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事前準備 

ステップ１ ファーストサークルを作る：役割分担を決める 

 （１）ファースト・サークルの重要性 

対話の場は、それを運営する人びとの関係性を反映する。共に「えんたく」

を企画・運営する仲間の集まりをファースト・サークルと呼ぶが、ファースト・

サークルにおける関係性が、役割分担がなされた上で協働的であることが必須

である。個性は多様であり、それでいて基本的な価値観を共有でき、互いに信

頼できることが望まれる。日頃から活動を共にしているチームで、「えんたく」

を企画・運営し、日頃の活動の一貫性の中にあることが鍵となる。 

（２）コーディネーターとファシリテーター 

全体を企画し、特に内円参加者を選定、依頼するのがコーディネーターの役

割である。ファシリテーターは、実際に対話を進行する役割である。もちろん

通常のイベント同様、他に会場準備、広報、会計などを行う人も必要である。 

ファシリテーターの役割をもふもふネットに委託することもできる。例えば、

実践例２は、島根あさひ回復共同体の出身者がコーディネーターとなり、もふ

もふはファシリテーターの役割のみ協力した。実践例７岡山 CAP からの受託で

は、コーディネートとファシリテーションの両方をもふもふネットが請け負っ

たが、今後はファシリテーションの部分だけの受託に限定していくことにした。 
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ステップ２ テーマを決める  

 テーマの決め方は最初の重要ポイントである。 

 テーマは、コーディネーターがチームと相談しつつ、えんたく参加者ととも

に考えたい体験、聞きたい気持ちや考えが出てくるよう、工夫する必要がある。

あまり広いと話しが拡散するし、あまり狭いと広がりにくい。自分たちが何を

知りたいのか、考えたいのかが明確である必要がある。 

 テーマを決める作業は、ステップ５の内円参加者の選定と密接に関わる。便

宜上、順に触れているが、ステップ２～５は行ったり来たりしながら、現実的

な落としどころを探して調整しつつ決めていくことになる。 

例えば、事例１「刑務所とその後の暮らしを考える」では、「刑務所処遇のあ

り方を考えたい、人びとに問いたい」という思いがあった。しかし、単に「刑

務所処遇を考える」とすると漠然としたものになるし、「制度」が語られてしま

う可能性が高くなる。一番知りたいあるいは知って欲しいのは、刑務所でその

人の人生が終わるわけではなく、出所後も続くということ、二番目には、再入

した受刑者しか会う機会のない刑務所職員に、普通に暮らしている出所者のこ

とを知って欲しいということであった。そこにある生活の視点、そして何より

社会に戻ってからの生活につなげる視点から考えたかったのでこのテーマに決

めた。 
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ステップ３ 会全体の内容の概要、日時・会場、予算を決める 

（１）会場 

 顔の見える関係性の中で絆を作ろうとする「えんたくＢ」を実施する場合、

全体でせいぜい 100 人程度の参加者に限定する方がよいように思える。どの形

式の「えんたく」でも、椅子をサークルにして並べていくのが標準のため、参

加人数より大きい定員の部屋を用意する必要があり、かつ机と椅子は可動式で

ある必要がある。会場の照明や、空調、音響、椅子、建物などからくる、居心

地の良さは、重要である。落ち着ける空間であることが最初の一歩となる。 

（２）内容と時間 

 会全体の内容としては、午前中 2 時間ほどテーマに関わる短いレクチャーを

入れ、午後 3 時間ほど「えんたく」を実施することが、これまでの実践では多

かった。もちろん、レクチャー入れないとか、パネルにするとか、午後だけに

するとか、企画者の意図に合わせてデザインできる。ただ、短めのレクチャー

を複数の人が行うことも入れた方が、参加者の満足感はさらに高まるようだ。

一定のまとまり感や知識を得た感も得られるのかもしれない。 

事例４「島根あさひ社会復帰促進センター出所者の話を聞く」では、島根あ

さひ社会復帰促進センターの 10 周年記念シンポジウム」の中の企画の一つとし

て、北欧の刑務所で専門職員をファシリテーターとして行われている、受刑者
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と刑務官のリフレクティング・トークを模して、実践可能性を問うことを目的

として、大きな企画の中に短時間ではめ込んだ。 

最小限のリフレクティング・トークは、１つのみのサークルで、3 人の参加者

で、一人 1 回 5 分で二巡すると 30～40 分で開催可能である。1 回のトークを数

分として、何人に聞くのか、何巡するのかを設定すれば、全体として「えんた

く」にかかる時間がある程度計算できる。実践例では、集中できるのはせいぜ

い 90 分間くらいと考えて、途中で休憩を入れて 3 時間くらいの時間を当ててい

ることが多い。 

 （４）予算 

 「えんたく」は有名講師を招聘するわけではないが、多人数の話者になるの

で、意外に支出が多い。例えば、内円を 3 人ずつで 3 つ作り、ファシリテータ

が 3 人いると、12 人分の交通費と謝金が必要になる。安上がりという方法では

けしてない。 
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ステップ４ ファシリテーターを決める 

 内円の数に応じて 1・2 名～3・4 名のファシリテーターが必要となる。ファシ

リテーターによって「えんたく」の中身の濃さや広がりが影響されることは否

めないが、かといってとてつもなく難しいというほどのものではない。「えんた

く」は、治療が目的なわけではなく、参加者は健常者なので、「普通の人」との

コミュニケーションを、相手や場の安全を考慮しつつ会話できる人であれば、

ファシリテーター足りうる。 

有能な「先生」が、必ずしもファシリテーターに適任とは言えない。ファシ

リテーションは、あくまで話者の話しを聞くことに重きが置かれ、自身の意見

を滔々と述べたり、自身の関心で唐突な質問を振ったりすることではない。い

わゆる強力なリーダーシップは邪魔になることも多い。とはいうものの、リー

ダーシップが緩すぎても、「えんたく」が散漫となり、十分に広げ、深めること

に至らない。 

実践例では、もふもふネットのスタッフ 7 名がファシリテーターの役割を交

替で務めている。全員、臨床心理士・公認心理師か精神保健福祉士の資格を持

ち、加害者あるいは被害者とグループで関わる経験をたくさん有している。 

それまでの教育や訓練で、人の話を聞いたり、信頼関係を築くことを学んで

いることは有益である。グループリードや自助グループの体験があることも望
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ましい。ファシリテーターの育成・研修については、次の課題となる。 

 事例３「被害者・加害者・支援者は断絶をこえていけるか？～『えんたく』

を用いて、つながりを作り始める試み」では、一つの事件の加害者・被害者で

はないとはいえ、同じ空間に性暴力の被害者と加害者が存在するということは、

場の安心感を担保するための手立てが必須である。通常ファシリテーターが話

される話題をよく知っている必要はないが、この場合、内円の人たちの安心感

を強める配置が望まれた。 

次のステップ５との関係するが、内円参加者は、もふもふネットの被害者あ

るいは加害者のグループに参加しているか自助グループに参加していて、一定

程度以上に自身の気持ちや考えを話すことができる人たちである。それでも被

害者の内円のファシリテーターには、被害者支援の専門家であり、日頃からも

ふもふネットの被害者のグループでファシリテーターを務めている野坂をあて

た。加害者の内円には、矯正領域での勤務が長く、島根あさひ社会復帰促進セ

ンターの回復共同体で来る日も来る日も加害者たちのグループをリードしてい

た毛利をあてた。藤岡は全体を進行するファシリテーターの役割をとった。 

性被害・性加害といったテーマの場合、攻撃的発言が出ることはありうるの

で、全体の話し合いの際は、攻撃的言動については早めに気づいて対処をする

必要があり、全体の進行を行う役割を置くことも考えられる。 
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ステップ５ 内円参加者を決める 

 特に当事者に内円参加を依頼する場合、すでに自助グループやグループカウ

ンセリングなどで、自身の体験を言葉にして多数の人に聞かれる経験を積んで

いる人である必要がある。例えば、もふもふネットでは、被害者・加害者とも

に、日頃の活動の中で、内円で話す準備のできている当事者たちとのつながり

がある。加害側の当事者としては、島根あさひ社会復帰促進センターで回復共

同体を経験してきた出所者の集まり「クマの会」や、ＡＡ、ＳＡなどの自助グ

ループとの関わり、そして日頃の活動を通じての支援者たちとのつながりも多

い。「えんたくＢ」を企画・実施するには、遠回りに見えても、日頃からグルー

プを実施したり、関係者たちと顔の見える関係を作っていくことが不可欠と考

える。 

 その上で、内円参加者は、性別や年齢、立場などできるだけ多様である方が、

広がりと深まりを体験できるように思われる。例えば、事例５「性問題行動に

対する治療教育的アプローチ～これまでの 10 年、これからの 10 年」では、ま

ずどういう内円をいくつ作るかが考えどころであった。丁度、「性暴力に対する

治療的介入の現状と課題」に関する調査も実施しており、児童福祉領域におけ

るプログラム実施施設は 10 年間で１から 87 か所に増加したものの、実施方法

については、課題も見えてきた時であった。そこで、大阪府児相での性問題行
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動を持つ子どもとその親のための治療教育プログラムが 10 年を経て、それを振

り返り、これから実施しようとする人とびとの役に立つことを目標として、過

去、現在、将来に焦点をあてることとしてテーマを絞り、これまでに経験した

ことのない人たちの内円と経験してきた人たちの内円の二つにした。内円が二

つなので、各サークルの参加者は 4 名ずつとした。そして、プログラムを実施

しようとしているおよび実施している児相職員だけではなく、児童自立支援施

設施設長、教育委員会職員、養護教諭、さらにはユーザー代表として、性被害

者の母、性加害からの回復者、新聞記者に依頼した。男女比は 4 対 4 である。 

 もふもふネットは、心理職と女性の比率が高いので、えんたくの際は、福祉

職、教育職、法律職などできるだけ多様な視点を有する人への参加を心がけて

いる。 

 コーディネーターとチームは、話して欲しいと考える参加者に依頼をするが、

都合等が合わないこともあるので、早めに準備していくことが望ましい。また、

専門家などは、意外に自分の経験を話すことが苦手であったり、経験ではなく

知識や情報ばかりを話したりすることもあるので、「えんたく」の趣旨について

は十分に説明が必要である。話すことについては、事前に準備するより、聞か

れたことに素直に応え、他の話しを聞いて感じたこと、考えたことを率直に話

して欲しいと依頼している。 
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ステップ６ 外円参加者を募集する～広報 

 概要が決まれば広報を行い、外円の参加者を募る。これまでの事例では、チ

ラシを作成し、知っている人に多少配ったり、もふもふネットのＨＰやフェイ

スブックにアップする程度で、それほど大規模な広報は行ってこなかった。 

すでにつながっている人からの顔がみえるつながりくらいを意識して広報し、

あらかじめ参加希望者にはメールで申し込みをしてもらった。やはり当事者も

参加するセンシティブなテーマで話し合いをするので、大規模に人を集めるよ

りはこじんまりを心がけている。口コミの力が大きいようにも感じている。 
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実施 

ステップ６ 「えんたく」についての説明 

 「えんたく」についての説明は、多くの場合午前中のレクチャーの終わりこ

ろに行っている。具体的には各報告書の事例報告を参照されたい。本報告書で

は、事例６「家庭内性虐待への対応～『えんたく』を用いて、被害者の声を聴

き、『専門家』と『市民』がより適切な対応を考える」の際の「えんたく」の説

明が 41 頁から載っている。だいたいのやり方を理解してもらえれば、あれこれ

説明するより、あとは実際に体験してもらい、その体験を振り返り、できれば

言葉にしてもらう方がよいと考えている。 

 ただ、内円の話者は、できるだけ自身の体験、気持ち、考えをファシリテー

ターに向かって話してもらうことを強調することが必要である。中には他の内

円の参加者や外円の参加者に向かって演説のように知識を語り始める人もいる。

実際、大勢の人に囲まれてファシリテーターとのみ話すのは、不自然な状況で

あることは否めない。ただ、そのことがある意味聞いても聞かなくてもよい、

無責任に聞く、聞いていてひっかかったら自分の思考や感情に集中することも

できるという機能を果たしているので重要である。リフレクティング・トーク

方式による「えんたく」は聞く・話すという外的言語のみならず、沈思黙考す

るという内的言語も促進されると考える。 
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ステップ７ 内円ファシリテーションの留意点 

 内円のファシリテーションを始めるには、具体的すぎず、抽象的すぎず、応

えやすい問いから入ると良い。例えば、事例６「家庭内性虐待への対応～「え

んたく」を用いて、被害者の声を聴き、「専門家」と「市民」がより適切な対応

を考える」では、44 頁から内円のファシリテーションが始まっている。最初の

被害者である娘たちの内円で、野坂は、「では最初に当事者のグループからスタ

ートします。1 人ずついきますので、お名前と自己紹介簡単にしてもらって。ど

うしてここに来たのか、どういうことを話したい思いでいらっしゃったのかっ

ていうのを聞かせてください。」と始めている。比較的応えやすい名前と自己紹

介から始め、話者が話題を選ぶことができ、かつ何を求められているかが明確

であることが良い。 

 引き続き野坂のファシリテーションを追っていくと、基本的にはていねいに、

相手の発言をリフレクション（照らし返し）している。ちなみにリフレクショ

ンは、カウンセリングの際のスキルであり、リフレクティング・トークとは別

の概念であるが、リフレクティング・トークをファシリテートする際にとても

有効なスキルである。相手の話しを傾聴して、その考え、気持ちを繰り返して

伝え、ちゃんと聞いていること、理解されている感じを持たせて、話者が自分

の進みたい方向で話を続ける自由度を広げる。質問は、質問者の意図する方向
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に話を進めてしまい、話者の話しと思考の流れを断絶させる危険性もあるので

あまり多用しない方がよいが、話題を広げたり、展開させたりするのには便利

である。このあたりのスキルについては、別のところで学んで欲しいが、基本

的には受容、傾聴、共感の態度を持ち、誠実に伝えていくことが重要である。 

 二巡目には、これまで他の人の話を聞いて思いだしたこと、思ったこと、感

じたことという問いかけをすることもできる。二巡目になるとどんどん話して

くれることも多く、どこをどうとらえて返すかに迷うことも出てくる。その際、

61 頁の坂東のように、「そういうことがやっぱりあるんだっていうことを間近で

実感されてきたっていうことですかね。」と、自信がなくなり「ですね」と言い

きらず、「ですかね」と返すと、聞き手がよくわからなかったのかもと思うのか、

前の話しと同様な話が長々と繰り返されてしまうことも多い。断言する「です

ね」と「ですかね」は一文字異なるだけであるが、意外に相手のその次の話し

に影響する。動揺したのか、「すいません、Ｍ３さんまたお願いします。」と次

のＭ３に話を向けると、Ｍ３には「何を？」と問い直されている。実際には傾

聴し続けるのはかなりの集中力を要し、迷い始めると訳が分からなくなる可能

性がある。すべての内容をリフレクションできるわけもなく、相手が話すこと

に乗ってきたら、ある程度自身のとらえた点を短く返すこともありうるが、何

を聞いているのかを明確にしておく必要はある。 
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ステップ８ 全体ファシリテーションの留意点 

 真ん中で話す人たちがいる小さな円（内円）を、外側の大きな円（外円）で

他の参加者たちが聞いている方式を「金魚鉢」ともいう。リフレクティング・

トークは、聞いている人びとに様々な思いを生じさせるが、話すことができな

いように設定されており、90 分ほど内円の話しを聞きづけた人たちは、多くの

場合、なんか「もやもやしてる」。一旦休憩をとった後、内円と外円のやり取り

を行うことが良い。内円の人々にとっても話しっぱなしではなく、自分たちの

話しが影響を与えた外側の人々の声を聴くことがさらに対話の広がりと深まり

を進める。 

 同じく事例６では、藤岡が全体のファシリテーターを務めている。「後半は内

側のサークルと外側のサークルとで、自由にコメント、感想、質問のやりとり

をしたいと思います。どなたでも結構ですので、外側のサークルにいらっしゃ

る方で、こんなことを感じた、私は今これをもってこれを言いたい、みんなに

伝えたいという方、ぜひ手を挙げて発言をしていただければなと思います。い

かがでしょうか。」（67 頁）くらいの投げかけで、発言してくれる。被害当事者

の内円がある場合、外円の被害当事者が挙手して、自身の被害体験を話すこと

はしばしばみられる。あるいは、最初は知識を得たいといった知的な質問が出

ることもある。どんな発言でも歓迎・感謝し、ていねいに対応することが重要
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である。この場合は、司会進行を行っていれば良い。 

 迷うのは、被害者当事者の話が連続して出てきた場合など、焦点をあてたい

が、異なる考え方が連続して出る場合などである。74 頁Ｉの発言は、「父を訴え

る気はない。過去に縛られるのではなく、これからの人生を自分でどう生きる

かは自分で決めたい」という意味の発言をしているのだが、藤岡の反応が独り

よがりで拾いきれずにいたところを、次のＪが今まさに起きている家庭内性虐

待での大変さを話し、そちらに話が流れてしまった。発言にどのように反応す

るかで、流れを左右する可能性もあるので、注意を要する。 

 最後には、内円の参加者にもう一度発言の機会を与え、さらに最後には企画

者として藤岡が意見を述べさせてもらって終わっている。 
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ステップ９ 記録・アンケートの実施 

 ビデオ等で記録をとっておくと、その後の「えんたく」の実施、そのテーマ

についての様々な意見、体験についての知見の集積に役立つ。記録をとる際に

は、参加者たちに同意を得ること、報告書などを作成する際は、内円参加者に

はあらかじめ目を通してもらい、修正をお願いすることなどが必要となる。 

 「えんたく」についての感想や意見を集めるべく、最後にアンケートをお願

いすることも考えうる。参加者のフィードバックは、「えんたく」の改善につな

がる。 

  

実施後 

ステップ 10 まとめと振り返り 

 アンケート結果や記録を参照しつつ、チームで振り返ることも、コーディネ

ートとファシリテートを改善するのに役立つ。 


