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 じゃ、
ファシリテーターを
意識してみるのも
いいんじゃない。

 えっ？

ファシリの心得◦１

　グローバリゼーションによって世

界がますます近くなり、物事は複雑

多様に絡み合っている。不確実性の

増した現代社会においては、必ずし

も一斉教授型の授業が相応しいもの

とは言えなくなってきているのだ。

ただただ “ 解答 ” を伝授していくだけ

の旧態依然とした教師像はもはや時

代遅れのものとなっている。

　教育現場に求められているのは、

いかに 「教え伝える」かよりも、いか

に「引き出し、編み合わせる」場を

創り出していけるかである。教師と

児童生徒との関係性は、今、再考の

時期にある。

参加型授業を始めよう！

第１章

？
？
？
？

？？

？

？
ふぁしりてーたー

って？
 ファシリテーターって
いうのはね、言ってみれば
“ 産婆さん ” って
とこかしら。

 産婆さん…。

新学期で
教員 5 年目突入。

そろそろ一人前の
教師にならないとなぁ。
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　中野民夫にファシリテーターを語らせると「ファシリテーターは教えない。『先

生』ではないし、上に立って命令する『指導者』でもない」となる（４頁参照）。

アイロニーともとれるこの言い回しは、「では、『先生』とはいかなる存在とされ

てきたのか？」という疑念を沸き立たせる。そこでイメージされるのは、用意さ

れた答えを知識として効率よく伝達していく役割を担う者であり、正しいとされ

る論をえんえんと語り諭していく者であろう。

　当然、実際の教育現場では、日々創意工夫を重ねている教師たちがいて、脈々

とその叡智が蓄積されているのだが、それでもやはり「先生」には上記のような

イメージがつきまとうのは、多くは未だ一斉教授型の授業が主流だからではない

か。そのスタイルに「先生」は慣れ親しんでおり、効率よく、楽であるものから

離れがたくなっているのだろう。

　中野の定義はそこへのアンチテーゼとなり、 続いて 「その代わりにファシリ

テーターは、支援し、促進する。場をつくり、つなぎ、取り持つ。そそのかし、

引き出し、待つ。共に在り、問いかけ、まとめる」と言葉をつないでいく。ここ

に連なる動詞群はこれまでの教師像に不足していたあり方である。そうした姿勢

は非効率性であって、時に煩わしく、どうしても日々の実践の中では面倒くさが

られてしまう。

　最後、「ファシリテーターは、『支援者』であり、新しい誕生を助ける『助産師』

の役割を担うのだ」と彼なりの定義は結ばれる。これは必ずしも教育分野を意識

してファシリテーターを定義しているわけではない。だから、ファシリテーター

を教師の求めるべきあり方としたわけではないが、それでもこの言葉は示唆的に

捉えられるべきである。従来型教師は学習者の成長は量られるものとし、知識を

いかにため込んでいけるかを大事にしていたのに対し、ファシリテーターはまる

で逆のベクトルで学習者は解を導き出す主体であると考えている。前者は過去の

経験をベースにした教えで、わかりやすい「見える部分」を量として評価するが

（「見える」というのも奢りにすぎないが）、後者は「見えなさ」にこそ焦点を当て、

１.ファシリテーター型の教師
　　　      今までのやり方ではなにがいけないの？

「先生って昔は威厳があったよなぁ」なんていう嘆きを聞くけれど、必ず

しも教師が尊敬されなくなったわけではないのかも。尊敬されるのに必要

なのは威厳ではなく、学習者の可能性をどれだけ引き出してあげられるか

が重要なのです。教師の力を学習者が実感したとき、彼らの教師に対する

眼差しは変わってくるのです。

　1-1　 従来型の教師とファシリテーター型の教師
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学習者と共に探索しようとして未来を紡いでいく姿勢がベースになっている。

　ここではまず、いかに「正しい内容」を伝えるかに注力する従来型の教師像と、

学習者とともに学びあいながら、探求していく場を形成するファシリテーター型

の教師とを比較し、その違いを見てみよう。

　教育現場の目的は、ある一定程度の質が担保される人材をより多く生み出そう

とすることから、多様性を尊重し合い、学ぶ意欲を高めようとすることへと移行

しようとしている。不確実性が高まっている現代では、マニュアル通りの対応を

こなすだけの人材では通用しなくなってきているからである。だから、決められ

たシナリオに沿ってだけしか学びの場を構成できない教師は時代の流れに取り残

されていると言われても仕方がない。そのような場に置かれた学習者は不幸であ

る。

　考慮しなければいけないのは、学習の主体がどこにあるのかということだ。古

典的で一方向的なトップダウンの教育（ピラミッド型）が行われている教室に対

して、ボトムアップの教育（ネットワーク型）が行われる教室ではファシリテーター

型の教師が必要とされている。

　このような時代の要請に応じて、参加型学習を取り入れた授業を意識的に行お

うとする教師が増えてきている。そうした教師たちは、 「学習者に話をしてもら

う」「学習者同士で意見交換をする」「自分の意見を押し付けない」などといった

姿勢で授業を構成し、進めている。

　従来型の教師にとっては、専門的な知識や情報を伝え、決まっている結果に導

くことが重要である。そのため、あらかじめ用意された学習内容を重視するあま

り、おのずと発言量が多くなってしまう。授業を受け持つ者の発言量が増加する

ということは、当然、相対的に学習者の発言量が減少するということを意味し、

どうしても主体性が薄れていってしまう。

　授業を進めるにあたって、ファシリテーターが重視するのは過程である。学習

する内容として教えるべきもの、理解してほしいものはあるにせよ、それらは「素

材」として学習者が対話していくベースになるものである。想定しているものか

ら想定外の学びや気づきへ深めていく場をつくるのがファシリテーターのスタン

スである。

　1-2　 求められる教育形態

　1-3　 学習内容と過程、発言量

第 1章　参加型授業を始めよう！
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　場を盛り上げていきたいという思いは、従来型の教師にせよ、ファシリテーター

にせよ、一緒である。しかし、その立ち位置は大きく異なる。従来型の教師はあ

る意味で司会者であり、文字通り「会を司る者」として、その発言自体が大きな

意味を持ち合わせる。場合によっては意見をコントロールし、結論へとつなげて

いくことに注力していく。

　一方で、ファシリテーターは集団から（場から）意見を引き出し、コントロー

ルすることはしない。さまざまな参加型学習の手法を活用するなどして、学習者

なりの結論にたどり着くようガイドするというスタンスである。

　集団への介入という視点でみるならば、自身の力で場を盛り上げるのが従来型

の教師であり、集団の力で場を盛り上げるのがファシリテーターと言える。

　学習者がその場へ主体的に参加しようとするのかしないのかは、場が持つ雰囲

気に大きく左右される。学習者たちがコミュニケーションを図る際、安心感を与

えるような言葉がけがなければ参加意識は芽生えない。「それは正しいですか」 

「その発言はおかしい」など可能性を閉ざす否定的な言い方は、以降、その場に

参加しようとする意識を削いでしまう。

　どのような発言もまずは受け止められ、多様な考えがありえるのだという雰囲

気を醸し出すことは、学習者に場が安全で安心であると思わせていく。そうした

場が保障されることは、さまざまな学びが展開する可能性に満ちあふれていくこ

とでもある。

　そのためには「他の捉え方をした人はいますか」「別の経験をした人はいませ

んか」というように、発言を促していくことも必要である。まとめることを目的と

する従来型の教師にとっては、発言を促し広げていくことは時に厄介に感じられ

る。そういう姿勢が垣間見えたとき、他に意見をもっていた学習者は口をつぐむ

ことになる。

　発言を反復したり、 共感を伝えたりするなど、 学習者全員を尊重する姿勢が

ファシリテーターの基本である。 

　先に述べたように、従来型の教師は自身が集団に大きく介入することから、先

導役としての力強さを発揮することも少なくない。それに対してファシリテー

ターは、学習者の声に耳を傾け、つぶやきを拾いながら、集団が持つ潜在的な力

　1-4　 立ち位置、集団への介入

　1-5　 雰囲気づくり

　1-6　 リーダーシップ

第 1部　授業を変えるファシリテーション
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第 1章　参加型授業を始めよう！

　内容を重視するあまり、決まっている結論を押し付けるようなやり方であれば、

学習者の関心や意欲を高めることはできない。また、効率的な進行を意識しがち

である従来型の教師にとっては、出された意見が全てであり、発言をしない子ど

もたちへの対応は不十分になる。

　ファシリテーターは、たとえ発言していない学習者であっても、その場に貢献

　ファシリテーターは次代を担う新しいリー

ダー像として注目されていることは序章で述べ

ました。不確実性の増した社会において「答え

を与える」役割よりも「答えを（ともに）創り

出す」役割のほうが必要とされているからです。

つまり、チームや集団の潜在能力を引き出し、

編み合わせられることのほうが「よりよい答え」

に近づく可能性が高まるというわけです。

　TED カンファレンス* でデレク・シヴァーズ

が 「社会運動はどうやって起こすか」と題して

行ったプレゼンテーションは、まさにそんな

ファシリテーターの役割を彷彿とさせるもので

した。公園で上半身裸になった男性が勇気を

もって踊り始めます。滑稽に思える彼をある人

物がフォローし、一緒に踊り始めると、みるみ

るうちに輪が広がり、公園中の人がダンスする

ファシリテーターはフォロワー

コラム 1-1

こととなります。デレク・シヴァーズ曰く、「最

初のフォロワーの存在が 一人のバカをリーダー

へ」と変えたのです。そのフォロワーこそ、ファ

シリテーターであり、ひとりの勇気を大きなう

ねりと変容させた張本人なのです。

　参加型学習の意義で老子の言葉を紹介しまし

たが、老子はこんな言葉も残しています。

　人々に学び

　人々と一緒に計画し

　人々が持っているもので始め

　人々が知っていることの上に築きなさい。

　リーダーが真に優れていれば

　終わってみると

　人々は口々にこう言う。

　「自分たちの力でやり遂げた」と。

やアイデアを引き出していく。また、学習者全員に気を配りながら相互の関係を

活性化させてもいく。前面には出てこず、裏方的な役割に見えるが、集団の力を

引き出し最大化していく役割は新しいリーダーシップとも言われている ( コラム

1-1 参照 )。

　1-7　 参加感

＊TEDカンファレンス
カリフォルニア州で毎年開催される大規模な世界的講演会。「広める価値のあるアイデア」をスローガンに多くのスポンサーの
協賛によって実現している。講演者は有名・無名を問わず自分のアイデアをプレゼンテーションでき、日本語の字幕付きで見
られる動画も多い。

◉  TED カンファレンス / D. シヴァーズ「社会運動はどうやって起こすか」（動画）
　  http://www.ted.com/talks/lang/ja/derek_sivers_how_to_start_a_movement.html
◉  『ハーバード・ビジネス・レビュー』2005 年 9 月号（特集：ファシリテーター型リーダーシップ）



18

＊エンパワメント
個人が自分自身の力で
問題や課題を解決して
いくことができる社会
的技術や能力を獲得す
ること。

表　従来型の教師とファシリテーター型の教師との比較

する何かを持っていると考える。可能性がある存在としての前提があることは、

その場にいる意義を学習者自身が感じられるということである。直接間接であれ、

参加感を抱けるということが学び合いの場においては絶対的に必要なことであ

る。ひいては、そうした経験が自己肯定感やエンパワメント*されることにつな

がっていく。

　また問題への主体的な関わりを重視し、学びに対する意欲を継続させることは、

将来的に社会を支える主体者を育むことにもなっていく。

そう、学習者の可能性を最大限に引き出してあげるのが私たちの役目ね。

教師はあくまで引き出し役で、主役は学習者なんですね。

従来型の教師 ファシリテーター型の教師

求められる
教育形態 トップダウンの教育、ピラミッド型 ボトムアップの教育、ネットワーク型

学習内容と過程 知識や情報を与え、内容量をより充実させていく 予定していた内容とそれをきっかけとして気
づく想定外の内容とがある

実践者の発言量 予定した学習内容を伝え教えることが重視さ
れるため、発言量が多くなる

学習者同士で学びあう過程において引き出さ
れるものもあるので、発言量は少なくなる

立ち位置 意見をコントロールすることで結論へと結びつ
ける 学習者なりの結論にいたる案内をする

集団への介入 自分の力で場を盛り上げる 集団の力で場を盛り上げる

雰囲気づくり 結論ありきの空気が醸し出されるため、（反
対）意見が言い出しづらくなる

全員の意見が尊重されるため、何を言ってもい
い、安心安全な場が保証される

リーダーシップ 集団を先導するような力強さ 集団を活かすしなやかさ

参加感 発言できなかった学習者への対応が不十分に
なりがちで、疎外感を覚える

何かしら場に貢献できる存在として捉えられ
るため、「いてもいい」という安心感を覚える

□ 学習者のことを、解を導き出す主体と捉え、ともに学び合い、探究する場をつくっ

ていく。

□ ファシリテーターはプロセスを重視し、潜在的に集団がもつ力を活かしながら、学

びを深めていく。それが想定外のものであっても、むしろ歓迎する。

□ 学習者の「参加感」を大切にする。

ふりかえり

第 1部　授業を変えるファシリテーション


