（なれなかった）」→それはなぜ？
発表後は次の人へじゃがいもを渡し、全員が発表するま
で繰り返す。
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ファシリテーターの説明／学習者の動き

留意点・備考

15分

〈導入〉アイスブレーク
全員で自己紹介をする。
（１人30秒以内）
・名前
・今の気持ちを表す色／その理由

60分

〈展開〉
名札の裏に書いてある番号により、4つのグループを作る。
※受付で名札を作成してもらう時に、
あらかじめ用紙の裏
に1から4までの番号を書いておき、
ランダムに選んで
もらう。

5分

10分

テーブルマネージャーを配置する。

タイムキーパーにより発表時間を厳
守する。

若者（20歳前後）についての連想やイメージをポストイッ
ト1枚に1つずつ表す。
文字で書く・絵を描く・雑誌の切り抜きを貼るなど

1人2分程度、全員が同じくらいの時
間で発表できるように。

15分

グループ内で の付せんを模造紙に貼りながら、若者を2
つのタイプに分ける。
肯定的なイメージ ／ 否定的なイメージ

じゃがいもの木 の根っこにある
のがグループ内の気づき。

20分

グループごとに分類した理由等について発表する。
（1グループ5分）

他の人達の気づきや感想は、付せ
んの色を変えたり、葉の部分や根っ
こにつなげるなど、貼り方を工夫する。

発表（ギャラリーウォーク（→p.22））
他グループの人たちの感想を付
せんに書いてもらい、
じゃがいも
の木に貼る。

大人より子どもの方が素直にできそう。大人も
子どもになったつもりでやってみるといいのかも。

グループに子どもと大人が2〜3人
ずつ混ざるようにする。

時間

コミュニケーションのきっかけやコツ、
答えなどを問いかける。

「絵合わせ」
もじゃがいもの絵を使うとか、
じゃがいも君に顔を描いてあげるのも面
白いですね。

10分

15分

全体で意見交換を行う。

思いつくままに挙げてもらう。
・自分では否定的なイメージを持っ
ていても、グループ内で肯定的な
意見が出るかもしれない。
・1つの項目が両方のイメージにあ
てはまってもよい。
・言葉を置き換えながら分けてもよい。

若者に対して持っていたイメージを
広げていく。

〈ふりかえり〉
ふりかえりシートに記入する。

・自己紹介で言った色／その理由
・今の色／その理由
・若者に対して気づいたこと
（全体的な気づき）
他の人に自分のシートを読んでもらい、意見・感想を記入し
てもらう。
若者に対する固定観念に気がつく。

良いイメージ、悪いイメージを考えることで、
自分自
身をもふりかえることができて、気づきは大きいと思
う。参加者に若者が入っているときっと面白い。

講座名が気に入った。
気持ちの変化を色に置き換えるのはとてもいい
ですね。
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第2章 「じ・ん・け・んワークショップ」を作ろう！

妻って？ 夫って？

1

グループ名：金木犀

八戸会場

「妻」、
「夫」という言葉のイメージを手がかりに、夫婦間の距離、価値観の違い、つ
ながりについて気づく。
ね ら い お互いの距離を大切に
対 象・人 数 既婚者／20名
準 備 物 付せん、色マジック、
サインペン、模造紙
展 開 計 画 【所要時間:80分】

時間

ファシリテーターの説明／学習者の動き

10分

〈導入〉
1 アイスブレーク：大そうじ（フルーツバスケット）
家庭生活での掃除の場面から出題する。
2 グループ分け：
①結婚記念日チェーンを作る。
②順番に四季を言い、季節ごとに分かれ4つのグループ
を作る。

55分
10分
5分
10分
20分
10分

15分

〈展開〉
1 グループごとに、
「妻って？」
「夫って？」から連想する言葉・
ものを付せんに書き出す。
2 夫・妻別に共通のものをまとめ、イメージする言葉でまと
める。
3 イメージ（理想）
と現実の相違点を付せんに記入する。
イメージ通り：
両方書き出す
違うところ：
4 相違点についての意見交換をしながら、短冊にまとめる。
5 発表（ギャラリーウォーク（→p.22））
〈ふりかえり〉
輪になり、感想を出し合う。
・テーブルを取り外し、椅子を持ち寄り輪になる。
・１人ずつ感想を出し合う
（１人１分以内）
夫婦の距離を 感じる →どうして？
感じない→どうして？

夫婦での参加だと面白いかも。
でも私はイヤかな？

お互いの距離というだけでなく、
相手への要望に気がつき、自分
が相手に対してどうしたらいいか
に気づくことができると思う。

参加体験型学習の場（＝ワークショップ）のプログラム例

アクティビティを
作ってみて

各会場アンケートより、アクティビティやプログ
ラムを実際に作ってみた感想を拾ってみました。

青森会場
・実際に使えるアクティビティが楽しい経験でした。ますます色々企画した
くなりました。

留意点・備考
できるだけリラックスしてもらえるように、
笑えるようなお題にする。
ex：お風呂掃除をした人？
雪囲いが済んだ人？
冷蔵庫の下を掃除したことがあ
る人？
etc…
付せんを使用する際は、男女別に色
を変える
【考えて欲しいポイント】
・妻側の要求と夫側の要求との違い
・お互いの距離（違い・価値観）はどう
か
自分は？／相手は？
じゃあ2人では？
・家庭生活の基本になる、つながりや
絆の大切さ

タイムキーパーにより発表時間を厳
守する

・何もないところから学習プログラムのすべてを考えるには時間もなく、意
見も時間があればもっとよいものが出たかもしれないと思うと少し残念な
気もしました。半日ずつ２日間くらいが良かったかと思いました。
・今まで誰かの計画したものにだけ参加して勉強してきましたが、これから
は自分で計画したワークを開いていけたらと思いました。
・経験不足の者にとっては、課題を見つけることがむずかしく、テーマ（具
体的）を与えて欲しいです。
・自分で考える時間が多く、良かったです。

・初めての作業でしたが、仲間がいたおかげで少しずつ形になっていく作業
がとても充実していました。まだ未熟なので出来上がったアクティビティ
は幼稚でしたが、私にとっては十分でした。
・一つのアクティビティから何とおりものアクティビティが生まれておもし
ろかった。
・グループのみなさんでいろいろ話しているとさまざま案が出て、大変参考
になりました。ハンドブックのアクティビティを発展させるのもおもしろ
いと思いました。
・他のグループが考えたことはなかなか理解できないということがわかった。
やはり一つのことを話し合っていく中で、共通に思うこと、わかることが
あるんだと思った。
・話し合う中で、自分の中でも考え方、方向性がもやもやしていたものが、
あぁそうかと納得できた。
・毎回感じるのですが、回を積み重ねる大切さを感じます。企画って難しい
です。

八戸会場
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2 「ワークショップ」の作り方

２「ワークショップ」の作り方

（２）
「じ･ん･け･んワークショップ」企画の基本的な手順
人権感覚・人権意識を高めるための「じ･ん･け･んワークショップ」。どんな手順で作っていったらい

（１）もういちど確認....「ワークショップ」って？
参加体験型学習の場（＝ワークショップ）の企画については、
『基礎編』でも触れています（p.27

いのでしょうか。企画のおおまかな手順を示します。
「プログラムシート様式」
（p.38）及び「アクティビティシート様式」
（p.39）
も合わせてご覧ください。

が、
ここでは、
より実践的に、
ワークショップの企画、組み立て方について考えたいと思います。
〜）
その前に、
「ワークショップ」の意味を再度確認しておきます。
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」
（→p.１）において、
桜井高志さんがワークショップをとて
もわかりやすい形で説明してくださいました。
「ワーク」は「仕事」、
「作業」、
「働
ワーク >>仕事、働く
く」
という意味だが、
ワークショップでは、
ワークショップ
「仕事」をするのは「学習者」である。 学習者が主体となって学ぶ
「ショップ」は「お店」。ワークショッ
物々交換の場
プでは「商品」を出すのはやはり「学
学びを交換し、
ショップ >>お店
習者」である。
学びの社会を作る場、
学習者が経験や知識、
たとえば「講義」という学習方法で
『学びの市場』
考えを商品として出す
あれば、
「仕事」をするのはもっぱら「講
師」で、
「商品」や「お店」を出すのも「講師」ということになる。学習者はあくまで「お客さま」で、講
師の持つ「商品」を買うだけ。
ワークショップでは、学習者一人一人が、
自分の経験したこと、感じたことを「商品」として提供し
合う。つまり、
「物々交換」が行われる場がワークショップである。このように、学びを交換し、学びの
社会を作る場を「学びの市場」と呼んでいる。
（じ･ん･け･んファシリテーター養成講座八戸会場第２回

桜井高志さんのプログラムより）

桜井さんは、物々交換の場というより、
「フリーマーケット」に近いかもしれないともおっしゃっていま
した。
フリーマーケットでは、売り方がうまいとつい商品を買いたくなったりするものです。売り手買い手
双方のコミュニケーションにより売買が成立していくように、
ワークショップでも、学習者相互のコミュ
ニケーションにより学びのプロセスが成立していくということでしょうか。
さらに、
ワークショップにおいては、
ファシリテーターの意図によって、学習者が「強制的に商品を
作らされたり、 労働 させられる危険性もある」ので、十分気をつける必要があるということも教え
ていただきました。
くるたの

テーマを設定する
人権課題（→p.71）
を踏まえ、
プログラム全体の「テーマ」
を決めます。あわせて、
講座が目標とする
「ねらい」
を設定します。ねらいについては、
学習者を主語にした方が
（「〜について理解する」、
「〜ついての気づきを促す」
といった表現）、
よりわかりやすいものになるでしょう。

プログラムを作る
対象･定員
回数･期日･時間帯

テーマに沿って、
それぞれ
設定します。（→p.38）

プログラムの展開（アクティビティの配列）

手配する／準備する
会場の手配

講師・ファシリテーター
の依頼

テーマに沿って、適
切なアクティビティを
選び、
配列します。参 ワークショップは
一にも二にも「プロセス」
加者の「意識の流れ」
に留意しながら、
どん 桜井さん（八戸会場第２回）が繰り返しおっ
「プロセス」の大切さです。
な学習内容をどんな しゃっていたのは、
「プロセス」とは、
ここでは参加者の「学習
学習方法で展開す の過程」のことです。
るのか、
わかりやすく 結果として「何」を学んだかも大事ですが、
記してみましょう。
（→ 「どのように」学んだか、
そのプロセスを「ふ
p.38）

りかえる」ことが、
ワークショップでは何より
も大切なことです。
ワークショップのプログラムの展開を考え
る際には、参加者の「意識の流れ」を頭に
思い描きながら作るようにしましょう。

必要物品の準備
参加者の募集

アクティビティの展開計画
アクティビティごとに、
より具体的な展開計画を作ります。
会場図、準備物も含め、
できるだけ詳細な展開案を作ります。
ふりかえりの方法及び手順についても考えておきます。
（→p.39）

『基礎編』では、
「楽しい」だけではなく
「苦楽しい」ワークショップを提唱しています（p.30〜p.31）。
楽しく
「商品」をやりとりしながらも、時にはじっくり考えたり悩んだりする過程を経てこそ「いい買い物」
ができるのかもしれません。
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広報計画を立てる（→p.37）
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プログラムシート[様式]
（３）効果的な広報の工夫

プログラム名
（講座名）

「プログラムシート様式」には、
「広報計画」という欄を設けてあります。

[実施主体：

せっかくいいプログラムを作っても、想定した人数が集まらないのは大変もったいないことです。で
きるだけ多くの人にプログラムを知ってもらうためにも、綿密な「広報計画」を練りたいものです。
広報には様々な手段・方法がありますが、
ワークショップのテーマやねらいに即して、最も効果的
な広報のしかたを考えましょう。

]

テ ー マ
ね ら い
対象／定員

■ひとめを引くチラシやポスターづくり
チラシは、
「いかに手にとってもらえるか」が勝負の分かれ
目です。
「枚数」より「デザイン」。掲載する内容が決まった
ら、字の大きさ、書体、文字数、
イラスト、全体のレイアウトと
いったデザインに気を配り、
「見やすくひとめを引くチラシ」を
作りましょう。
最終的には印刷業者に依頼すると美しく仕上げることが
できますが、最近はパソコンを使って割と簡単にチラシのデ
ザインや印刷ができるようになってきています。また、
「手書き」
のチラシもあたたかみがあって、捨てがたいものです。
「チラシづくり講座」といった講座に参加してコツをつか
むことも一つの手です。

上
手
に
作
ろ
○う
○！
講
座

期日／回数
会

場

■展開（アクティビティの配列）
回

学習テーマ
（アクティビティ名）

学習内容と学習方法

学習支援者

留意点・備考

■マスコミの利用
新聞、
テレビ、
ラジオといったマスコミによる広報は大きな
周知・集客効果を生みます。
団体等であれば、
ふだんからマスコミに対して、
自分たちの
活動内容をこまめに宣伝しておくことも大切です。
また、必ずしも「マスコミ向け」という意味だけではなく、
ワ
ークショップのねらいや内容、期待する成果などを端的に説
明できるようにしておくことも必要です。

■クチコミ
チラシはあちこちにおいてもらった、
マスコミにもインター
ネットにも情報を流した。
…でもやっぱり最後の決め手は「クチコミ」です。ふだん
から、
いざという時に頼れる仲間とのネットワークづくりに努
めましょう。
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■広報計画
※ちらし・ポスターの作成・配布、
マスコミへの報道依頼、
その他
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アクティビティシート[様式]

じ･ん･け･んワークショップ
企画のコツって何だろう？

アクティビティ名
【会場図】

対象・人数
ね ら い
（どんな気づき？）

人権学習モデル講座（→p.7）を企画
した県内３ヶ所の協議会事務局の
皆さんにお集まりいただき、ワークシ
ョップの企画について話し合ってい
ただきました。

出席者
準備する物

展 開 計 画 【所要時間：
時 間

分】

ファシリテーターの説明／学習者の動き

留意点・備考

小笠原秀樹

五所川原市人権教育･学習推進協議会

野呂美奈子

五所川原市人権教育･学習推進協議会

工藤恵美子

八戸市人権教育･学習推進協議会

佐々木 禎

八戸市人権教育･学習推進協議会

小川 千恵

むつ市人権教育･学習推進協議会

三上 公子

青森県人権教育･学習推進調査研究委員会

（特定非営利活動法人ＮＰＯ推進青森会議事務局長）
（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）
（はちのへウィメンズアクション代表）
（八戸市教育委員会社会教育課主査）
（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）
（特定非営利活動法人活き粋あさむし事務局長）
司会：青森県人権教育・学習推進協議会事務局

■モデル講座との関わり
司

ふりかえりの方法・手順

39

会：まず最初に、それぞれのモデル講座との関
わりについてお話をいただけますか。
小笠原：ＮＰＯ推進青森会議では、五所川原市教育
委員会と子どもネットワーク・すてっぷの協力
をいただきながら、
「人権とコミュニケーション」
という大命題、大きなテーマで３回の講座を
開催いたしました。
「人権問題」というような、
これまでのとらわれがちな概念に限定されずに、お互いの違いを理解する、尊重し合う、
というようなベーシックな、基本的な人権というものの意味をわかっていただくための講座
にしたつもりです。
野 呂：地元・五所川原市の団体として、会場押さえとか人集めとか、青森市にある推進会議さ
んの手が届かない部分のお手伝いをさせていただきました。ふだんから五所川原市教育
委員会の皆さんとは一緒に仕事をさせていただいていますので、比較的順調に進められ
たかなとは思いますが、時間が足りなかったりとか、協議会の事務局が青森市で遠いと
いうこともあり、なかなか連携が取れなかったという部分があって、コミュニケーションという
テーマなのにコミュニケーションが取れていなかったという反省点を元に、次につなげてい
ければいいかなと思っています。
工 藤：八戸では「私も大事・あなたも大事」というテーマで、女性の人権ということに特化して取
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り組みました。人権はもっともっと身近なものなんだということを考えていただく、気づいて

工夫をいたしました。まず人権落語、そしてまちづくり。
さらには「インター/ビュー」といった
体験を盛り込みました。
『基礎編』で紹介されているアクティビティの他に、できるだけ新し
いアクティビティを開発したいなということで、講師の皆さんとも打合せを十分にしまして、

いただく、というような目的で行いました。私ども、はちのへウィメンズアクションは、主に男
女共同参画をテーマに活動していますので、その視点に立って今回の講座を企画し、
３
回の講座で３つの段階を踏んでステップアップしていくというプログラムにしました。人権と
は何かという基礎的なことから始めて、次に女性にとって深刻な問題であるＤＶについて
学び、最後に、家庭、男女関係、地域、職場における人権を考えてみるというプログラム
です。
佐々木：八戸では、工藤さんを中心としたウィメンズアクションさんに前面に
出ていただき、モデル講座の企画、講師の選定、講座の進行など
をやっていただきました。私ども教育委員会は、市の広報紙や報道
機関への開催案内などの広報活動、会場の手配など、後方支援
の仕事をメインにさせていただきました。
小 川：私たちの「ひろば」は、障害のある子もない子ものびのび地域で生
活できるような地域づくりをしようということが目的ですので、大人
や子どもや障害のある人など多様な市民の人たちで地
域を作っていこうという時に、人権意識を一人一人が
「ちがい」を
持てる
ようなきっかけづくりができればという趣旨で始め
「分かり合う」だけでなく、
ま
した。
全体のテーマを「ちがいを豊かさに」
としましたが、
「豊かさ」まで広げる。
ちがいをお互いに分かり合うまではいけるのですが、そ
れを「豊かさ」まで広げるのはかなり難しいなというのを、
「ひろば」に集まってきている人
たちと関わる中で感じています。地域づくりの中で、自分たちの力にできるようなきっかけ
づくりができたらな、
と思って企画しました。
三 上：昨年からこの調査研究委員になりましたが、昨年は理
人権という意識が
論的なことをみんなで話し合って『基礎編』にまとめて、
なければ本当の地域
今年はさらに実践で各地で生かしてみようということで、
づくりはできない。
なるべく足を運んで各地の取り組みに参加させていた
だきました。私どものＮＰＯ（活き粋あさむし）でやってい
ることは、高齢者や子どもへの関わりを中心とした事業を通した地域づくりですが、やっぱ
り人権という意識がなければ本当の地域づくりというのはできないんだなというのが、昨
年から勉強してきてわかってきました。今回、
３会場とも違う内容で、違うものを目的として
やっているのを見て、いろんなやり方があるんだなということに気づきました。

■ワークショップ企画のコツ
司

会：３講座それぞれに特徴のあるプログラムだったと思いますが、講座を企画するにあたって
特に気をつけた点や企画のコツみたいなものがあれば教えてください。
小笠原：今回は、人権問題という狭い概念にとらわれずに、人権とコミュニケーション、様々な世代
と関わるということ、そして、普段の生活でも重要な視点なんですよ、ということで講座の

41

ちょっと違ったアプローチで行わせていただきました。
工

小

藤：参加体験型学習ではファシリテーターの役割が非常に重要だと思
うんですけれども、今回、これまで経験したことのない人にもファシリ
テーターをやってもらうことになって、
じゃあファシリテーターとはいっ
たい何なんだろうという学習会から始めて、第１回目のプログラムの
リハーサルもしました。ここは少し話しにくいとか、ここはこうしたらい
いんじゃないか、
という問題点もわかってきますし、ちょっとした自信
もついたんじゃないかと思います。
２回目以降は、講師の方にワークショップのヒントをいただいたり、あるいは実際にワークを進
めていただきました。講師に講演の内容を考えていただく際には、前回の参加者のご意
見というのをできるだけお伝えして、
じゃあワークショップはこんな感じにしましょうという形で、
進化しながらというんでしょうか、参加した方の意見や注文にできるだけ合うように進めて
いくというやり方をとりました。
ロールプレイが２回ほどありまして、かなりみなさん楽しかったというようなことをおっしゃって
いましたので、とてもよかったなと思います。中にはご自分の意見を言うことに戸惑ったと
いう方もいらしたんですけれども、周りの方に支えられて、すべての人が本当に「参加」で
きたんじゃないかなというふうに思っています。
川：対象に子どもや障害者の人たちも交えて、ということを念頭に置いていましたので、そうい
う人たちも参加できるような内容に、ということを一番工夫しました。ですから、
３回とも「と
にかく子どもと一緒にやる」、
「ぜひ、そういう形でやりたい」
とい
う講師を選ぶことはとても重要でした。
１回目は、子どもの権利条約に関して造詣が深く、実践も伴っ
ている方を講師にお願いしましたが、最初からゲームみたいな
感じで入っていき、その合い間にいろんな大切な話を入れてく
ださって、全然飽きずにみなさん楽しめるような工夫をしてくだ
さいました。子どもという視点でいろんな企画をしたことがむしろ
大人たちも楽しんでやれたようなので、仮に大人が対象だとし
ても、
もし子どもが入ったらという視点を持って企画することが
大事なのかな、と思いました。
２回目は、むつ市にも縁がある視覚障害者のシンガーソング
ライターの方に講師をお願いしました。
「トークとうた」を通して当事者の思いが参加者に感
動的に伝わり、一つのやり方としては意義深いと思いました。また、参加者が実際に目隠
しをしてのリレーなどは、障害を自分に引きつけて考えるきっかけになったと思います。
３回
目では「関わり」が人権意識なのだと学び、グループごとに「ドラマづくり」をしたことで、一
人一人のちがいが生かされ、受け入れ合うことの心地よさも実感できたと思います。
全講座とも、講師の人柄や思い入れの熱さに参加者が引き込まれたという感じでした。
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司 会：逆に、
この点は改善したいなと思う部分はありますか。

それから、市の教育委員会がお任せではなくてとてもやる気があって、それがすごいなと

小笠原：実施してみて二つ気がついたところがありまして、一つは参加者の皆さんは高齢者や女

思ったんですよ。担当の方がいつも気にしてくれていて、
「あれどうなってらんだべ」
という

性の方が多かったのですが、
もっといろんな世代の方に参加してほしかったなということ
です。
もう一つは、
「人権問題」
という興味で来られた方にと
実際に集まった参加者層
っては、この講座がどこで人権と結びつくんだろうか、という
に応じて、講座を
戸惑いがあったということです。アンケートを見ますと、なるほ
アレンジしていく。
どと納得していただいた方も多かったなとは思いますが…。
企画をする場合、できるだけ「ターゲット」を考えながら企画を
してはいくんですけども、実際に集まった皆さんに応じて、どのように講座をアレンジしてい
くのか。その辺の力量というのは相当大変だなと思っています。
司 会：たとえば五所川原の講座でやった「じゃがいもくん」のアクティビティでも、高齢者から高校
生までいろんな世代の方がいれば、それぞれにいろんな見方があっておもしろいだろうし、
参加者どうしの高め合いという意味からもいろんな層の方がいた方が学ぶことも多いのか
もしれませんね。
工 藤：参加者ということで言えば、主婦の方を主な対象として想定したので平日の昼に開催し
たわけなんですが、結果的に男性の参加は１名だけでした。女性の人権を考えるときに、
女性の側だけ変わるだけでは不十分ですから、今後はぜひ男性の参加も促していきたい
と思っています。

■側面から講座を見て…
司
野
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会：モデル講座を側面から支えたり、一参加者として参加された3人の皆さんはどんなことを
感じられましたか。
呂：ＮＰＯ推進青森会議の方が企画したということがとても大きかったと思います。行政と地
域の団体だけだとこんなにすばらしい講師は呼べなかったなというのが、私たち「すてっぷ」
をはじめみんなの共通の見解で、本当に参加された方は得をしたなという感じがしていま
す。
第１回は落語だったので、五所川原市の高齢者大学に声をかけた
ところ、年配の方々がどっと集まったんですよ。落語が終わってみ
んな帰ってしまったらどうしようということで、コーヒーを準備したとこ
ろ、みんなコーヒー飲んで残ってくれて席が足りなくなってしまった
んですよ。やっぱりお茶を出すというのは年配の人には効果的だ
と思いましたね。
２回目、
３回目は、私たちがふだん地域活動をするためにとても役に立つようなワークショッ
プだったのに、それが「人権」の講座でやっているということとの関連づけが参加者の皆
さんにあまり伝わらなかったというのが本当に残念だったと思います。全体の中で、
こういう
ことが人権とつながるんだよ、という
「つながる」というところがちょっと甘かったかなと感じ
ています。

ことをしきりに私に言うので、こういうふうにお互いの気持ちを高めながら行政と一緒にや
るのがいいんだな、とすごく感じました。次につなげていけるいい講座だったんじゃないか
なと思っています。
佐々木：先ほど工藤さんからもお話があったんですが、女性の人権ということを考える場合に、女
性だけではなくて男性の理解もなければこの問題も解決しないと思うんです。今回、男性
が一人しか参加していただけなかったということにつ
男性の理解がなければ
いては、やはり私たちの広報活動の不備といいます
女性の人権の問題は
か、みなさんに周知できなかった点もありますし、
また、
解決しない。
人権に対する考え方もやはり男性と女性でいまだに
格差があるんだなということを実感しました。
参加者の皆さんが積極的に付せんを使ったり意見を述べたりしながら人権について考え
ているのを見て、教育委員会にいる側としては、これから人権に関わるいろんな問題が増
えていく中で、そういう問題をみんなで考えて解決できるような社会にしていくために、小
学生のうちから人権について基礎的なことから学習していくことが必要だなと思いました。
三 上：参加者の方と話をしてみると、皆さんは人権ということについて、ある程度それなりにわか
っている、理屈はわかっていると思いました。ただそれが自
人権を自分のことと
分のこととして、実感としてわからない。その差を埋めるのが
して実感するのが
この人権学習だと思うんですよ。人権はこんなに大切です
人権学習。
よと教えるレベルではなく、実感するレベルが人権学習だと
思っています。だからこそ参加型の学習が必要だということを、
参加者の方を見ていても思います。
やはり、自分で本当に思ったということがないと行動は変わらない
んだな、というのもあって、本当に実感できなかった人は、雑談の
中でも「あぁ、よかった、よかった」
レベルで終わるんですけれども、
本当に実感としてわかった人というのは、話の中でも
「自分は今度
こうしてみたいな」とか、前向きになっていくというか、そういう効果
があるんだなと思っています。
あとは、講義をやったあとでワークをするというのはいい流れだなと
思うんですけども、講義をする人に誰を選ぶかということがすごく大事なんだなと感じました。
人権学習についてわかっている人でないとだめだなと。それも、研究者ということで研究
だけしている人ではなくて、ちゃんと自分自身も活動をしていて、自分自身の体験の中か
らも語れる人でないとだめだなと思いました。あと、企画をしている人たちや運営委員の人
たちとちゃんと話を組み立てていってワークショップをやれる講師でないといけないと。そう
なると、そういう講師をストックしておくことも大事になってきます。
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2 「ワークショップ」の作り方

■広報の工夫と参加者層のターゲット

たし。
チラシについては、私たちの中にも、
「人権」
という言葉をあまり入れない方がいいんじゃな

司 会：
「人集め」についてはどの講座でも苦労されたかと思うのですが、チラシの作り方も含めて、
広報の面で何か工夫されたことはありますか。
小 川：子どもたちに向けては学校にちらしを入れました。それから市の広
報にも２回にわたって人権についての文章も含めて載せてもらい、
紙面としては１頁ほとんど全部使わせてもらったというのはインパク
トとしては大きかったです。これは、市教育委員会の全面協力があ
ったからできたことで、
ありがたいことです。
「人集め」は、
誰かに声をかけたときに「あ、市政だよ
日頃のネットワーク
りに載っていたあれね」
というのがあって、
がモノを言う。
チラシだけよりも、バックに市の広報があるっていうのがなんか
すごくいいわけなんですね。チラシを見て問い合わせしてくれるという人は滅多にいなくて、
それよりも、個別にあたったときに強みになるような、そんな効果をねらっています。あと、む
つにＦＭアジュールというＦＭ放送局があって生出演させてもらったり、広報も３回くらい流
してもらいました。
日頃のネットワークがいざというときに生かされることはすごくありますね。
三 上：私は、小川さんは前々から「活動するファシリテーター」だなとすごく尊敬しているんです。
今回も
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座を受けることができてよかった」て言ってる
んですが、ちゃんと自分の仲間に声をかけて、
「養成講座に行こう」という行動があって、
それがまた次につながっている。小川さんの頭の中では、いろいろ人に影響を与えていく
仕組みがちゃんとできているんだな、というふうに思っています。小川さんのことを学べば
もっと多くをみんな学べるんじゃないかと思いますよ。むつの講座にいろんな世代の人が
集まったのも、ただばらまきの広報ではなくて、たぶんトントンと呼びかけて集めたんじゃな
いかな、と思っているんですよ。身内でもいいんですよ。自分の家族でも知り合いでもよく
て、でもその場に参加した人どうしはあまり知らなか
いろんな世代の人が
ったりする感じじゃないですか。だから、個人的なル
いた方が、構えずに
ートでもいいので、まず来てもらうことが大事で、いろ
話ができるみたい。
んな世代がいると、私も参加して話しやすかったし、
何言ってもいいよね、という雰囲気があって、子ども
から年配の方までいると、ちがってあたりまえだという感じがあってすごくよかったです。た
とえば女性だけ、となると、ちがうことを言ったときに「え〜、変だ」って思われるのがイヤだ
というのがすごく大きいんだな、
というのに気がつきました。特に、ロールプレイをやったとき
に、いろんな世代がいる方が自分をさらけ出せるし、逆に自分に近いような人がいると恥
ずかしくて本音がなかなか言えないというのを、自分自身体験して思いました。
工 藤：教育委員会と一緒にやれるというのは、バックアップがあるということで、堂々といろんな
場所で宣伝でき、
とてもよかったなと思っています。
「教育委員会と一緒にやっているんで
す」と言うと、それだけでもうパスという感じで、いろんな所にチラシも置いていただけまし
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いかという意見がありました。全く入れない方がいいんじゃないかという案もあったんです
けども、入れないで人を呼んでこれは人権学習会だったんだよと言うのも、ちょっとなんか
だましてるみたいな気もしたので、ここは小さくても入れておいた方がいいんじゃないかな
と思って入れました。でも実際には、
「人権ねぇ…」ということで、なかなか「参加します」と
いう答えがなかったのも事実です。
フォローアップアンケートを見ると、過半数の人が「友達に誘われて」参加したと答えていま
した。三上さんがおっしゃったように、
トントンと肩を叩いて、
「来てみない？」という誘い方を
するのがやっぱり一番効果的なのかなと思いました。先ほどから対象者をどうするかという
お話が出ていますが、私たちの仲間から人権意識を高めていかなきゃいけないということ
を考えれば、自分たちの身の回りから固めていくというのが実は一番いいのかなと思いま
すね。広報にしても、人脈を利用するというのが一番効果的だと思います。
小笠原：伝えると伝わるって非常に違うと思うんですよね。チラシをまいただ
けだと伝えるっていうところで留まってしまうんですが、そこを共感
するレベルまでもっていくことが大切なんじゃないかと。先ほど三上
さんのお話に「教える」から
「実感する」
というレベルに持っていくと
いう話がありましたが、広報も同様で、やはり
「伝わる」ためには、
つながりのあるところから広げていくことが必要だなと実感していま
す。あとは、
「人権」という言葉と「ワーク
企画者の思いが
ショップ」という言葉に非常に引いてしまうところがあって、特に
「伝わる」ような
高齢の方ですと
「カタカナわがんねぇじゃー」となってしまいがち
チラシを作る。
です。また、チラシのレイアウトについても、どう見せていくのか、
どう惹きつけるのかというのは広報のベーシックな話ですので、
その辺の打合せに十分時間をかけるべきだったなというのが大きな反省ですね。

■「じ･ん･け･んワークショップ」へのアドバイス
司
小

会：最後に、これからの人権学習やワークショップについて、一言ずつアドバイスをお願いしま
す。
川：まず、先ほど三上さんもおっしゃっていましたが、講師の人選のためには、日頃のアンテナ
とかネットワークとかをしっかり作るということしかないのかなと思っています。
もう一つは、
企画をそのときの企画で終わらせるのではなくて、今後にどうつなげるかということをしっ
かりと考えて企画を練ること。これは何の企画に関し
講座を作ることで
てもいえるわけですけども、例えば今回、市教委の
参加者とのつながりも
人たちと一緒に打合せを何回かしながらやったことで、
見えてくる。
これから私たちの活動に具体的につながることがど
んどん見えてきているんです。それから、
もちろん参
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加者の人たちともこれっきりで終わりじゃなくて、その地域の中に広めるって意味で今後も
つながりを持てるように、何か工夫をしていく必要もあると思っています。
佐々木：人権は幅が広いんですが、どのようなことにターゲットをしぼっていって、どのような企画で
やっていくかということがまず重要になってくると思う
んですよね。幅広く参加者を集めることも大切なの
かもしれませんが、人権課題ごとにそれぞれターゲッ
トをある一点にしぼって企画をすることも必要ではな
いかと思います。
人権というと、どうしても堅苦しくてみんな身構えてし
まうので、言い換えることができるようなやんわりとし
た言葉が新しく作れれば、
もうちょっと参加しやすく
なってくるんじゃないかなというようなイメージを持っ
ています。
工 藤：講師の選定はすごく大事なことなので、自分のアンテナを高くしておくことと、人権だから
人権の専門家しか話ができないかというと、そういうことでもないんだと考えた方がいいと
思っています。
それから、今回の講座のように、大人の学習会を企画するときに、自分たちが教えるんだと
か、企画してあげてるんだとか、そういう気持ちではなく、自分たちもこの企画を通して学
んでいくんだというような考え方を持てば、わり
大人の学習会を企画する時は、
と気楽にできるような気がしました。失敗しちゃ
企画者自らが学ぼうという
いけないとか、うまくやらなきゃとか思い始める
姿勢を持てば、気がラクになる。
ととてもやりにくくなると思うので、これを機会に
私たちが人権について一緒に考えていくんだ、
という姿勢を持つことが、
うまく企画をするポイントじゃないかなと思います。
野 呂：私たちの団体は子どもをキーワードに地域とのネットワークを作るというスタンスをもって日々
活動しています。子どもは未来だと思うんです。なので、今回の関わりをきっかけに、人権
のことをぜひ子どもたちに伝えていきたいなと思っています。
もし次の企画に関わる機会が
あれば、子どもたちを対象として、遊びながら楽しく人権というのはこういうことなんだよと
体感してもらえるような企画をぜひしたいなと思っています。
また、そのためにはやっぱり行政の力が大きいと思うので行政の方と一緒にやりたいです。
私は常にそう思っています。ただ行政は地域と少
し隔たりがあるので、そこをつなげていって、プラス
行政と一緒にやる時は、
面を広げていけるような役割を担いたいなと思っ
視点をどこに置くかを
ています。視点をどこに置くかというのをきちっと明
明確にした上で、
確にして、みんなが共通の認識としていくのと、お
役割分担をきちんとする。
互いの得意分野というか、役割分担を明確にして
進めていく必要性をすごく感じています。私たちも、これから人権のことについてもっと勉
強しながら子どもたちを育てていきたいなというふうに思っています。
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小笠原：今回の講座は様々なチャレンジだったと思うんですね。こういった講座もあります、こういっ
たアクティビティもあります、というようなチ
ャレンジだと思っています。それが、人権

人権学習や参加体験型学習には
いろんなやり方があるので、
「まずやってみてください」。

という観点からすると、
「え、これ人権？」
と
いう見方、評価が出てきた、これは正直
なところだと思うんですね。
しかしながら、
ハンドブックに掲載されているものや、皆さんがこれまでやってこられた講座が、実は様々
なやり方を提示しているということなんですね。多様なやり方がある、決して一つではない
んだということなので、まず企画してみてください、やってみてください、ということが必要
ではないかなと思います。テーブルマネージャーでもファシリテーターでも、やはり経験が蓄
積されることによって育っていくということがあると思いますので、まずやってみてほしいな
と思っています。
もう一つは、これから講師に成り得る方というのは、ファシリテーターとして
の経験と
「心」があるということだと思うんです。将来的にそういった人たちが伝え手になっ
ていく可能性があると。そういった伝え手がどんどん社会に出て行って、人権や地域づく
りに関して話を伝えていくということが、非常に重要になってくると思います。そういった方々
を育てることが我々団体にとっても必要であると考えています。
三 上：このハンドブックの最後にも載っていますが、青森県の特徴として「人権とコミュニケーショ
ン」という方向性が言われています。他県、特
に東京の方から、
「青森県はコミュニケーション
「相手を知らなければ
能力が足りないね。
」
と言われてハッと思うこと
自分を知ることもできない」
があります。ただ一方的にアピールして「こうい
ということを経験する。
うのがあります」というだけでなくて、本当に伝
えようとしているのか、いいものに気がつかないとか、自分自身に気がつかないというのは、
これまでの人権教育のなさが影響しているのかなと思っています。相手を知らなければ自
分を知ることもできないんだということを、人権学習を通してみんなが経験していけばいい
なと思っています。そこに気がつかないと、自分をアピールすることも青森県をアピールす
ることもできないんじゃないかなと思っていて、人権学習は、いろんな分野につながるんだ
なと思っています。
団体の活動の初期に、
その意味では、今、いろんな市民活動団体が増えてきて
人権学習のプログラムを
いますが、その活動の初期に、人権学習のプログラムを
取り入れてみたら？
取り入れたものをやってみてくださいよというふうな提供
の仕方ってすごく大事なんじゃないかなと思っています。
どういうふうに組織を作っていこうかとか、どうやって人に呼びかけていこうかというときに
最初に必要な学習プログラムなんじゃないかなと思っています。今は、ちょうどそういうもの
を必要としている時期じゃないんでしょうか。
司 会：皆さん、今日はたくさんの貴重なお話をありがとうございました。
（平成18年2月、青森アラスカ会館にて収録）
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第3章

1 ファシリテーターの意味と役割

あなたもファシリテーターになれる

１
１ 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」
「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＝学習ユニット）
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。
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」
（→p.1）の参加
者の中には、
「自分にはとてもファシリテーターなんてできそう
もない」という声もありましたが、確かにファシリテーターは誰
でもすぐにできるというものではありません。ワークショップの
プログラムを企画したり、
アクティビティを効果的に展開したりできる能力が必要ですし、素質的なも
のも多分に影響するかもしれません。
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」
（八戸会
で、平間恵美さんが、
こんなお話しをしてくだ
場第４回）

また、
『参加型人権教育・啓発ハンドブック ワークショップは技より心』
（財団法人人権教育啓発推
進センター、2000年）の冒頭にはこんな一文があります。

「心」を土台にしてコツコツ経験を重ねれば、技術も持ち味もそのうち自然に身について、
「あ
なたらしさ」のあるワークショップが生まれてきます。
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から。

（2）ファシリテーターの持つ「危険性」
筑波大学教授、福田弘先生が次のようなお話しをされています。
ファシリテーターとか指導者の方が、
このアクティビティは何を目指してやるものかということをき
ちっととらえておきませんと、いわゆるお遊びで終わるという危険性もあるわけです。おもしろかっ
た、楽しく人権学習ができたという言葉はありますが、楽しくというのはきちっと考えてみるとやは
り語弊のある言葉とも言えなくはないのです。人権侵害は当事者にとっては本当に大変な問題
です。それを楽しくとは何事だと、
そういうような反応を聞いたこともあります。ファシリテーターと
か指導する側は、実はそれが目的ではなくて、
まさに学習者に人権感覚をはぐくんでいただく、
そ
のためにやるわけであって、
きちっとした目的があるわけです。
（中略）
そういう視点を失ってしま
いますと、
まあ楽しくやった、活動的にやったということで満足してしまうことになる。

さいました。
平成１７年度全国人権教育担当者研究協議会

これまでの講師の皆さんがおっしゃっていたよう
に、その人によってやり方がいろいろあります。そ
れぞれの「らしさ」を出すことが大事ではないかと
思っています。たとえば、私自身、講座の中に「読
み聞かせ」を入れることはできないかと考え、
やっ
てみたことがありますが、
とても新鮮な感じがしました。あまり構えないで、
「自分のできること」を入
れてみることが大切ではないでしょうか。
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特別講演「人権に関する知的理解の増進と人権感覚の育成について」より
（同研究協議会『報告書』より抜粋）

ワークショップを「楽しいお遊び」の場に終わらせず、学習の過程の中で人権について深く考えた
り、他の参加者と意見を交わしたりする経験をすることによって、
より深みのある「気づき」が得られるのではないでしょうか。
そんなワークショップを創り出すために、福田先生が指摘さ
れているように、
ファシリテーターには「人権感覚をはぐくんで
いただく」という「きちっとした目的」を持って臨むことが大切
です。
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また、桜井さん（八戸会場第２回）は、
「参加型」と言
いながら、参加者に考えさせない、つまりファシリテ
ーターが自分の考えを押しつけてしまうようなワーク
ショップも見られると指摘されていました。
例えば、人権学習の分野では早くから知られてい
た「息子よ息子！」というアクティビティを実際に行
いながら、
このアクティビティがともすれば「たった一
つの気づき」だけを導くものと思わせてしまう危険
性を指摘されました。
ファシリテーターが参加者を「操る」ようなワークショップはあってはなりません。
「答」はファシリテ
ーターが持っているのではなく、
それぞれの参加者自身の中にあるのだということを改めて確認して
おきたいものです。
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1 ファシリテーターの意味と役割

（３）じ･ん･け･んファシリテーターとは？
私たちは、人権教育・学習に関わるファシリ
テーターを、特に「じ･ん･け･んファシリテーター」
と呼ぶことにしました。
『基礎編』では、人権教育・学習の目的を「人
権感覚・人権意識を高めること」としています（→
p.25）。

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。
じ･ん･け･んファシリテーターは、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とも大切です。
「心」と「技」、
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の最低限の条件と
言えるでしょう。
ところで、
「技」はある程度共通したものですが、
その使い方、出し方はそれぞれのファシリテータ
ーの工夫によって違ってきます。
「心」がファシリテーターそれぞれによって異なるのは言うまでもありません。むしろ異なっているこ
とのほうが大事です。
いずれにしても、
「心」も「技」も、大切なのは「自分らしさ」のようです。
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2 ファシリテーターの「技」と「心」

２ ファシリテーターの「技」と「心」

４「ふりかえり」の
手法を知る。

（1）ファシリテーターの「技」
ファシリテーターに求められる「技」とはどんなものがあるでしょうか？
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」
（→p.1）
で学んだことも参考にしながら、
いくつかまとめ
てみます。

１ アクティビティの
ワークショップのプログラムは、
アクティビティから構成されます（→
『基礎編』p.28）。
ファシリテーターは、全体のプログラムに沿った、
また参加者の雰囲気に合ったアクティビティを組み合わせてワークショップを展開していくこと
になります。従って、
できるだけたくさんのアクティビティを「知っていること」が大切となります。
ただ、同時に「自分らしいアクティビティ」を持っていることももっと大切です。
最初からオリジナルのアクティビティを作るのはなかなか難しいかもしれません。ワークショップ
で自分が体験したアクティビティをそのまま「真似」するのではなく、
自分なりの工夫を加えて「自
分らしいアクティビティ」に仕立てていくことから始めるのがいいのかもしれません。

企画と展開

２ 時間管理

ワークショップ全体の時間を常に念頭に置きつつ、個々のアクティビ
ティの時間配分にも十分配慮しましょう。
一つのアクティビティが予想以上に盛り上がり、時間もオーバーしてしまうこともあるかもし
れませんが、
そんな時には他のアクティビティを短縮するなどして、調整していきましょう。場
合によっては、一つのアクティビティそのものをカットする勇気も必要かもしれません。
とにかく、予定された全体の終了時間は絶対に守ることが大切です。終了後に予定を入れ
ている参加者もいます。終わりの時間はくれぐれもオーバーしないように、時間管理はしっか
り行いましょう。

各々のアクティビティで最も大切なのは「ふりかえり」です。学習

のプロセスをふりかえり、
どんな感じがしたか、
どんなことに気づいたかなどをじっくりふりかえりま
す。
一言で「ふりかえり」と言っても、
その方法は様々です。アクティビティやプログラムの内容、
あ
るいは参加者の雰囲気などにより、
ふりかえりの手法を工夫してみましょう。
廣瀬さんからご紹介いただいたふりかえりの様々な手法については、p.6に掲載しています。

からだ

５ 身体 を使って…
桜井さんは、
「ファシリテーターに
は心と技と、
もう一つ 身体 が大切」とおっしゃいました。確か
に桜井さんを見ていると、体全体を使ってファシリテートされて
いることがわかります。
桜井さんの視線、表情、身ぶり・手ぶり…、参加者との距離感。
それらの一つ一つを観察するだけでも、
いろいろなことが学べそ
うです。

６ 参加者は「話したようには聞いてくれない。
聞こえたようにしか聞いてくれない」
廣瀬さんが話してくださった言葉です。たとえば、付せん（「ポストイット」などの粘着メモ）の使
い方一つとっても、参加者の使い方は様々です。
何度も繰り返して説明することも大切ですが、
それより、実際に「見せる」ことの方が効果的だ
というお話に納得。

３ グループ分けの
ワークショップの多くの時間は「グ
ループでの話し合い」になります。
その際、男女、年齢、所属団体、居住地などに配慮したグル
ープ分けが必要となることがあります。
機械的に振り分けてもいいのですが、せっかくですからゲー
ム的な手法を使って楽しくグループ分けをしてみるのもいい
でしょう。
（→『基礎編』p.35、本書p.23）

手法を知る。
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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「技」と「心」

ワークショップでは、様々な「小道具」が活
躍します。
じ･ん･け･んファシリテーター養成講座の
講師の皆さんがお使いになっていたモノ、
ち
ょっとしたテクニックも含め、
あったら楽しい
「小道具」をいくつか紹介します。

「プリットひっつき虫」
五所川原市のモデル講座で発見したスグレもの。
幅1cmの平たい棒状になった「貼ってはがせる粘着剤」です。
切れ目からちぎって柔らかくなるまでもむと、
どんな場所でも掲示物を貼るこ
とができます。
じ･ん･け･んファシリテーター養成講座第３回では、参加者が書いた「短冊」
を壁に貼り付けるのに使いました。参加者の中にはこの感触にやみつき
になって、
いつまでももみもみしている方も…。

ダックコール
「あひるの声のする笛」です。
たとえば、話し合いの終了
時刻を告げる時の合図とし
て鳴らします。
「ぐわっ」とい
う、何ともいえないのどかな
音が雰囲気をなごませてく
れます。山本克彦さん（青森会場第１回）が使
われていました。

スヌーピーのベル
秦野さんが大事そうに
使われていた小さな鐘。
これも時間の合図に使
います。

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。

「ポストイット 強粘着」
「付せん」
（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。
これは廣瀬さんから紹介していただきました。

「模造紙

折りたたみタイプ」

「付せん」を使ったグループでの話し合いをまとめるのに欠かせないのが
模造紙ですが、丸めて持ち運ぶのにはけっこうかさばるものです。たとえば
「半分」の大きさで使いたい時も、広げて折るのも大変です。
これは、最初から折り目がついている模造紙です。たたむとＡ４判の大きさ
になります。折り目にはミシン目までついていますので、簡単に用途に応じ
た大きさにすることもできます。薄い罫線入りで、
しかもパンチで穴をあけ
て綴ることもできます。

テーブルクロス
研修会場の机（テーブル）は、得てして無機質で暖
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。

ユニバーサル資料 （Ａ３判の資料）
廣瀬さんが配ってくださった資料は、
すべてＡ３判の大きな用紙にコ
ピーされたものでした。
字が大きくて、高齢者にも読みやすい資料ということで、廣瀬さんは
ユニバーサル(デザイン)資料 と呼んでいました。資料一つにも
参加者への心配りが感じられます。
ただし、
Ａ３判にすると、
コピー代がかさみますね…。
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会場づくりのちょっとした工夫
桜井さんのワークショップは、
「スクール形式」の配置で始まりま
したが、午後のプログラムは、桜井さんの指示で、真正面を向い
ていた机を「30度」だけ内側に向けることから始まりました。
すると、
それまで真横にいた参加者が、斜め前に見えてきます。
お互いの顔が見える位置にいることによる安心感が生まれ、
「学
び合い」の雰囲気が一層深まったような気がしました。
また、
ワークショップの始まる前・休憩時間・終了後には、会場に静かな音楽を流すのも雰囲気
をやわらげてくれます。参加者どうしのおしゃべりの妨げにならないよう、音量には十分留意しまし
ょう。
ちょっとした気遣いで、
「学び合いの場」にふさわしい会場とすることができます。
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2 ファシリテーターの「技」と「心」

（２）ファシリテーターの「心」

態度で接することが大切です。

■ポジションパワーとパーソナルパワー

大人の学習者の特徴

ファシリテーターも、
「人に影響を与える」という
意味では、
リーダーの一つの形態であると言えます。
山本克彦さん（青森会場第１回）は、
リーダーの持
つ二つの力のお話をしてくださいました。
一つは「ポジションパワー」で、
その人の「立場」
が持つ力です。たとえば、会社の「課長」とか、家庭
における「おかあさん」といった、
その人が置かれて
いる立場自体が持つ力です。その立場にさえあれば、
誰でも行使できる力と言えるでしょう。
もう一つは「パーソナルパワー」、つまりその人自
身が持つ力です。こちらは表向きの「立場」ではなく、
むしろ内面的な資質、人格や人柄に左右され
ます。ファシリテーターは、
ポジションパワーより、
パーソナルパワーの方が強く出ると言えます。
「立場」
による影響力は、
ワークショップにはそぐわないものです。
ただし、パーソナルパワーは、
すぐには身につきません。人との信頼関係で培われていくものです。
ファシリテーターの「心」を育てることは、
すなわち、パーソナルパワーをゆっくりと身につけていくこと
にほかなりません。
■「大人の学習者」を知る

１ 経験を持つ
２

プライドもあるけど
「不安」もある

３ 「自己決定的」である

ファシリテーターは…
学習者の経験を尊重し、
それをお互いに共有
できるようにする。
学習者の不安を取り除くようにする。
「教える」のではなく、学習者が自己決定する
ことを助ける。

このような「大人の学習者」の特徴を踏まえた上で、
フ
ァシリテーターは「市民」自らが務めるべきだと廣瀬さんは
おっしゃいます。もちろん誰でも最初からうまくファシリテー
ターが務まるわけではありません。廣瀬さん曰く、
「最初は
必ず失敗する」。
しかし、
「３回目には必ずうまくいく」。
なんだかほっとする言葉です。
じ･ん･け･んファシリテーター養成講座でも紹介したよ
うに、参加体験型学習、
ワークショップ、
ファシリテーター
に関する資料や本はたくさん出ています。
しかし、
いくら多くの参考文献を読んでも、実際にやってみないことにはファシリテーターとして成
長することはできません。最初の一歩を踏み出すのは勇気がいることですが、
「最初の失敗」を恐れ
ず経験することが、
「心」が伴ったファシリテーターへの第一歩となるのかもしれません。

一部のワークショップを除いて、
ファシリテーターが
相対するのはほとんどが「大人」です。大人の学習者
は、子どもとは違った特徴を持っています。
廣瀬さん（八戸会場第１回）は、
ファシリテーターは「大
人の学習者」の特徴をきちんと知っておくことが大切
だとおっしゃいました。
たとえば、
「大人の学習者はそれぞれに多様な生
活経験、人生体験を持つ」。ファシリテーターは、
それ
らの経験を尊重し、
うまく引き出して参加者がお互い
に共有できるようにすることが大切です。
「大人の学習者は、
プライドの裏側に不安を抱えている」。
したがって、
ファシリテーターはまずそ
の不安を取り除いてあげることが必要です。
また、
「大人の学習者は 自己決定的 であろうとする」。実際に 自己決定的 、
つまり主体的・
積極的に学習活動に参加する学習者であるかは別としても、 自己決定的 であろうとする大人の
学習者に対して、
ファシリテーターは「教える」のではなく、学習者が自己決定することを助けるという
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ファシリテーターの「心」は、参加者の「心」にも何
かしら響くものがあるはずです。
ファシリテーターや他の参加者が自分を「大人」と
して認めてくれているなと感じる。その場にいる誰もが
一人も欠けることなく認め合える。それは、伝え合う言
葉の使い方一つ一つに表れてくるものではありますが、
まずファシリテーター自身が「自分らしい心」を出せれば、
自然とそんなワークショップになるのではな
いでしょうか。
心と心が共鳴するようなワークショップ。
そんなワークショップができたらいいですね。
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3 こんなファシリテーターになりたい

３ こんなファシリテーターになりたい

「短冊」に書き出された両会場合わせて23個の「ファシリテーター像」を、
「心」と「技」を
キーワードとして、
さらに分類してみました。

（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」

「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」第４回では、
「ファシリテーターの条件」につい
て考えました。グループごとに、
これまでの講座をふりかえりながら、
自分自身がこんなファシリ
テーターになりたいという思いも含めて、
「ファシリテーターの条件」を挙げてみました。
各グループから出された「条件」は、短冊状の紙に書いて壁に張り出し、参加者全員で共
有しました。それらをまとめたものが下の図です。

ファシリテーターを例えてみると

「引き出す」のがファシリテーター

感度のいい受信機を持ったファシリテーター

待つことができ上手に引き出す

心と技の五感でマジックするファシリテーター
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ァ直
シ
リに
テ安
ー心
タし
ーて
学
習
で
き
る

フ心
ァと
シ技
リの
テ五
ー感
タで
ーマ
ジ
ッ
ク
す
る

フス
ァポ
シン
リジ
テの
ーよ
タう
ーな
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リ添
テ乗
ー員
タの
ーよ
う
な

フお
ァ互
シい
リに
テ違
ーっ
タて
ーい
い
の
よ
！

フ出
ァ会
シい
リを
テ
ー大
タ切
ーに
す
る

太
っ
腹
な
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

フ感
ァ度
シ
リの
い
テい
ー受
タ信
ー機
を
持
っ
た
フ炉
ァば
シ
リた
テの
ーよ
タう
ーに
あ
た
た
か
な

フ知
ァ恵
シ
リと
テ愛
ーを
タ分
ーか
ち
合
う

=青森会場

フあ
ァき
シの
リこ
テな
ーい
タユ
ーー
モ
ア
の
あ
る

気仕
づ掛
きけ
をで
導ワ
くク
フワ
ァク
シさ
リせ
テて
ー
タ
ー

参加者ひとりひとりの個性を引き出しつつ
炉ばたのようにあたたかなファシリテーター
スポンジのようなファシリテーター
旅行添乗員のようなファシリテーター

フ自
ァ分
シ
リら
テし
ーさ
タを
ー表
現
で
き
る

フ話
ァし
シ
リ手
テ︑
聞
ーき
タ手
ー
が
同
じ
歩
幅
の

認
め
合
え
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
=八戸会場

全体をコントロールし全員に満足感を
もたせることができるファシリテーター
目的を持って学びを促進するファシリテーター
仕掛けでワクワクさせて
気づきを導くファシリテーター
目的を達成する為に観察できるファシリテーター

こんな雰囲気がホシイ
太っ腹なファシリテーター

観目
察的
でを
き達
る成
フす
ァ
シる
リ為
テに
ー
タ
ー

ファシリテーター

参加者同士のコミュニケーションが大切

いつもスマイルファシリテーター

出会いを大切にするファシリテーター

素直に安心して学習できるファシリテーター

話し手、聞き手が同じ歩幅のファシリテーター

自分らしさを表現できるファシリテーター

全体のムードを読みとって心配りできる
ファシリテーター

あきのこないユーモアのあるファシリテーター
知恵と愛を分かち合うファシリテーター

学び合い、認め合い、共感。
共に感じ共に学ぶファシリテーター
認め合えるファシリテーター
学び合い認め合い
共感し合えるファシリテーター

お互いに違っていいのよ！ファシリテーター

60

第3章 あなたもファシリテーターになれる

インタビュー

こ ん な 活 動 が で き まし た！
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」参加者の中には、学んだことをさっそく実
践に生かしておられる方がいます。
八戸会場に参加された工藤万里子さん（三沢市連合PTA副会長）、出河悦子さ
ん（八戸市立東中学校ＰＴＡ会長）のお二人にお話をうかがってみました。
インタビュアー：青森県人権教育･学習推進調査研究委員会 平間恵美委員

平間：お二人とも PTA 活動に熱心に取り組んでいらっしゃるわけですが、最初に、今回のじ ･ ん ･
け ･ んファシリテーター養成講座に参加された動機をお聞かせください。
工藤：県 PTA 研究大会の分科会の司会をやることになって、どういうふうに進めたらいいか悩ん
でいたところ、たまたま出河さんから誘いを受けたのがきっかけです。
出河：私も、全く同じ立場だったのですが、平間さんから誘われて、何かヒントを得られるんじゃな
いかと期待して参加しました。
平間：実際参加されてみて、私も含めて、たくさんの気づきや学びがあったと思うのですが、講
座が終わったあと、具体的にどんな活動に生きているのか教えてください。
工藤：私の場合、PTA 活動を進める上で、学んだことが本当
に役立っています。たとえば、私は学校の PTA 広報委
員会に所属しているんですが、広報委員会は敬遠され
がちで、積極的に参加してくれない人が多いのです。
講座の中で、「受け入れる」ことの大切さを学んでから、
企画会議の時は、とにかく委員の皆さんの意見を聞くよ
うに努めています。一人でも自分を受け入れてくれること
の大切さに気づいたことは、とても大きな収穫でした。
平間：それは、つまり「ファシリテーター役」に徹しようというこ
とですね。
工藤：そうですね。県の PTA 研究大会の分科会では、フロアからの意見を聞いていく時に、
「そ
れ違うんじゃないの？」と思う意見があっても、まず受け入れて、黒板に書き出していったり、
次の意見につないでいくことができたと思います。そんな場数を踏んでいくことがファシリテ
ーターとしての「技」（→ p.53）を磨くことになっていくのかなとも思っています。
出河：私は、工藤さんのように、まだ、直接活動の場でファシリテーターをやったとかではないん
ですが、たとえば、「呼ばれたい名前」（→ p.25）で呼ばれることのうれしさということから、
いろんなことを考えさせられました。子どもたちは、名前
を呼んでもらえるとうれしいし、逆に名前を間違えられる
とすごく怒ります。学校では先生が自分たちのことを「先
生はね…」とか「先生たちは…」という言い方をします。
私が感じたのは、「私が」という言い方がすごく大切な
のではないかということです。肩書きではなく、一人の「大
人」として子どもに接することの大切さをすごく感じます。
今の世の中は、とかく屁理屈ばかりがまかり通りがちで
すが、そうではなく、たとえば「子どもの前では絶対に
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他人の悪口を言わない」とか、「大人」として子どもたちをどういう考えで育てていくのかと
いう視点をしっかり持ちたいと思っていますね。
工藤：「大人」ということでは、これはワークショップではないのですが、退職する校長先生の囲
む会で余興の進行を任された時にも、この講座で学んだことがずいぶん役立ちました。あ
あいう「大人の遊び」が場の雰囲気をとても和ませてくれますね。
出河：参加型の進め方というのは、いくら口で説明しても、体験してみないことにはわかってもら
えません。とにかく体験してもらうことが大事だと思います。「隣の人と手をつないでみる」
だけで全然雰囲気が違いますから。
工藤：三沢市連合 PTA の研究大会では、企画の段階で「講演だけでなく、ワークショップをや
りたい」という声が出まして、大学の先生にお願いして、250 人の参加者を相手にワーク
ショップをしてもらい、大変好評でした。アイスブレークの手法をいくつか紹介していただい
たのですが、「話を聞く」だけで
はなく、自分で参加することがい
かにおもしろいか、楽しいかという
ことを感じてもらえたのではないか
と思っています。参加者がそれぞ
れ単 Pにそういう体験を持ち帰って、
どんどん広がっていけばいいなと
思っています。もう一つ良かった
のは、組織の「上の人」にも体
験してもらえたことです。トップに
立つ方に参加型の良さを感じて
もらえれば、その働きかけによっ
て広がっていくことも考えられます
よね。
平間：実は、「最初に出会う」ワークショップ、ファシリテーターが、その人にとって大きな意味を
持つとつくづく思うのですが…。
出河：この前参加したある大会の分科会のコーディネーターは、たぶんすごく力を持っていて、参
加型の進行もスムーズだったのですが、なんとなく態度が押しつけがましくて、自分が一番
という感じがしました。しかも、「答」を参加者に考えてもらうのではなくて、自分で言ってし
まうのです。
工藤：「ワザはあるけど、心はない」って感じですね。
出河：大人もきっと「自分探し」がしたいんですよ。いろんなワークショップ、ファシリテーターを
体験してみることも必要だなと思います。私はできるだけ「偏見のない言葉づかい」をした
いと思っています。聞いてくれている人がどういう人たちなのかをちゃんと考えて話ができれ
ばいいなと…。この講座でいろんな気づきがありましたが、これからもそれを生かした活動
ができればと思っています。
平間：お二人のお話をうかがって、受け入れてくれる場や人がいることが大切なんだなということ
が本当によくわかりました。今日は楽しいお話をありがとうございました。これからのますます
のご活躍を期待しています。

（2006 年 2 月 28 日、八戸グランドホテルにて取材）
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（２）ファシリテーターとして活動できる場
ファシリテーターの存在は、
「ファシリテート」、
つまり何かを「促
進すること」が必要とされる場において求められます。
それは、人権学習ワークショップなどの「学びの場」だけと
は限りません。町内会やＰＴＡの会議、
サークルでの話し合い、
職場での打合せなど、意外と私たちの身近な様々な場で「フ
ァシリテート」が求められることがあります。
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そんな時、
ファシリテーターとしての心構えやコツを体得しておくことが大変役に立ちます。
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」
（第４回）
では、参加者の皆さんに「ファシリテーターとし
て活動できる場」を具体的に挙げていただきました。さらに、
そのような場で活動する際に「カベ」と
なること、
また、
その「カベ」を乗り越えるための方法についても考えていただきました。
参考までに、青森・八戸両会場で出た意見をまとめた図を紹介します。
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（３）
「活動する」ファシリテーターに…

「活動」がワークショップにおけるファシリテーションに反映され、逆に、
ワークショップのファシリテ
ーションが地域での活動に影響を及ぼす。そんな循環作用を持ったファシリテーターこそ、今後求め
られるファシリテーター像と言えるのではないでしょうか。

「ファシリテーター」という単語のスペルを見てみましょう。
「act」つまり「行動する」という意味の単語が隠れていることに気
がつきます。
単なる言葉遊びかもしれませんが、
しかし、
このことにはとても大切
な意味が込められているのではないでしょうか。
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」
（青森会場第４回）
で、三上公子さんが次のようなお話を

「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」の参加者の方々も、最初は「ファシリテーター」とは「ワ
ークショップの進行役」、
「学習の場を仕切る人」というイメージが強かったようです。
しかし、何らかの形で地域の活動に携わっている方々が多かったからこそ、講座を通して、
これから
は「活動するファシリテーター」が求められることに気づかれていったようです。そして、講座終了後に、
さっそく
「行動」に移されている方もいらっしゃいます。

してくださいました。
気づきから学びへ。さらに学びから行動へ。

ワークショップという
「閉じられた」学習の
場だけにとどまらず、
フ
ァシリテーターの役割
として、
「行動」つまり、
地域づくりに関わる何
らかの活動に携わって
いることが求められると
いうわけです。
たとえば、右図に示
すように、活動の中で
のファシリテート、組織
内でのファシリテート、

「活動するファシリテーター」の姿が、
まさにその流れを表しています。

？？

？

ファシリテーターには、
ワークショップの進行役だけではなく、地域づくり活動の中心と
なることも大きな役割として求められます。ワークショップの進行役としてのファシリテータ
ーにも、
その人自身の日頃の活動が反映されます。実際の活動に基づくファシリテートの
方が説得力があります。

例）子育て支援の活動を行っているファシリテーターができること
活動の中で、
子育て中の親の
考えや悩みを
引き出す

組織（サークル等）の
活動方針等について
話し合う際メンバーの
意見を引き出す

「活動する」
ファシリテーター
組織内の学習会で
メンバーの学習を
支援する

子育てサークルの
研修会で
参加者の学習を
支援する

新しいメンバーの
勧誘や仲間づくりの際に
お互いの気持ちを
解きほぐす

act
？？？

仲間づくりのためのフ
ァシリテートなど、活動
を取り巻く様々な場面
でファシリテーターとし
て活躍できる場面が想定できます。
これらの各場面はもちろん相互に密接なつながりがありますから、
ある場面での実践が他の場面
の実践に反映されることが普通です。
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■コミュニケーションを考えるアクティビティ

１ 参加体験型アクティビティ一覧

1 じゃがいも君とお友だち

■｢権利｣と｢責任｣を考えるアクティビティ

基 p.57

1 宇宙人との交信

基 p. 2

（五所川原①）

実 p.9

2 欲しいもの・必要なもの・権利

基 p. 8

トーク
2 ブラインド・

基 p.58

3 権利と責任

基 p. 9

3 わたしメッセージで伝えよう

基 p.61

4 権利の熱気球ゲーム

実 p.15

4 10人の親しい人々

基 p.62

5 宇宙人への自己紹介ゲーム

実 p.15

ない社会
5 思いやりのある社会、

基 p.65

6 家族で避難ゲーム

実 p.15

これまで紹介あるいは体験した参加体験型のアクティビティを、場面別にまとめてみます。

6 呼ばれたい名前で名札づくり

実 p.25

なお、各アクティビティの詳細については、
それぞれのページをご覧ください。

7 相手を尊重する12の花びら

実 p.13

8 「
( アフタフバーバン」の一連のアクティビティ)

実 p.17

『気づきから学びへ─人権学習ハンドブック基礎編─』では、
モデル的に開発した参加体験型学習の
プログラム及びアクティビティを何本か紹介しています。
今年度はさらに、県内３ヶ所で実施されたモデル講座や、
「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」にお
いて、
たくさんのアクティビティを新たに学ぶことができました。

基 …『気づきから学びへ─人権学習ハンドブック基礎編─』に掲載されています。
実 …本書『学びから行動へ─人権学習ハンドブック実践編─』に掲載されています。
■｢ちがい｣と｢同じ｣を考えるアクティビティ

■グループ分けに使えるアクティビティ

■アイスブレークに使えるアクティビティ

■｢人権｣を身近に感じるためのアクティビティ

1 ちがいのちがい

基 p.12

1 新聞記事で探す人権

基 p.24

2 同じもの探し

実 p.22

2 人権ビンゴゲーム（1）

基 p.34

3 グループの共通点さがし

実 p.23

3 人権ビンゴゲーム（2）

実 p.25

1 ほめたり励ましたり

基 p.33

1 じゃんけんグルーピング

基 p.35

4 地球市民ビンゴゲーム

実 p.15

2 おにあいの頭文字

基 p.33

2 同類項さがし

基 p.35

5 会話劇を作る

実 p.14

3 10人の人とごあいさつ

実 p.21

3 絵合わせカード

実 p.23

6 非暴力の事例を集めよう

基 p.11

4 二人組み自己紹介

実 p.23

5 バースディ･チェーン(ライン)

基 p.51
実 p.21

6 イメージ他己紹介

実 p.25

7 仲間分けゲーム

実 p.9

8 インター／ビュー

実 p.11

■わかちあいに使えるアクティビティ
1 ギャラリーウォーク

実 p.22

■人権と家族・コミュニティを考えるアクティビティ
ダイヤモンドランキング

■個別の人権課題を考えるアクティビティ

基 p.53

1 「みんなが生き生きと生きられるコミュニティ」

基 p.41

1 街でよく見るマーク

基 p.42

10 ハンカチつかみ

実 p.12

2 まちあるき

実 p.10

2 知っていますか？子どもの権利条約

基 p.45

11 自己紹介ゲーム（じゃんけん肩もみ）

実 p.15

3 家族憲章を作ろう

基 p.43

3 自分とメディア

基 p.46

4

基 p.43

4 テレビの情報を読み解く

基 p.46

5 受け入れる樹

基 p.44

5 ハンセン病タイムラインづくり

基 p.47

6 家族の中での対立

基 p.44

6 HIVやエイズに関する10の質問

基 p.48

9 うれしい発見

ダイヤモンドランキング
「家族の変遷」

ロールプレイ「もしあなたがHIV感染者
・エイズ患者だったら？」

基 p.48

8 事例から考える外国人の人権

基 p.49

9 視覚障害者のスポーツ体験

実 p.16

7
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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

オピニオンカード

意見やアイディアを書き込むための付せん。

［基礎編 p.52］

か

英数字
ＤＶ

→ドメスティック・バイオレンス

学習プログラム

べた計画表のこと。学習活動が、
いつ、
どこで、
どんな材料を使って、
どのくら

［基礎編 p.14］

Ｈ
ＩＶウィルス

いの時間をかけて行われるのかといったことを具体的に示したもの。

(Human Immunodeficieney Virus) ヒト免疫不全ウイルス。
［基礎編 p.22］

ＫＪ法

ある一定のねらいのもとに、
学習活動を順序よく、
流れやつながりをもって並

学習ユニット

→アクティビティ

ギャラリーウォーク

グループ発表の形態の一つ。グループメンバーの半数が他グループ(ギャラリー)

あるテーマに関する情報や、
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

［実践編 p.22］

を見て回り、
残り半数は留守番をし、
説明したり質問に答えたりする。

んに使われているもっともポピュラーな問題解決技法。

グルーピング

組み分けすること。グループ分け。

(Non-Govermental Organization) 非政府機関や民間団体を意味する言

コーディネーター

調整役。ある事柄がより効果的に進行・達成するように調整する人。

コミュニティ

人々が共同体意識を持って共同生活を営む一定の地域、
およびその人々の

［基礎編 p.39］

ＮＧＯ

葉。
ＮＰＯ

(Non-for-Profit Organization) 営利を目的としない民間非営利組織。法人

集団。地域社会。共同体。→地域社会

格をとったものを「特定非営利活動法人」
という。
ＴＹＦＦＡ

米国・カリフォルニア州立大学で教鞭をとるミッジ・マリノ氏が開発した「心と

コミュニティ・スクール

からだの安全教育プログラム」、
いわゆる護身術。現地では「ＴＹＦＦＡセルフ
［基礎編 p.15］

ディフェンス」
として広く知られている。

コミュニティ・センター

あ

地域社会の結合の中心的役割を果たす施設。集会所・公民館・学校・図書
館・勤労福祉社会館などの類。

アイスブレーキング

参加者の「氷のように固まった気持ち」をやわらげるための自己紹介やゲー

コミュニティ・ビジネス

住民が主体の地域密着の事業活動。営利活動とボランティア活動の中間

コミュニティ・レストラン

ＮＰＯなどが地域住民の交流や地域経済の活性化、
雇用創出などを目的に

(アイスブレーク)［基礎編 p.27］ ムなどの活動。
アウトリーチ

生活の実態や学習要求を調べ、
何らかの理由で学習機会に恵まれなかった

的業態で、
各地域でさまざまな事業が行われている。

人に学習サービスの手を届かせること。
アクティビティ

学習プログラムを構成するひとまとまりの学習単位。学習ユニット。

アクティブリスニング

積極的傾聴。
「単純な受容」
「内容の再陳述」
「感情の反射」
「明確化」
と

［基礎編 p.21］

［基礎編 p.15］

アサーティブネス
［基礎編 p.59］

アパルトヘイト

いう 4つのポイントを押さえながら、
相手の意をくみ質問を繰り返す手法。

ジェンダー

エイズ＝AIDS

識字教育

エンパワーメント

教育を受ける機会が無く文字の読み書きのできないものに対して日常生活
［基礎編 p.7］

児童虐待

と様々な感染症やがんにかかりやすくなる。

に必要とされる読み書き能力をつけさせる教育。
親などの養育者によって引き起こされた子どもの心身の健康状態を損なうあ
らゆる状態をいう。身体的虐待、
性的虐待、
ネグレクト(家に閉じこめる、
病院

(Acquired Immuno Deficiency Syndrome) 後天性免疫不全症候群。
HIVに感染すると、
免疫機能が破壊されて体の抵抗力が低下し、
発病する

［基礎編 p.22］

文化的・社会的につくられた男女の差。
［基礎編 p.6］

「隔離」の意。南アフリカ共和国がかつてとっていた人種差別政策。
［基礎編 p.11］

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。参加体験型学習が行われる「場」を「ワークショップ」
と呼ぶ。

非攻撃的自己主張。相手を攻撃的に、
一方的に非難することなく、
自分の意
見を主張するコミュニケーションの取り方。

設立する新しい形態のレストラン。

さ
参加体験型学習
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地域社会と一体となって教育活動を行う学校。

［基礎編 p.21］

［基礎編 p.16］

児童憲章

に連れていかない、
食事を与えないなど)、
心理的虐待などを指す。
児童に対する正しい観念を確立し、
すべての児童の幸福と、
よい環境の中

自分が本来持っているパワーや個性を活かし、
個として生きる力を身につけ

で健全な成長を図るために定められた規定。児童福祉政策の根本理念を

ること。

示すもの。1951(昭和26)年制定。
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児童の権利に関する条約

18歳未満のすべての子どもについて人間としての尊厳を認め、
選挙権を除

同和問題

く大人と同等の権利の保障を実現することを目指す条約。(1989.11.20国連
第44回総会で採択・制定)
シミュレーション

日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分的差別により、
国民の一
［基礎編 p.24］

ドメスティック・バイオレンス

特定の状況を模擬的に体験しながら学ぶこと。

［基礎編 p.14］

部が職業や住まい、
結婚、
交際、
服装などを制限されるなどしてきた問題。
配偶者(元配偶者も含む)からの暴力。
ＤＶ(domestic violence)。

な
情報リテラシー

情報化社会でコンピューターなど情報関連技術を習得し、
積極的に情報を

ノーマライゼーション

活用することのできる能力。
人権課題

「人権教育・啓発に関する基本計画」
（平成14年3月）では、
人権擁護を推
進していく上で、
特に、
「女性」、
「子ども」、
「高齢者」、
「障害者」、
「同和問題」、

［基礎編 p.42］

は
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。

「アイヌの人々」、
「外国人」、
「HIV感染者・ハンセン病患者等」、
「刑を終え
て出所した人」、
「犯罪被害者等」、
「インターネットによる人権侵害」をめぐる
様々な人権問題が重要課題として挙げられている。
シンポジウム

［基礎編 p.39］

パネル・ディスカッション

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
［基礎編 p.39］

成人教育

に答える形で行われる討論会。

［基礎編 p.39］

６人ずつに分かれて６分間の討議をするので６
・
６式討議ともいう。
あるテーマについて異なる意見をもつ代表者数人が、
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。

バリアフリー

高齢者や身体障害者にとって障害となるものを取り除いた生活空間を指す。

ハンセン病

癩菌(らいきん)によって起こる慢性感染症。感染力は弱い。皮膚に結節・斑

成人(大人)を対象とした教育。
［基礎編 p.7］

性的マイノリティ
［基礎編 p.24］

セルフエスティーム

紋ができ、
その部分に知覚麻痺がある。かつては不治の病とされたが、
治療

自分の性に違和感を持つ性同一性障害や同性愛など、
性的指向において
少数派とされる人々。
自分を好きであること、
自分を大切にすること、
自分に自信をもっていること。自

［基礎編 p.23］

ファシリテーター

薬の出現により治療可能となった。
もとは「ファシリテート(＝容易にする、
促す)」する人、
「促進者」
という意味。
ワー

己尊重の感情。

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

→ランキング

る役割を果たす。

た

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

ダイヤモンドランキング
［基礎編 p.39］

男女共同参画社会

公開の討論会を総称。
シンポジウムやパネルによる討議法を用いる例が多い。

ふりかえり

参加者それぞれに何を学んだか、
学習を通じてどう感じたかをふりかえる。
⇔わかちあい

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とした
法律。1999(平成11)年6月制定・施行。

地域社会

フォーラム
女性と男性が、
互いに人権を尊重しつつ、
喜びも責任も分かち合い、
性別に
かかわりなく、
その個性と能力を十分に発揮することができる社会。

男女共同参画社会基本法

ブレーンストーミング

ディスカッション

討論。討議。

［基礎編 p.39］

あるテーマについて相対する二組が、
一定のルールに従って討論を行い、
主
［基礎編 p.39］

テーブルマネージャー

張の理論性、
実証性を競うゲーム的な討議法。

［基礎編 p.50］

ミラリング

グループ討議での進行役。グループごとにおかれる。

消費者の動向や市場の分析など、
企業が製品の開発や販売に関して行う
調査。
相手の発言や行動をそのまま真似することで、
自分の行為や音声が他者に

［基礎編 p.15］

メディア
同和教育

応を起こしながら、
多くのアイディアを出し合う手法。

ま
マーケティング

ディベート

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

仲間意識を持って生活する地域的広がりで、
家庭や職場集団と並ぶ社会の
基礎集団。→コミュニティ

与える効果や意味について気づかせる手法。
手段。方法。媒体。特に、
新聞・テレビ・ラジオなどの情報媒体。

被差別部落の解放を目的とする教育。
［基礎編 p.50］

メディア・リテラシー
［基礎編 p.46］
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等生化、
等しく生きる社会の実現。障害のある人も、
一般社会で等しく普通
に生活できるようにすること。

情報活用能力。情報の受容能力、
発信能力、
情報機器の操作能力の3つが
統合された能力。→情報リテラシー
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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

３ 平成１７年度青森県人権教育・学習推進事業の実施概要

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
［基礎編 p.39］

１ 青森県人権教育・学習推進調査研究委員会の設置

理的に分析できる。

や・ら・わ

(1) 委員 10名（委員名簿はp.78に掲載）

ユニバーサル・デザイン

障害者・高齢者・健常者の区別なしに、
すべての人が使いやすいように製品・
建物・環境などをデザインすること。

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

(ダイヤモンドランキング)

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

［基礎編 p.39］

リテラシー

(2) 会議の概要
回
第１回

順位付けをし、
その根拠を示しながら討議する手法。
読み書き能力。
また、
ある分野に関する知識やそれを活用する能力。

ロールプレイ

(1) 青森県人権教育・学習推進事業について

13:00〜15:00

(2) 調査研究委員会の役割及び進め方について

県警本部６階

(3)「ファシリテーター養成講座」のプログラム企画及

教育委員会室

「ロール」は役割、
「プレイ」は演技の意。学習の内容に応じた場面設定(シチュ

わかちあい

び運営について

啓発について
(6)『人権学習ハンドブック実践編』について

考えや意見について理解を深めることができる。
参加体験型学習が行われる場。学習者が相互に学び合う過程を通して、
気

9名

(5）参加体験型学習プログラム、
アクティビティの普及・

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
［基礎編 p.39］

出席数

(4) モデル講座のプログラム評価について

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

ワークショップ

案 件 等

日時及び会場
平成１７年７月１９日(火)

第２回 １２月６日(火)

づきや発見が促される場。

13:30〜15:30

グループの中で「ふりかえり」の結果について話し合うこと。
シェアリング。

県庁北棟２階Ｂ会議室

(1)「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」の実施概

10名

要について
(2) 調査研究モデル事業の聞き取り調査について
(3)『人権学習ハンドブック実践編』について

⇔ふりかえり
第３回

平成１８年１月２４日(火)

『人権学習ハンドブック実践編』について

8名

13:30〜15:30
県庁北棟５階Ａ会議室
第４回 ２月１６日(木)
10:00〜12:30

(1) 人権学習推進調査研究モデル事業について

8名

(2)『人権学習ハンドブック実践編』について

青森アラスカ会館
第５回 ３月８日(水)

(1) モデル講座のプログラム評価について

10:30〜12:00

(2)『人権学習ハンドブック実践編』について

青森アラスカ会館

(3) 平成18年度事業計画について

９名

(3) 調査研究内容
① ファシリテーター養成講座のプログラム企画及び運営
② 県内３地域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
（学習ユニット）の普及・啓発
④『人権学習ハンドブック実践編』の執筆・作成
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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）

４『気づきから学びへ─人権学習ハンドブック基礎編─』目次

<委託先>

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。

・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ＮＰＯ推進青森会議により組織）
・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）
・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）
<事業内容>
①モデル講座の実施 ※各講座の概要についてはp.7〜に掲載
②モデル講座の評価
③調査研究報告書の作成

３「じ･ん･け･んファシリテーター養成講座」の開催
◆ねらい：ファシリテート
（参加型学習において学習者を主体とする学びを促進すること）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の場におけるファシリテーターの
養成を図る。
◆対 象：県内の団体等の代表
◆日程及びプログラム
→p.1 に掲載
◆講座内容及び成果
→本文中に適宜掲載

４「人権学習ハンドブック実践編」の作成
タイトル『学びから行動へ─人権学習ハンドブック実践編─』
（本書）

(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」

(3)参加体験型学習に
「慣れていく」
くるた の
(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〜」

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

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。
3 他人の靴をはいて (In other people's shoes)
コラム 「モデル講座を実施して」
(1) 偏見と差別
(4)モデル講座のプログラム評価から見えてきた課題
アクティビティ4 非暴力の事例を集めよう
広げる 第３章 コミュニケーションと人権
(2) 他人の身になってみること
1 心をつなぐコミュニケーション
アクティビティ5 ちがいのちがい
(1)人権感覚でつなぐコミュニケーション
4 具体的に人権をめぐる課題を見てみましょう。
アクティビティ7 じゃがいも君とお友だち
トーク
(1)女性の人権
アクティビティ8 ブラインド・
と女性の人権」
コラム 「コミュニケーションと人権」
コラム 「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）
(2) わたしメッセージ とは？
(2)子どもの人権
アクティビティ9 わたしメッセージで伝えよう
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
アクティビティ10 10人の親しい人々
コラム 「障害者の人権」
2 人権感覚・人権意識を育てることは地域を豊かにする
(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 (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」
きる存在」
(5)感染症・難病患者等の人権
(2) 再び 他人の靴をはいて
コラム 「ハンセン病と人権」
アクティビティ11 思いやりのある社会、ない社会
(6)その他
アクティビティ6 新聞記事で探す人権
ひと

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 資 料
１ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
と
２ 参考文献一覧
(2)人権感覚を高める／育成するための学習
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 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
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青森県人権教育・学習推進調査研究委員会 委員名簿
氏

名

1 宮

職

秀 一

2 平 間 恵 美

名

弘前大学教育学部助教授
八戸子ども劇場運営委員、青森県社会教育委員、八戸市社会教育委員

3 三 上 公 子

特定非営利活動法人活き粋あさむし事務局長

4 小笠原

特定非営利活動法人ＮＰＯ推進青森会議事務局長

5 工藤

秀樹

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 春 藤 篤 子

五所川原市教育委員会生涯学習課課長補佐

8 佐々木

禎

八戸市教育委員会社会教育課主査

9 長谷川

博

むつ市教育委員会生涯学習課長

10 佐 藤 元 伸

県総合社会教育センター社会教育主事

あとが 記
青森県人権教育・学習推進協議会 委員名簿

青森県人権教育･学習推進協議会では、平成16年度より2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

氏

を進めてきました。
他県に比べ「同和教育」の歴史がほとんどない中で、本県らしい新た
な特色を持った人権教育･学習の姿を模索しつつ、結果的には「人権
とコミュニケーション」を中心的なキーワードに据えての取組となりました。

1 宮

つまり、人権感覚･人権意識を高めることは、地域の住民同士のコミュ
ニケーションの向上に結びつき、
さらに住みよい地域社会づくりに連な
っていくという考えです。

名
秀 一

職
弘前大学教育学部助教授

2 千 田 晶 子

青森市男女共同参画社会づくりをすすめる会副会長

3 三 上

亨

特定非営利活動法人ＮＰＯ推進青森会議常務理事

4 佐々木

修

八戸市教育委員会社会教育課長

5 高 橋

興

青森県教育庁生涯学習課長

参加体験型学習を取り入れた人権教育･学習は、本県では初めての
試みでしたが、
モデル講座等を通して、徐々に県内にも浸透しつつあり
ます。今年度開催したじ･ん･け･んファシリテーター養成講座の修了者
の方々を中心として、
「じ･ん･け･んワークショップ」が広く普及し、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
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『基礎編』も
ヨロシクね！

名

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

興 （生涯学習課長）

事 務 局 長

高橋

事務局次長

成 田 拓 朗 （生涯学習課企画グループ主任指導主事）

事 務 局 員

渡 部 靖 之 （生涯学習課企画グループ社会教育主事）

事 務 局 員

小 澤 佳 子 （生涯学習課企画グループ主事）

本冊子は、
『基礎編』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/
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