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の重要性を確認。ＷＳ参加者に適

切な切り口を示せる力が、運営ス

タッフには必要とのことでした。

一五時からは第一回 ワークショッ

プ。参加者の立場に立った体験Ｗ

Ｓとして「農村発信フレーズ」を

集団創造し、この過程で「付箋分

プ調発表。一気に班員同士の繋が

す。テーマの大枠は『農村地域の

起点となるＷＳテーマの設定で

テーマ検討の前段として、メン

り（共存在感）が生まれたのでは

交流会は会場近くの印度料理

バー間の先行的理解（テーマに係

問題解決策や振興策を講じる住民

店で、エスニックな食や、仲間と

る基本知識）を高めるグループ討

…。熱のこもった本日の演習講義

の談論を楽しみました。参加型Ｗ

議の時間を、この回の ワークショッ

参加ＷＳ』と決まっています。

Ｓ終了後の〝祝賀イベント〟は

まず両班が、『農村地域の問題お

プではたっぷりと取ります。

ると言いますが、この日の様な

よび可能性』を分担して考え、そ

の成果の発表を通じ、研修生全員

前日の感想文への講師解説

を行う想定地域「 両 輪 地区」の

次に作成シナリオを用いてＷＳ

で内容の共有を図りました。

後、第二回 ワークショップ開始。当

概要説明があり、さらにそこで

りょうりん ち く

回の重点作業はシナリオ作成の

二日目…第二回 ワークショップ

「プレ祝賀」も中々効果的です。

その後の活動実現に勢いをつけ

は一七時半に終了。

ました。圧巻は何といってもラッ

類のコツ 意味は述部で 」も学び

)

ではＷＳらしい実践 パフォーマ
ンス で一息つきました。同時に、
発想に欠かせない 〝切り口 〟

(

座学に続く
『写真タイトル付け』

もおられた様です。

の情報爆撃に不安をかこつ研修生

リテーター）の役割』等いきなり

件』
、
『運営チーム（広義のファシ

ン参加論』
、
『ＷＳの原理と運営条

景と沿革』
、
『ハルプリンのデザイ

の説明に続き、『ＷＳ手法導入の背

座学では、
『本研修の目的と構成』

一三時から研修開始。一時間の

の。
ハナから理想的な展開です。

第十回ＷＳ シナリオ作成 ワークショップ研修開催
二〇一四年二月一七日～一九
日の三日間、東京都中央区茅場町
にある馬事畜産会館会議室で、農
村開発企画委員会主催：ＷＳシナ
リオ作成 ワークショップ研修が開催
されました。本年で丁度十回目。
記念すべき年に全国から集まっ
た研修参加者は精鋭十二名。二班
体制を組みました。
開催直前の週末の大雪がたた
り山梨県からの参加予定者は急
遽欠席。三宅島出張中の研修生
は、海路・空路とも欠航という悪
条件に遭遇し、二日目からの参加
を余儀なくされました。

一日目 …講義と第一回 ワークショップ
一七日午後、会場に到着した研
修生の皆さんの間では授業開始
前に名刺交換が始まりました。
出来る限り早目に『同じ釜の飯を
食う覚悟』を持ち合えば、ＷＳの
重要なリソースである『メンバ
ー』の動きや関係も良くなるも

(
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ーマを」という希望条件が付加さ

「地域が元気になる様なＷＳテ
タイトル』を定めました。

加者』
、
『最終成果物』
、
『ＷＳ全体

れました。
このあとテーマ案の絞り込み
に取り掛かり、一班は「地域の資
源マップ制作」
、二班は「空き家
活用策の検討」というテーマの目
安を付けました。
ここまでメンバーの先行的理
解共有のための討議プログラム
が長く続きましたが、一般の住民
参加ＷＳでも、参加者間の情報格
差をなくすため、
『先行的理解共

す。自律性の高い成員同士でも、

実施』が必要になる場合がありま

睡魔に襲われた後、研修生は午前

スシート作成法を説くミニ講義で

シリーズ型ＷＳの流れとプロセ

二日目…第三回 ワークショップ

そこに情報格差があるとＷＳで

に引き続きプロセスシートを用い

有プログラム導入』や『プレＷＳ

の議論が不活発になるからです。

た作業を行いました。

の繋がりや流れなど全体プロセ

段階はシリーズ型ＷＳの全回数

も他班から質問が出ました。この

両班の成果発表ではどちらに

が成立していないと出来ません。

対応は、集団が自己組織化し「場」

えがうまく運んでいました。この

チームと参加者の立場の切り替

かに捉えられます。そこでは運営

てプロセスを考案する』姿が鮮や

メンバーが参加者の立場に立っ

いると『運営チームに成り切った

研修生の皆さんの作業を見て

トルやテーマ等をプログラムシ

は前日決定済みのＷＳ全体タイ

定するのがこの回の段取り。先ず

成と運営チームの後方作業を想

リソースに、各回のプログラム構

す。前日設定のプロセスシートを

の回の ワークショップのテーマで

『プログラムシート作成』がこ

四回 ワークショップが始まりました 。

説へと続き九時四十五分から第

化』に触れた後、前日感想文の解

ンテクスト 文脈 解釈力の弱体

らスタート。都会人の『場所のコ

開始時刻前の講師のお喋りか

三日目…第四回 ワークショップ

スの検討が主眼のため、一回毎の

ートに転記することから着手。

『各回のテーマ』を決めました。

ＷＳの検討は限定的になります。

れば、ここでは十分と心得て下さ

れと各回重点作業の把捉が出来

但し最終成果物までの段階的流

テーマにピッタリの対象「旧郵便

講師より得ました。空き家の活用

このとき、二班は幸運な報せを

まず『標準的成果創出過程』か

いるというニュース。二班のテー

この回の ワークショップでは、終
了予定時刻三〇分前に漸くプロ

ら全四回の『参加者版成果創出過

熱心な質疑応答のため、感想提

マは具体的対象を取り込む形に

局の洋風建築物（昭和初期建設）
」
セスシート上で、ＷＳシナリオの

程』を導き出し、その後は眠気に

出後の終了時刻は前日に続き三

変更され、この段階で両班のテー

い。各回の細かな作業検討は次の

骨格の組み立てが始まりました。

抗 いつつミニ講義「創造的実践法

〇分オーバー。皆さん、ご苦労様

マは次の様になりました。

が、旧宿場の家並みの中に残って

これまでの成果を元に、規定の表

紹介」を聴講。これに続き、各回

でした。

あらが

記様式に則り『ＷＳ全体テーマ』

ＷＳの『重点作業』
、
『成果レベル』

出来あがったプロセスシートの発表

を決定し、それに沿った『想定参

プログラムシートで行います。
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討議目的を共有した上でのフ
ラストレーションは、そこを乗り
越えるとグループとしての大発
想を生むチャンスにもなると言
われますが、不毛な議論に陥らぬ
注意も必要。参加者の力量範囲
で、而も運営チームが背伸びをせ
ずにできるプログラム内容かど
うかの判断が欠かせぬようです。
第四回 ワークショップの後半では、
ＷＳ一回当たりに付随する運営

(

)

チームの後方作業を想定しまし
た。運営チームの後方作業量の多
さに驚いた方も多かったのでは。
時間管理を徹底したため、この

(

回は順調に作業が進み、昼食をゆ

)

っくり取ることができました。

三日目… 第五回ワークショップと修了式

最終回の五回目。前回完成した

プログラムシートをリソースに、

両輪地区ＷＳ会場で使用する第

１回ＷＳの詳細プログラム（スコ

アシート）を作成しました。

最初の『本日の説明』プログラ

コア）の作成・推敲に、ひたすら

も分りやすく伝わる指示文章（ス

ラムの意図が参加者に正しく、而

整の方法で作成しました。プログ

チームに分けて分担検討・全員調

くプログラムは班メンバーを２

グラム』は班全員で、その後に続

研修生は何方も笑顔で、三日間の

証が手渡され本研修はお開きに。

発企画委員会専務理事より修了

一六時四五分から修了式。農村開

講義・ワークショップが全て終わり

施シーンを表現してくれました。

民役に成り切って第１回ＷＳ実

アラー・リーダー役、両輪地区住

ムに続く二番目の『自己紹介プロ

エネルギーを投入しました。研修

缶詰研修に別れを告げました。

感想文…研修全体を振り返って

生の何方もが、その表現の難しさ
を感じたようです。

最終的に大きなＡ０版のスコ

アシートの発表を行いました。こ

成したプログラムシートとスコ

発表では、今日一日をかけて作

ます。何方も、研修後の充足感と

きました。次頁にその一部を掲げ

修全体を皆さんに振り返って頂

ログラム『感想文記述』で、本研

最終回 ワークショップの最後のプ

のうちスコアシートはロールプ

今後への意欲を表明しています。

アシートが出来あがりました。

レイングによる発表。班員はスコ

A0 版ビッグサイズのスコアシート作成

＊一班…両輪地区「元気発信マッ
プ」を作成する／＊二班…旧郵便
局利用プランを計画する
講師によるミニ講義『ＷＳ一回
当たりのプログラム構成原理と
シート作成法の解説』があり、両
班は第四回 ワークショップの重点作
業に取り掛かりました。
映画の筋に序・破・急の流れが
ある様に、ＷＳも参加者にとって
使用性が良く やり易く 、実施感
の良い 達成感や納得感がある

ばぢから

幕パートの『発表』
、そしてクー

、終
ッシュ パートの『重点作業』

グループの場力展開 メインディ

導入パートの『本日ＷＳ説明』
、

プログラムの流れが大切です。

(

創刊号

ルダウンパートの『感想文記入』
が基本形ということでした。
ここでの作業は、各プログラム
の内容についての議論が中心と
なるため、
「場の情報」統合の苦
労がついて回り、場合によっては
(

グループ内に意見対立 フラスト
･

)

レーション 混乱 も出てきます。

プログラムシートを前に１班の『場の情報』創造シーン
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の業務に生かせるところが多いので積極

ばと残念でなりません。
今日の研修を今後

り、
もう少し早くこの研修に参加していれ

といい計画ができたと思う業務が多々あ

ている業務でもＷＳをやっていれば、
もっ

しく過ごさせて頂きました。
自分が担当し

■全体を通して非常に有意義な研修で楽

ます。

【男性・四三】

震い」のような気持が芽生えている気がし

たことで、自分も携わりたいという「武者

と思っておりますが、今回の研修に参加し

きたような気がします。ＷＳは経験工学だ

付くと「ＷＳ」の流れを習得することがで

ましたが、３日間通じて何時の間にか気が

■ＷＳという未経験なものを教えて頂き

得られた結果をきちんとコンセンサスレ

■ＷＳを運営する側として、各回のＷＳで

きたいです。

験を積み重ねながらスキルアップしてい

回の理論の部分をもとに、今後は実際の経

る力もＷＳでは重要になると思います。今

のような部分や、全体の大きな流れを読め

が、どうしても経験がものをいうアドリブ

の作成法を基に準備をしていきたいです

思います。実際に自分でＷＳを実施すると

流れはおおよそつかめたのではないかと

■今回の研修を通して、ＷＳのポイント、

運営に十分に研修成果を生かしていきた

事もできることが分った。これからのＷＳ

有認識があれば、さらに大きな成果を得る

た、スタッフ間でもしっかりした議論、共

ＷＳの成果を得られる事が理解できた。ま

したシナリオを準備すれば、ちゃんとした

■色々な参加者がいて大変刺激を受けま

【男性・四一】

た。
まずはプログラム作りが簡単にできる

やり方が解れば出来るものなのだと思っ

っていたが、
例えば、
公民館の人などでも、

たいと思います。

【男性・二七】

際にＷＳに運営チームとして携わってみ

分なりに理解する事ができました。今後実

オ作成について学ぶことができまして、自

■両輪地区をモデルにＷＳ形式でシナリ

【女性・三五】

ておかないと、うまく活かしきれないよう

は、全体の骨格の組み立てをしっかり行っ

だと考えました。実際にＷＳを行う前に

り有意義なＷＳとするためにも大切な事

った上で、ＷＳに参加してもらう事も、よ

ＷＳの目的や流れをきちんと理解して貰

を学びました。また、参加者に事前段階で、

ます。

ることができるように頑張りたいと思い

に満足・納得してもらえるようなＷＳをす

そうです。経験を積みながら、参加者の方

なった時に、疑問点などがいっぱい出てき

【男性・四〇】

的に活用していきたい。 【男性・四一】

■今回おしえていただいたことは、ぜひ市

ポートやドキュメントにまとめる重要性

した。
プロセスやプログラム作成は大変で

■今回、一連の流れを学ぶ事が出来、本当

な、中途半端なＷＳになってしまうと思う

いです。

■プログラム作成やスコアシート作成

庁舎のＷＳで活用したいと思います。

すが、
ここをきちんと設計するかしないか

に良かったと思います。今まで、部分部分

ので、今後はチーム全体で組み立てをしっ

【男性・二六】

は、
第三者の専門家でないと作れないと思

で、
参加者の満足度や成果の質が変わって

に学んでいたので、一連の流れとその構成

かり 構築してからＷＳを実践したいで

ー」
の技術が全て習得出来たとは思いませ

■新しく気づかされたことが多く非常に

【男性・四七】

事は難しいものだと感じていたが、今回研

るか解らないもので期待する成果を得る

■これまでＷＳは、やってみないとどうな

ようになりたい。

くるだろうなと思いました。
ＷＳを体系的

の仕方を学べて、今後の活動の骨格となり

す。

んが、
ＷＳを運営することのやり方は分か

刺激になりました。実際に地元でＷＳを行

修を受けて、成果を導くようなしっかりと

り下さい。両輪タイムズに掲載します。

あてＷＳ体験等グッドニュースをお送

地域づくりニュースを募集します。左記

ケーションペーパーです。皆さんからの

て頂いた全ての修了生ためのコミュニ

刊しました。これまでこの研修に参加し

Ｓ研修を記念して『両輪タイムズ』を発

お知らせ 第十回ＷＳシナリオ作成Ｗ

【女性・三二】

に学べて良かったです。 【男性・三一】

大きな自信に結びつくと思います。

ったと思います。自分なりには 、この研修

う時は、今回学んだプログラム、スコア等

【女性・二五】

■「ＷＳシナリオ作成やファシリテータ

で得るものが大きかった。
【男性・四四】
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