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『坂の上の雲』まちづくり市民塾（第三期） 

基礎編「コミュニケーション能力を磨く」 

第 6 回講座議事録 
「ふりかえり。自分の体験プレゼンテーション」 

 

 

❒日時：平成 18 年 3 月 25 日（土） 

❒場所：愛媛県 NPO 支援センター 大会議室 

❒参加者：14 名 

【内訳】 

✦塾生 8名（森亮一・山田壮一郎・武田裕美・三好尚美・小宮政雄・宮川功一・清水三四郎・立田卓也） 

✦スタッフ 6名（前田眞・甲斐朋香・森本しげみ・郡司島宏美・稲田里香・長尾弘子） 

❒配布資料 

✦第 6回講座スケジュール 

✦第 5回講座議事録 

✦評価表まとめ 

✦評価表 

❒内容 

Ⅰ．これまでの講座のふりかえり（13:00～14:45）              【担当：前田 眞】 

・配布資料（評価表まとめ＝第 1回から第 5回講座の評価表をまとめたもの）に目を通し、これまでの 

講座を思い返す 

・事前告知した下記の質問に回答する 

自己評価・利用者評価 

   ≪質問内容≫ 

Q1.市民塾の仲間の良かったところは？ 

    Q2.印象に残った講座はどの講座ですか？ 

    Q3.受講して身についたこと。役に立ったこと。役に立ちそうなことは何ですか？ 
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Q１．市民塾の仲間の良かったところは？  ＜KJ 法＞ 

                

                                    聞く力（ポイント） 

    準備する力            盛り上げる力            

➣準備を十分にしていた ➣アイスブレイクは我々    ➣お互いの意見を聞きあう事の 

（２）              高齢者は苦手。若い人は     できる関係作りができた 

             スムーズ          ➣アイスブレイク検討時、積極   

自己決定 ➣アイスブレイクは若い     的に意見交換ができた 

➣積極性             メンバーの人がリーダー ➣自分にはない発想があった   

➣塾生の方々の前向きな態度 シップを取ってやってく    ➣自分とは全く異なる意見を 

  に後押ししてもらった      れた              持っている塾生が多かった 

➣率先して動いていた （実際会議で役立つ） 

 ➣前向き                               

 ➣皆、学ぶという姿勢で受講         

  している 

➣書記等、自分で引き受ける          コミュニケーション・会議を進める能力        

  人が多かった                 

 ➣オモイ           ➣ファシリテーターをフォローす  ➣グループワークで行き詰って   

                 る存在が次第に生まれてきた    いる時スタッフの助けは良かっ 

                ➣ファシリテーターは冷静に進行   た 

                 していた            ➣会議をまとめようとする雰囲気 

                ➣有意義かつ効果的な市民塾とす  ➣助け舟を出してくれた（２） 

                 る為に積極的に協力している塾  ➣年齢に関係なくそれぞれの個性  

                 生が多い             でのファシリテートが多い 

                ➣結論を出すことを急がず、じっ  ➣少数意見を逃がさないようにし 

 くり話し合う会としたファシリ   ていた 

                 テートがいいと感じた      ➣議論がストップしかけた際、話 

                ➣意見を分類し展開し結果を導き   題を提供し導いていった 

                 出す能力を持った塾生が多い 

 

  

                           

➣色々な人と一緒に作業    ➣大声等、場を乱す人がいなかった  ➣文章を簡潔にまとめるのが 

 ができた       ＋ ➣表情                うまい  

➣まとめる難しさを感     ➣塾の雰囲気が良い         ➣議事録（３） 

 じた            ➣楽しみながら受講できた まとめる力 

  ➣楽しい話題を提供して  ➣皆の気持ちが述べられて良かった 

   くれる人がいた     ➣周囲の人をよく見ていた 

                 コミュニケーションの基礎  
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Q２．印象に残った講座はどの講座ですか？  ＜フリートーク＞ 

 
 

講 座 理 由 問題点 

入塾式 

  
・KJ 法で意見の整理・目的の共有ができた 
・違う意見の人への対処の仕方が勉強になっ

た 

 

・メンバーが残っていない 

企画会議  ・進行を企画する場の共有ができた 

・意見を出しやすい（スタッフ） 

・係わり方について勉強になった（スタッフ）

 

  

句会 
（第２回講座） 

・ファシリテーターをやったため 
・楽しさがあった 
・テーマに集中できた 
・初めての経験だった 
・進行の仕方がよかった 
 

・アイスブレイクの手法とし

ては良かった 
・リード役を果たす人が重要 

会議道 

（第３回講座） 
・『会議道』の資料が具体的で良かった 

・進め方について参考になった 

・「真髄」につきる 

・時間配分 

 

・「真髄」についてもっと聞き

たかった  

グラフィックファシリ

テート 
（第４回講座） 

・手法の勉強になった 
・グラフィックファシリテートの講義後、

講義の内容が体験できた（スタッフ） 

・視覚的な表現を持っている

人には良いが  

・本来の目的（会議の進行）

を忘れてしまう 

・パワーポイントの使用が良

かったかどうか  

・無理があったかも 

 
第５回講座グループワ

ーク 
・具体的なテーマ設定が良かった 

・具体的なテーマ設定だと問題点が明確にな

る 

 

 

                                           
                       
                          

                                                      

飲みにケーション 
交流ができた 
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Q３．受講して身についたこと。役に立ったこと。役に立ちそうなことは？ ＜KJ 法＞ 
準備 準備が大事 

          ・事前準備の必須事項                             

・準備の楽しさ（色々自由に妄想できる）                     

  会議の構成・目的の共有 目的をはっきり・会議の組立てが大事 

盛り上げる事  楽しさが大事     ・会議の狙いと討議内容についての共通認識の ・会議に参画する意識 

・アイスブレイクの落とし穴 必要性（２）  

・アイスブレイクの実践が必要     ・議論の組立てを自ら構成することができた              

  

会議の進め方 拡散と収束・解りやすい表示                 

  （テクニカルなスキルが必要）       ファシリテーターの役割 意見を引き出すために必要なこと 

・板書を実践していきたい           ・ファシリテーターは忍耐強くなければならない 

・グラフィックファシリテーションの ということに気付いた 

 基礎知識がついた              ・仲間に助けて貰う位のゆとりがファシリテーター 

・グラフィックファシリテーションは       には必要かも 

 役に立つ                  ・参加者に自分の役割を明確にすること 

・議論の過程をファシリテーション       ・否定しないこと 

 グラフィックで示したい           ・受け止めるということ 

・言うべきことは議論で行う必要性       ・身の引き方、引き際 

・BS と KJ 法の使い分け            ・聞くこと 

                       ・反対する側の人達に思いを寄せられるようになった 

まとめへ  目的と目標の確認         ・他者の立て方 

・会議の切り上げ方が勉強になった       ・促すということ  

・個々の能力差が見えた            ・幅広さ。色々なタイプの人に対応する能力を身に付 

・グループ内の気持ちをまとめる力        けたい 

「お客さんを作らない」                        ・ファシリテーターのサポートは 

・最終的なまとめへの難しさの気付き（２）   ＋     難しい（出すぎず引きすぎず） 

                      時間配分  会議をまとめるために必要なこと 

                       ・会議のスピードコントロールの大切さがわかった 

・タイムスケジュールの配分が身についた 

 ・時間配分の難しさへの気付き 

                                 ・回毎のつながり方。準備とふりかえり 

 

体験が大事                    グループワークが大事       

・経験した回数分はスキルアップしていると思う  ・互いに学ぶ 

・繰り返しによって身につくことがわかった     ・色々な年代、立場の人と触れる機会になった  

・体験から学ぶ                  身に付けるためには実践が大事 

会議に対する考え方を幅広くすること        ・学んだこと１つ１つを実践 

・会議に対する考え方の幅ができた    

楽しさが大事         ・中間支援の難しさ    

・楽しく学ぶ          ・まちづくり活動だけでなく生活の上でも結構必要なことが多いと感じた 
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休憩（14:45～15:00）    

 

 

Ⅱ．これからの講座について（15:00～16:10）  ＜フリートーク＞        【担当：前田 眞】 

≪実践編の進め方について≫ 

■実践の必要性 

・基礎編でスキルやスキルアップの基礎は見えてきた → 場面毎での活用の仕方を見つけていきたい 

・会議をまとめていく上での手法の引き出しができた → 具体的な局面での手法の使い方を学びたい 

■外部講師に学ぶ 

・個別の具体的なテーマについて外部講師を招いて勉強したい 

■現場で学ぶ 

・出かけていく場をつくる・・現場を共有する 

・基礎編での一般論・原則論と実際の現場にギャップがある 

・ファシリテーション能力を身に着けるためには、現場に入らざるを得ないのではないか 

・どこを現場とするのか 

■他の組織との交流 

・どういう組織（志縁型・地縁型など）があり、何が問題になっているのかを知る 

・段階的に組み立てる必要がある・・①その組織が何を求めているのか何回か交流する②係り方を探る 

・市民塾の各人が活動している組織を足がかりに始める 

■行政に望むもの 

・行政と市民との協働という面から行政の参加はどうなのか 

・まちづくりに必要な人材・・行政の描く像を確認する 

■目標設定 

・NPO と市民の協働の手助けをするということはどういうことか。何を助けたらいいのか(何を応援する 

のか)→ 合意形成なのか・地域活動の応援か 

・『坂の上の雲』のまちづくり支援がどういうイメージなのかまだ見えていない・・それを整理する為の 

活動をしていく必要があるのではないか。その中で自分達が応援できる事を明確にし方向性を見出す 

前半・・現場に近い具体的課題の対応の仕方を学ぶ（『坂の上の雲』のまちづくりに係るテーマ） 

後半・・実践に近づける 

≪構成≫ 

・今のメンバーで後期も続ける 

・講座の時間については、平日の夜と土日の昼を交互で組む方向で検討する 

 

Ⅲ．評価表記入・提出 

終了 


