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第 32 回体験学習ファシリテーター養成講座 

「ベーシックスキル研修」のご案内 
 

2月といえば一年で最も寒い季節、皆さまにお会いできる頃には春が少し近づいてきてくれているで

しょうね。みなさまいかがお過ごしですか。  

当法人による研修開催も実施10年を過ぎ、通算32回目の研修となりました。学習や地域振興の場に

おける多様な人間関係を円滑にするための「ファシリテーター養成」を実施してまいりました。 

これらは年３回の講座（裏面参照）を通し、ファシリテーターに重要とされるコミュニケーション、

リーダーシップ、価値観などのトレーニングを、講義とワークショップを通した「体験から学ぶ」手法

を取り入れ展開しています。 

市民活動に携わる方、福祉・医療に従事する方など、対人援助スキルが必要とされる方々への学習の

機会としてはもとより、会社員や学校教育に従事されている方、学生や主婦の方々など、人間関係を円

滑にしたり、部下育成や子供育てのための「支援・促進のスキル、理論、あり方」を学び、実践するこ

とを目的としています。 

参加者それぞれが各々の場所で、ファシリテータースキルを発揮し、ともに学び合い育ち合える「場」

を創造していくこと、効果的なコーディネート、マネジメントなど、対人関係の促進に寄与できる自分

になることを目指します。 

つきましては、別紙開催要綱をご覧の上、多数ご参加いただきますようお願い申し上げます。 皆様

のご参加を心よりお待ちしております。 

 

 

◆ 今回の講座はこんな方におススメ!! 

☆ ファシリテーターとしての基本スキルを学びたい方 

☆ 職場や NPO、サークルにおける関係力やリーダーシップを高めたい方 

☆ リーダーとしての役割や後輩の指導、育成に悩んでいる方 

☆ 風通しの良い職場や、参加者自らが発言しやすい「場」を創造したい方、など 

 

◆ 学習内容  

関係力（コミュニケーション）／チーム機能としてのリーダーシップ／自己の価値観／ 

グループを観察するときの視点／フィードバック／コンセンサススキルなどなど… 

 

 

特定非営利活動法人 Facilitator Fellows 

私たちが取り組む６つのＵＰ  

職業人・専門家としての Skill Up

学びの環境を整え、育てる Bring Up

仲間同士のサポート Follow Up

想いを共有する人へのエンパワメント Back Up
人材育成のための教材開発 Set Up

全ての仲間の自己実現へ向けての Start Up 
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ＮＰＯ法人 Facilitator Fellows では、ファシリテーターとして身につけたいスキ

ル（４つの基本スキルと５つの実践スキル）、理論、あり方を、年３回シリーズの“養成

講座”を通して学ぶ場を設けています。 

ファシリテーターの実践スキル 

Ⅰ．フィードバックのスキル 

Ⅱ．観察のスキル 

Ⅲ．コンセンサス（合意形成）のスキル 

Ⅳ．介入のスキル 

Ⅴ．場をデザインするキル 

開催予定月と学びの内容 

 
※「ベーシック講座」は、ファシリテーターとしての基礎的なスキル、理論、あり方を学びます。 
※「スキルアップ講座」は、道内外でファシリテーター実践をされている講師をお招きし、様々なフ
ァシリテーター観の醸成、実践的なスキルアップを目的に学びます。 

基本スキルⅢ・Ⅳ／実践スキルⅢ・Ⅳ・Ⅴ  

 基本スキルⅠ・Ⅱ／実践スキルⅠ・Ⅱ 

 会員限定（の予定）スキルアップ研修 

２月 

６月 

１１月 



第３２回体験学習ファシリテーター養成講座 

「ベーシックスキル研修」 

【開催要綱（案）】Ver.1 

１．目 的 

私たちの仕事や生活の場におけるファシリテーターを再認識し、その基本となるスキル、理論、

あり方を学びます。 

①私の日常における学び方やファシリテーター行動をふりかえり、自己理解を深める 

②私の日常のファシリテーションスキル（関係力、リーダーシップ、価値観etc）を（再確認し）

スキルアップする 

③日常にファシリテーターを実践するためのアクションプランを立てる 

 

テーマ：“日常の中”のファシリテーターを学ぶ 

［講座のポイント］ 

１日目【基本スキル】― 関係力（コミュニケーション）、チーム力とリーダーシップ  

２日目【実践スキル】― フィードバックスキル、コンセンサススキルを身につける 

 

２．進め方 

本講座に複数回参加していただいている方々は、ぜひグループワーク演習のファシリテーターに

チャレンジしてください。実習は取り組みやすいように、事前のご相談にも応じます。また、はじ

めての参加、あるいは参加回数の少ない方々にも（ご希望により）実習チームの中での進行役や観

察役など、ファシリテーションの基本となるスキルを学んでいただくことが可能です。初日に参加

者の皆さまのご希望をうかがいますので、ご希望の方はお申し出ください。 

 

３．主 催  

特定非営利活動法人 Facilitator Fellows 

 

４．共 催 

社会福祉法人 千歳市社会福祉協議会  

 

５．と き 

2013年3月16日（土）10:00～17:00 

～17日（日） 9:30～16:30 

 

６．ところ  

社会福祉法人 千歳市社会福祉協議会（千歳市東雲町１丁目１１番地）  

 



７．内 容  

別紙プログラムのとおり ※都合により、一部変更が生じる場合がありますのでご了承願います。 

 

８．ファシリテーター  

当法人理事が当日のファシリテーターを務めます。 

 

９．定 員  

30名  

 

10．参加締め切り  

3月8日（金） 17:30まで  

※ ただし、定員になりしだい締め切らせていただきます。 

 

11．申し込み方法  

別紙申込書に必要事項を記載の上、ＦＡＸまたはＥメール等でお申込ください。  

※ 千歳市民の方は、千歳市社会福祉協議会にお申し込みください。  

 

12．参加費  

下表のとおり （千歳市民の場合は、参加形態によらず、参加費が 3,000 円になります。） 

 一 般 会 員 高校・大学生 

参加形態 

２日間 

全日程参加  
12,000 円（※１） 8,000 円（※１） 6,000 円（※１） 

いずれか 

１日のみ参加  
10,000 円（※１） 6,000 円（※１） 4,000 円（※１） 

弁 当 代 

１日目昼  0,600 円（※２） 

２日目昼  0,600 円（※２） 

交流会費 3,500 円（※３） 

※１）参加費のほか、１日につき200円のドリンク料をお受けしております。  

※２）講座の運営上、お弁当の注文をお願いいたします。不要の場合は別途お申し付けください。  

※３）１日目終了後、任意参加による交流会を開催いたします。参加希望の方は当日、受付で会費

をお受けいたします。 

 

13．宿泊斡旋  

会場近郊のホテルを斡旋しております。部屋数に限りがありますので申し込み時に事務局へご確認

ください。 

■ホテルウィングインターナショナル千歳 １泊朝食付き 4,800円 

千歳市千代田町 2-2-10 http://www.hotelwing.co.jp/chitose/  



14．個人情報の取扱い  

①主催者が取得する個人情報は、当事業及び今後の研修等のご案内にのみ限定して使用します。  

②申込みされた方のお名前や所属機関等申込時に記入いただきました情報は、当日の資料・名簿に

掲載させていただきますのでご了承ください。  

 

15．キャンセル料  

準備の都合上、3 月 13 日（水）18 時以降のキャンセルについては、キャンセル料（受講料の半

額）が発生いたしますのでご留意願います。なお、払い戻しにかかる銀行振込料はご負担願いま

す。 

 

16．その他  

①当事業並びに主催者等に関する詳細につきましては、ホームページをご覧下さい。  

②参加申込書並びに開催要綱はホームページからもダウンロードできます。  

③非会員の方で開催当日までに入会の意思をお伝えいただいた場合は、参加費を会員扱いでお申し

込みいただけます。  

 

17．お問い合わせ先  

特定非営利活動法人Facilitator Fellows  

〒004-0022 札幌市厚別区厚別南２丁目７－２８ 

ＴＥＬ：090-9523-7996  ＦＡＸ：011-801-7451 

Ｍａｉｌ： info@facili.jp  ＵＲＬ：http://www.facili.jp 

 

   

 
 

  



第 32 回体験学習ファシリテータースキル養成講座〈プログラム〉 

テーマ：“日常の中”のファシリテーターを学ぶ 
 

本講座は、グループワーク演習を中心に進行されますが、これらの体験と同時に、人間関係構築や組織づくりのための

効果的な方法などについて学ぶこともできます。 

時間 １日目（3 月 16 日）【基本スキル】 ２日目（3 月 17 日）【実践スキル】 

09:00~ 
 

09:30~ 
 

10:00~ 
 
 

10:30~ 
 

11:00~ 
 

11:30~ 
 

12:00~ 
 

12:30~ 
 

13:00~ 
 

13:30~ 
 

14:00~ 
 

14:30~ 
 

15:00~ 
 

15:30~ 
 

16:00~ 
 

16:30~ 
 

17:00~ 
 

17:30~ 
 

18:00~ 
 

18:30~ 
 

19:00~ 
 

20:00~ 
 

21:00~ 
 

 
 
■開場・受付 

 
■開会 
学習テーマとスケジュールの確認  
事務局からの連絡事項、他 

１．体験学習とファシリテーションを考える 
●日常（体験）から学ぶということ 
●私たちに身近なファシリテーター 

小講義 「私たちの日常と学び」 
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「私にとってのファシリテーター」 
実習 「チーム実習」 
小講義 「ファシリテーターに必要なスキル」 

 
■昼 食（60 分程度） 
 
 
 
２．ファシリテーターとそのスキル、理論を
学ぶ－①（☆チャレンジ！実習） 
●関係性（コミュニケーション）のスキル 
●基本の３要素 

実習「話す、聴く、観る」 
小講義「話す、聴く、観る」 
☆フィードバックタイム 
３．ファシリテーターとそのスキル、理論を
学ぶ－②（☆チャレンジ！実習） 
●リーダーシップのスキル 
●私が発揮できているリーダーシップ 

実習「リーダーシップ実習」 
小講義「チーム機能のリーダーシップ」 
☆フィードバックタイム 

■１日目終了 移動・宿泊先チェックイン 
※終了後、任意参加の研究会を開催します。
（17:15～18:45） 

 

■交流会（19:00～21:00） 
 お一人様3,500 円 千歳市内某所（調整中） 

 
 

■開場・受付 
 
■開会 
４．ファシリテーターとそのスキル、理論を
学ぶ－③（☆チャレンジ！実習） 
●場を整えるスキル 
●アイスブレーキング 

実習「アイスブレーキング」 
☆フィードバックタイム 
小講義「ｱｲｽﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞと場を整えるスキル」 
５．ファシリテーターとそのスキル、理論を
学ぶ－④（☆チャレンジ！実習） 
●コンセンサスのスキル 
●ファシリテーターと価値観 

実習「コンセンサス実習」 
■昼 食（60 分程度） 
 
 
 
午前からのつづき 
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「価値観と相互理解」 
小講義「分かり合うということ」 
☆フィードバックタイム 
６．日常の中のファシリテーターを考える 
●私の中のファシリテーターに気づく 
●ファシリテーターを実践する 

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「私はファシリテーター」 
実習「ファシリテーター・アクションプラン」 

 
 
 
■２日目終了・解散 
※終了後、会場を移して第３回理事会を開催
します。（17:00～18:00）会員の方は傍聴
することが可能です。 

☆ファシリテーション、ふりかえりの運営、オ
ブザーバーなど、個人の二-ズと経験に応じて、
自由にチャレンジしてください。初めての方も
経験者とチームでやるから大丈夫！新しい自
分の可能性を発見できます、お楽しみに。  

※ 本スケジュールは、準備の都合等により、一部変更が生じる場合がありますのでご了承願います。 
※ 休憩は随時とりますのでご了承ください。 

 

研究会「FFの被災地支援活動からファ
シリテーターのあり方を考える」 


