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議論を「見える化」する技法を身につけるための取り組み
―ディスカッションの進行を促進させるために―
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近年の学士課程教育においては質の高い教育を実現することが求められている。そのため看護学科では，平成
22 年度より学生の学びを引き出す様々な技法を身につけることに取り組んできた。本稿では，話し合いの内容
を『見える化』するために，ファシリテーション・グラフィックと呼ばれる技法を身につけることに取り組んだ
平成 26 年度の FD 活動について報告する。

キーワード：ファシリテーション・グラフィック，議論の可視化，学士課程教育
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我が国の高等教育はユニバーサル段階に移行し，量
的な拡大を積極的に受け止めつつ，質の維持・向上に

平成 26 年度の FD 活動「議論を『見え
る化』する技法を身につけるための取
り組み」

努めなければならないという局面に直面している。そ
の結果，大学教員には学士課程教育で質の高い教育を

平成 26 年度の取り組みである「議論を『見える化』
する」とは，議論のプロセスや内容を表現（可視化）

実現することが求められ，適切な教育指導を行うため
に教授法に関する不断の研究を行うことが強く要請さ
れている 1）。さらに，大学生の学習時間が小学生より
短いなどの，教育を受ける側に存在する問題への対応

し，ばらばらの発言を「描いて見せる」ことである。
これにより，議論の場を言葉が飛び交うだけでなく，

も必要となるなど，大学教員に求められる能力も多様
化している。
このような社会背景の中，本学においては，「県大
型アクティブ・ラーニングの導入による教育改革」が
平成 26 年度の「大学教育再生加速プログラム」に採
2）

択され ，学士課程教育の改革が始まった。
看護学科では，グループワークの中で「意見が出
てこない」「議論がかみ合わない」などの意見がしば
しば挙がっていたことから，多くの教員が教育改革の
必要性を感じていた。そこで，学生の知的好奇心を刺
激し学習意欲を高めるために，アクティブ・ラーニン
グの 1 つであるシミュレーション教育の導入，および
ファシリテーションやデブリーフィング技術などの学
びを引き出す技術の習得を目指し改革に取り組むこと
とした。
看護学科のこれらの活動は，平成 22 年度のテーマ
「模擬患者参加型看護教育の見直しと再構築」から FD
活動として開始され，平成 23 年度「教員のファシリ
テーション能力強化のための取り組み」，平成 24 年度
「学生の学びを引き出す技法を身につけるための取り
組み」，平成 25 年度「シミュレーション教育の技法を
活用する実践力を身につける取り組み」へと繋がって
いった。
この一連の取り組みにより，ファシリテーション
についての知識と技術を習得し，グループワークや実
習時のカンファレンスの活性化に資する能力を身につ
けた。これによって，グループワークなどで多くの意
見を引き出すことに成功したが，その一方で，学生か
ら引き出した意見を活かすために必要な，多様な意見
のなかから「同じものを束ねる（ブロック化）
」
「順番
に並べる（体系化）
」「組み合わせる」などの構造化の
スキル 3）の必要性が高まることとなった。構造化は，
頭の中だけで行うことは不可能であり，発言内容を黒

プロセスの共有と対等な参加がなされる場へと変化さ
せる効果がある。これをより効果的に行うための技術
が「ファシリテーション・グラフィック」で，話し合
いの中で出た膨大な数の意見の中から同じものをまと
めたり，順番に並べるといった議論の構造化を助ける
ものである。また，堀は自身の著書のまえがきに，
「議
論を『見える』ようにすることは，協働意識を高め，
話し合いの質を高め，そして話し合いの成果と参加者
の納得感を高めることにつながる」とも述べている 4）。
これらの効果は，グループワークの中で私たちが期待
している成果と一致することから，ファシリテーショ
ン・グラフィックの技術を身につけることは，教育効
果を上げることになると考えた。さらに，可視化の技
術は講義における板書を効果的に行うことに応用でき
ると考えている。講義内容や学生が自由に発言する内
容を，プロセスが共有できる形で表現することは，納
得感を高めることにつながる。このような様々な効果
を期待して，ファシリテーション・グラフィックを身
につけることに取り組むこととした。
本取り組みの目的は，（1）ファシリテーション・グ
ラフィックの基本を学ぶ，（2）議論の内容を可視化す
る力を実践的に身につけることで，本事業に参加した
教員が，講義・演習・実習におけるディスカッション
の場で，議論の内容を可視化できるようになる，とし
た。

３ 学習会としての抄読会と模擬会議の開催
3.1 抄読会
ファシリテーション・グラフックについては，基本
的な知識を書物によって身につけることとし，研修会
のための基礎知識獲得の場とすることを目的として抄
読会を開催した。抄読会は，参考図書「ファシリテー
ション・グラフィック－議論を『見える化』する技法－」
を使用し，他キャンパスからの参加が可能となるよう

板に「描く」ことが求められた。ここから，平成 26
年度の「議論を『見える化』する技法を身につけるた
めの取り組み －ディスカッションの進行を促進させ

夏休み期間である平成 26 年 8 月 5 日に実施した。参
加者は 20 名（看護学科：18 名，作業療法学科：1 名，
生命科学科：1 名）であった。

るために－」という活動へ繋がっていった。

ファシリテーション・グラフィックの上達のために
は，1．道具を使いこなす，2．描き方に工夫をこらす，
3．要約力を身につける，4．ポイント同士の関係を描
く，5．図解ツールを駆使する，6．レイアウトを極め
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るといった 6 つのポイントが挙げられている 4）。抄読
会では，参考図書を用い，この 6 つについて各々の考
えや疑問点を発言することで，参加者の理解を深める
ことに努めた。
3.2 模擬会議
模擬会議は，抄読会で得た知識を活用しファシリ
テーション・グラフィックを体験することを目的に企
画した。抄読会で基本的な知識を理解した後の平成
26 年 8 月 29 日に，参加者 16 名（看護学科 13 名，作
業療法学科 2 名，生命科学科：1 名）を 2 つのグルー
プに分け実施した。提示されたテーマについて議論し，
その内容をファシリテーション・グラフィックの技術
を活用しプロセスを可視化することを試みた（図 1）。
模擬会議のテーマには，可視化のために活用する
フォーマット（レイアウトの基本パターン）が異なる
2 種類を選んだ。参加者は，初めての経験に戸惑いつ
つも，工夫をこらしながら可視化に努めていた。特に
チャート型を使うことが適切となるテーマでは，慣れ
ないフォーマットであったためか，活用に苦労してい
る様子がうかがえた。チャート型は議論の内容が分か
りやすく表現できるという利点がある一方，活用に当
たっては適切なパターンを選ぶ必要があるなど注意す
べき点がいくつかあることから，使いこなすには経験
が不足していたと考えられる（図 2）。
模擬会議終了後の感想では，
「まとめるのが難しい」
などの感想があった。これは，1 回目の抄読会と 2 回
目の模擬会議までの間が 3 週間空いたことや，抄読会
で得た知識の定着が十分ではなかったことが要因であ
ると推測される。一方で，
「なかなか楽しい」のように，
可視化して議論を進めることの効果を感じる参加者も
あった。模擬会議を行うことにより，基本的な知識を
身につけると共に，ファシリテーション・グラフィッ

図２ チャート型による可視化が効果的なテーマの板
書例。適切なパターンが選べればファシリテー
ション・グラフィックの技術が未熟でも十分な
効果が得られる。

なったと考えている。

４

研修会の開催

4.1

研修会の内容

クグラフィックがどのようなものか知るきっかけには
日本ファシリテーション協会フェローでもある加留
部貴行先生（九州大学大学院総合新領域学府客員准教
授）を招き，平成 26 年 12 月 24 日にファシリテーショ
ン・グラフィックの研修会を開催した（図 3）。参加
者は 16 名（看護学科：13 名，人間福祉学科：1 名，
生命科学科：1 名，総合教育センター：1 名）であった。
研修会は，可視化することの効果を体験することを
目的に企画し，講師には，事前の学習会に参加してい
れば理解が深まり，参加していなくても概要が理解で
きるような内容となるよう依頼した。実際には，基本
的な知識の講義と演習が織り交ぜて行われた。演習は，
図１ 抄読会で学んだことを模擬会議で実践している
様子。板書しながら議論を進めることに難しさ
を感じることもあった。

「音読されている内容を聴く」「対話を聴く」「発言内
容を聴く」などの「聴く」ことの難しさを感じながら，
可視化することを体験することができる内容となって
いた。
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議論を可視化するには，発言の内容を短く要約した
り，キーワードを並べたりして，発言の原意を損なわ
ないよう要領よくまとめる力が必要となる 3） とされ
ている。この研修会で，可視化するために「よく聴き」
「要約」し「まとめる」力が必要であることを体験の
中で理解することができた。
可視化の成果である図 4 には，同じテーマで話し
合った内容でも，どのようなフォーマットを選択する
かによって表現が異なり，プロセスの理解に変化が生
じることが現れている。この違いを理解する点におい
ては，事前に行った抄読会や模擬会議での経験が活か
されていた。
図３ 研修会の様子。講義と演習が絶妙なタイミング
で組まれており，飽きさせない内容であった。

4.2

研修会の評価

研修会の参加者は，教育経験が 10 年未満の比較的
若手が多かった。実施後のアンケートでは，満足度は
非常に高かった（表 1）。ファシリテーション・グラ
フィックの技術が教育活動に活かせるとの回答が多
かったが，自由記述を見ると自身の「要約する力」の
必要性を感じたり，聴く姿勢について考える機会とな
るなど，各自の課題を意識することができる研修会と
なっていた（表 2）
。今回の研修会は，教育経験が 15
年未満の今後の教育を担う若手教員の参加が多かっ
表１

図４ 研修会で行った議論を可視化した成果物。同じ
テーマが提示されていたが，まとめ方はそれぞ
れであることが分かる。可視化の技術により，
プロセスの共有化の程度に差が生じる。
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研修会を今後の教育活動に活用できるかについての自由記述内容

た（15 名中 12 名）
。この年代は，様々な教育技法を
学び，自らの教育に取り入れることが求められる年代

的に活用できないということでもある。今後は，教員
一人一人が意識してこの技術を活用し，高める姿勢を

であり，教育への意欲を高めることは重要である。そ
の点において今回の研修会は，研修への満足感が高く，
今後に活かせるとほとんどの参加者が評価したことか
ら，意欲向上に繋がったと考えられる。

持ち続けることが重要である。
今後，グループワークなどで活発に出される学生か
らの意見を「よく聴き」「要約」し「まとめて」可視
化する際は，今回の FD 活動で得たことを実践し，自
身の教育力向上に努めたい。

５

期待される効果
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The effort to acquire a technique which visualizes discussion
― To promote the progress of a discussion ―

Michiyo YAMANAKA Sumie KURODA Namiko MIYAMOTO
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Abstract
Recently, it is required to implement high-quality education in the undergraduate university faculty. We have been
working on acquiring a variety of techniques that will help students learn since 2010. In this paper, we report on FD (faculty
development) activities in 2014 that worked on acquiring a technique called facilitation graphics in order to “visualize” the
contents of a discussion.

Key words: facilitation graphics, visualize discussion, undergraduate education

－ 82 －

