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承 諾 書

今後のワークショップのために、このガイドの改善のために皆様から助言を頂ければ幸いです。下記の
条件に反しない限り、皆さん自身のワークショップのために、このガイドを利用し、必要に応じて内容
を変更して構いません。

このワークショップガイドは、Liz Pallatto, Joy Cushman, Dan Grandone, Jake Waxman, Devon 
Anderson, Rachel Anderson, Adam Yalowitz, Kate Hilton, Lenore Palladino, New Organizing 
Institute staff, MoveOn Organizers, Center for Community Change staff, Jose Luis Morantes, 
Carlos Saavedra, Sean Thomas-Breitfeld, Shuya Ohno, Petra Falcon, Michele Rudy, Hope Wood, 
Josh Daneshforooz, Melanie Vant, Uyen Doan, Lucia Moritz 、他大勢の方々の数多くのトレーニン
グを経てより良く改善されてきました。

利 用 規 約

このワークショップガイドは以下の事項に従う条件で提供されます。このガイドを利用することは利用
規約に同意した事と見なされます。

1. このガイドを無料で他の方たちに複製し、配布することは可能ですが、金銭を対価として売ること
はできません。

2. ガイドから著作者に関する説明を削除してはなりません（例えば、ハーバード大学、マーシャル・
ガンツ博士のガイドを編集した、と記す）。
1. 著作者情報を削除しないという条件でガイドの一部変更は許可しますが、著しい変更あるいは

最新のガイドを、メールであるいは書面でマーシャル・ガンツ博士に連絡をしてください。
　　　　メール：marshall_ganz@harvard.edu
　　　　住　所：Marshall Ganz, Hauser Center, Harvard Kennedy School, 
　　　　　　　　79 JFK Street, Cambridge, MA 02138

2. それゆえ、何人にも制限されない使用料無料のライセンスが、マーシャル・ガンツ博士と New 
Organizing Institute、ならびにその後継者、相続人、被譲渡人に与えられます。彼らは作品
を複製し、配布し、他者によって部分的に変更された作品をさらに変更する権利をもちます。

3. 配布するすべてのガイドに、これら条件を含めねばなりません。さらに、このガイドを配布す
るすべての人に、ガイドの使用はここで述べられている制約と義務を条件とすることを伝えね
ばなりません。

これらの条件について質問がある場合、マーシャル・ガンツ博士にメールか書面で直接連絡をとってく
ださるようお願いいたします。
メール：marshall_ganz@harvard.edu
住　所：Marshall Ganz, Hauser Center, Harvard Kennedy School, 
　　　　79 JFK Street, Cambridge， MA 02138.
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　このワークショップの目標は、長年培われてき
たコミュニティ・オーガナイジングの考え方に根
付くリーダーシップの実践を学んで行くことで
す。そのリーダーシップとは、これから先、どの
ような未来が待っているのか不確かな状況下で、
人々がある目標を達成することができるように手
助けをする、その責任を引き受けることです。具
体的には、新たなリーダーになりうる資質をもっ
た人々を見いだし、起用し、資質を育て、そのリー
ダーシップがコミュニティを「同志 †1」へと組織
し、その「同志」がもっている資源を、ある共有
の目標を達成するために必要なパワーの源へと転
換させることを学びます。この実践は、「真のコ
ミットメント †2」に基づく自発的な活動を、変革
を創造する力へと転換させるために開発されまし
た。本ワークショップがみなさんにとって有用な
ものとなることを願います。

リーダーシップ実践についての
５つの方法

　各参加者は、オーガナイジングのためのリー
ダーシップ実践について、以下の 5 点から学び
ます。

1. なぜ自分がリーダーシップをとることを思い
立ったかを他者に理解してもらえる「ストー
リー・オブ・セルフ」、共に行動したい人々
と共有する価値観に基づく「ストーリー・オ
ブ・アス」、そして今行動しなければという
瞬間を語る「ストーリー・オブ・ナウ」とい
う 3 つのストーリーを明確に言葉で表現する
方法

2. ある共有目的に向けて共同するコミットメン
トに基づいた、意図的な関係を構築する方法

3. 共通の目的と基礎となるルール、明確な役割
を備えた協力的なリーダーシップ・チームを
構築する方法

4. 同志の資源を、ある明確な目標を達成するた
めに必要なパワーに転換する戦略を練る方法

5. 戦略を、計測可能で、動機がしっかりとあり、
効果的な行動へと転換させる方法

　参加者は、各自が関わるコミュニティにおいて、
そうしたリーダーシップの実践を教えられるよう
な学びを得ることになります。

セッションの進め方

　セッションの多くは次のような形式で進められ
ます。

1. 講義：概念について説明します
2. 見本：実践の見本を見せます
3. 演習：チームに分かれて演習します
4. 振り返り：全体で振り返りをします

　以上のような形式により、本ワークショップを
とおして学んだスキルを即戦力に変え、経験から
得られた知見をより有効に活用し、他の人々と共
に活動をはじめるスタート地点に立つことができ
るのです。

　未踏の地を探検する精神をもって、このワーク
ショップに臨んでください。新しいことにトライ
し、リスクをとり、新たな質問を投げかけてみて
ください。

†1 �原文では constituency。問題や、困難な状況に対して「共に
立ち上がる人々」という意味で使用します。

†2 不確かな未来を確かな未来にするためにはどんな困難にも立
ち向かう覚悟をもつこと。

　なぜここに集まったのか／ワークショップのゴール
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このワークショップに何を期待していますか？

どんなスキルを学ぶことに興味がありますか？

あなたはこの場にどんなことを還元できると思いますか？

ワークシート
自分の目標
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今日から３日間、目標達成を可能にする、私たちが共に学びたいと思う方法を明確にしてみましょう。
ブレインストーミングや合意したノーム †3 を忘れないためのメモとして、このワークシートを使って
ください。チームとして初めて顔を合わせるとき、まず数分間時間をとってこのワークシートの内容を
共有し、加筆や修正をして、チームのノームを作っていってください。

ワークショップ全体のノーム チーム内のノーム

ノーム・コレクション（グラウンドルール是正措置）

ワークシート
ノーム（グラウンドルール）

†3  ノーム（norm）は規範などと訳されますが、ここでは会場
の参加者やチームにおけるグラウンドルールと理解してくだ
さい。



People, Power, Change

人々のパワーで変化を起こす

相互依存の

リーダーシップにおける

核心的な実践とは何か？



10

人々のパワーで変化を起こす

Community Organizing JAPAN

予測出来ないこと、不確実で制御できないことに
おける領域になるのではないでしょうか。
　したがって、リーダーシップは挑戦的であり、
非常に「怖い」のです。私たちは自身に問いかけ
ます。
　新たな状況に対応するためにスキルを学ぶべき
か（手のチャレンジ）。自分の持てる資源を使っ
て目的を達成する新しい方法をどうやって考える
ことができるか（頭のチャレンジ）。新たな状況
に対応し、他者も同じ行動を促せるよう勇気、希
望、レジリエンス（回復力）を見つけることが出
来るのか（心のチャレンジ）？
　リーダーシップは「知っていること」より「学
ぶこと」です。誰も未来について知りません。し
かしどのように対処するか学ぶことができます。
リーダーシップは制御するよりも適応することで
す。そして地位よりも実践することです。
　従ってリーダーシップは「責任を引き受けるこ
と（自身）。その責任とは他者が（他者）不確実
な状況の中で目的を達成できるようにすること

（行動）」とここで定義します。リーダーシップは
決意、選択、責任を引き受けることが必要です。
そして関係性の一つの形でもあり、目的をもった
ものであり、勇気が必要なものです。

オーガナイジングとは何か？

　オーガナイジングとは、「私の課題は何か？」と
尋ねるのではなく「誰が私の同志か？」という質
問から始まるリーダーシップの一つの形です。そ
して同志の視点からみて「問題は何か？」、「同志
の資源を使い、どのように彼ら自身の問題解決す
る力を作ることができるか？」と尋ねていきます。

リーダーシップとは何か？

　私たちが共にこれから学ぶリーダーシップは、
一世紀のエルサレムの賢人ラビ・ヒレルが提示し
た３つの質問に根差しています。
――もし、私が私のためにあるのでなければ、私
は誰か？
　これは「自己中心的な質問」ではなく、「自分自
身について考える」質問です。私たちが誠実さを
もって他者をリードしたければ、自分の価値観、資
源、大志を明確に理解していなければなりません。
――私が私のためだけにあるのなら、私は何か？　
　「何か」ではなく「誰か」であるためには、私た
ちが他者との関係の世界で生きていること、私た
ちの目的を実現できる能力は、他者の能力とそれ
を引き出すことと切っても切り離せないものです。
――そして、もし今でなければいつなのか？
　これは橋の上から飛び降りろというアドバイス
ではありません。私たちは行動することなしに、
効果的に行動することを学べることは滅多にない
ことを認識するものです。学びはそれを継続する
よりむしろ、行動から生まれるものです。
　リーダーシップとは「自分、他者、行動の相互
作用」なのです。
　この文章が答えを述べているのではなく疑問形
ということが重要です。私たちはいつリーダーシッ
プを必要とするのでしょうか？　全てが大丈夫で、
うまくいっていて、問題は何もなく、驚きも、脅威も、
矛盾もない時でしょうか？　それとも物事が分か
りづらく、解決が難しく、予想不可能な時でしょ
うか。後者の時が、適応性のある、創造的なリーダー
シップを私たちが必要とする時ではないでしょう
か。リーダーシップとは、予測できるもの以上に

　人々のパワーで変化を起こす
　 ◆ このセッションのゴール
　　   リーダーシップ、オーガナイジング、そして学びの手法を伝える。
　　   鍵となる５つの重要なオーガナイジングの実践を紹介する。
　　   人々、パワー、そして変革の関係性について理解を深める。
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人々：私の「同志」は誰か？
　「同志」とは、ある目的を達成するために「共
に立ち上がる」ことを学んだ人々のことです。オー
ガナイジングは、単に問題を解決することではあ
りません。問題に直面する当事者のもつ資源を総
動員して問題を解決する能力を人々が身につけ、
さらに解決した状態を維持するということです。

変革：私の同志はどんな変化を生み出したいか？
　変化とは、特定でき、具体的で、意義のあるも
のです。そして問題、チャレンジ、必要性に対応
するものです。どんな変化が問題を解決するか理
解するためには、問題が何か、誰の問題か、何故
問題があるのか、という点について明確にしなけ
ればなりません。達成可能な変化にするために
は、目に見えるような真の変化をもたらしてくれ
る目的に集中することが大切になってきます。そ
れは啓蒙をすることでも、有意義な会話を交わす
ことでも、素晴らしいスピーチをすることでもあ
りません。あなたの「同志」が、直面しなければ
ならない難題に取り組むなかで、なぜこの目標を
達成することが真の変化を生じさせ得るのかを説
明し、はっきりと目にみえる目標を明示する作業
なのです。

パワー：私の同志はどのように彼らの資源を、彼
らの目的を達成するのに必要なパワーにかえるこ
とが出来るか？
　マーティン・ルーサー・キング牧師は、パワー
を「目的を達成することができる能力」と説明し
ています。パワーとは、私の資源に対するあなた

の関心と、あなたの資源へのわたしの関心によっ
て、双方が、共通の目的を達成するために資源を
一つにすることに興味をもった時に、一緒に創造
することができるものです（パワー・ウィズ／
power with）。
　しかし、もし私の資源に対するあなたの関心
が、あなたの資源に対する私の関心より大きけれ
ば、資源の交換において、私のほうが影響力をも
つことができるでしょう（パワー・オーバー／
power over）。
　つまり、パワーとは物でもなく、性質でもなく、
特性でもありません。パワーとは関心と資源との
間に生じる影響力なのです。以下の４つの質問を
し、またそれに答えることによって、「パワーは
どこからくるのか？　（パワーの源）」を探り当て
ることができるでしょう。

1. あなたの「同志」の関心事（必要なこと）は
何か？

2. この関心事（必要なこと）に取り組むために
必要とされる資源は誰がもっているのか？

3. これらの資源を所有する主体（アクター）の
関心事（必要なこと）は何か？

4. あなたの「同志」は、他の主体が（「同志」の）
関心事（必要なこと）に取り組むうえで求め
る資源としてどのようなものを所有している
のか？

　パワーは人々から生み出されるものです。変化
を必要としている人たち自身が、自らの資源を
オーガナイズし、変化を起こすために必要なパ
ワーをつくり出すのです。オーガナイジングがも

オーガナイズ
されていない状態 リーダーシップ オーガナイズ 

された状態

消極的 ストーリーの共有 意欲的

バラバラ 関係に基づいたコミットメント 団結

漂流 明確な組織構造 調整

反応的 創造的な戦略 自発的

無効 測定でき、目標のある行動 有効



12

人々のパワーで変化を起こす

Community Organizing JAPAN

つ興味深い役割は、変化を必要とし、変化を望ん
でいる人達自らが、「変化という作品」を描く作
家になることを可能にしている点です。オーガナ
イジングは、取り組んでいる問題そのものだけで
はなく、問題の原因（力がないという状況など）
さえも変えてしまうのです。
　それゆえ、オーガナイジングにおいては、さら
なるリーダーを見いだしていく作業に責任をもつ

（コミットメント）だけでなく、そのリーダー達
を束ね、人々が必要としている社会的変化をもた
らすパワーをつくり出すというこの特定の「戦い」
に携わらせる、ということにも力を注いでいく必
要があるのです。オーガナイジングをするパワー
は、何かを実現させたいと願う最初の一人の決意

（コミットメント）によって始まります。このコ
ミットメントなしでは、活動を始める資源はない
に等しいのです。コミットメントはアクションと
同じくらいはっきり目に見えるものです。

リーダーシップの 5 つの実践

　変化を起こすパワーをつくり出せるように人々
をオーガナイズするには、鍵となる５つのリー
ダーシップの実践をマスターすることが求められ
ます。これら５つの実践は、個人を変え、チーム
の活動のありようを変え、そして世界の見え方、
感じ方、さらに実際の世界の在り方をも変えるの
です。

１．ストーリーを創り、共有する
オーガナイジングは、「パブリック・ナラティブ」
という物語の中で表現される共有価値に根差して
いる。
　パブリック・ナラティブは、どのようにストー
リーを通して価値を伝え、世界を変えていくのに
欠かせないモチベーションを引き出すかというも
のです。このパブリック・ナラティブを通して私
たちは、なぜリーダーシップをとろうと思い立っ
たかを語り（ストーリー・オブ・セルフ）、集団
としてリーダーシップを発揮するように促す、私
たちが所属するコミュニティの価値観について語

り（ストーリー・オブ・アス）、そして、今行動
することを迫る、私たちの価値観に対して直面し
ている困難について語るのです（「ストーリー・
オブ・ナウ」。価値観に基づくオーガナイジング
は、（問題に基づくオーガナイジングと比較する
と）人々の多様性が、障壁ではなく財産になるよ
う、それぞれが「問題の小さな貯蔵庫」から抜け
出して来て、他の人と力をあわせるよう促します。
新しいことを学び、物事を行う新しいやり方を探
求するリスクをとるためには道徳的資源が必要で
す。価値観は感情を通じて経験するものなので、
人々はストーリーを語る事で感情を伝え、聞き手
の道徳的資源（勇気・希望・連帯）を呼び起こす
ことができるのです。“ セルフ（自身）”、“ アス

（私たち）”、そして “ ナウ（今）” の橋渡しをす
るパブリック・ナラティブをいかに語るかを学ぶ
ことにより、オーガナイザーは自身の力をより効
果的に発揮し 、運動における信頼と連帯を生み
出し、他の人々を効果的に活動に関与させられる
ようになるのです。

２．関係に基づいた共有コミットメントを創る
オーガナイジングは（人と人との）関係性と、共
に活動していくことへの双方のコミットメントを
基礎としている。
　これは、単に集合体ではなく、共通の目的をもっ
た集合体をつくるプロセスであり、部分を合計し
たものよりはるかに大きいものです。この集合体
を通じて私たちは個人の関心を共通の関心へと作
りなおし、達成出来る目標を描くことで、個々の
リソースを統合することでことができるようにな
るのです。また、これにより共通の関心事を力強
く主張する行動も期待できるので、単にメッセー
ジを伝えたり、貢献を引き出したり、投票を説得
するだけの関係性の構築ではなく、それ以上のも
のをもたらしてくれるのです。一対一のミーティ
ングや小さなグループミーティングを通して作ら
れた関係性は、地域のキャンペーンチームの基礎
となります。そしてそのチームは、単にアイデア
や作業や問題へのコミットメントではなく、お互
いにコミットメントすることに根差したチームと
なるのです。
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３．共有構造を作る
リーダーシップチームの構造は、効果的な各地で
のオーガナイジングを生みだすのを可能にし、各
地のアクションを都道府県、国、さらには地球規
模の目標へと統合することも可能にする。
　ボランティア活動は信頼のおける、継続的、創
造的なリーダーの育成に失敗してしまうと、しば
しば問題を抱える事になります。きちんと構築さ
れたリーダーシップチームは、安定性、モチベー
ション、創造性、そして説明責任を促すため、ボ
ランティアの時間、スキル、そして努力をより効
果的に使うことができます。エネルギーにあふれ
るボランティアの人たちが困難な仕事を達成する
ことができるような構造を作るのです。チームは、
活動の有効性をはかる３つの基準を達成するよう
に励みます。チームが支えようとしている人達が
求めてくる基準に応え、確実に結果を出すより有
効な方法を学び、そしてチームに所属する個人の
学びと成長を高めていくことです。チームメン
バーは、効果を最大限に発揮するための５つの条
件のもとで動きます。1）真のチームであること

（メンバーが定まり、安定し、相互に依存する関
係であること）、2）人を惹き付ける指針がある
こと（明瞭で重要 、そしてやりがいのあること）、
3）活動しやすい仕組みがあること（お互いを支
え合うこと）、4）明確なチームのグラウンドルー

ルがあること、5）活動するのに必要なスキルと
才能を持った多様性のあるチームであること。

４．共有戦略を創る
広い価値観を基盤にしていても、効果的なオーガ
ナイジングのキャンペーンは、それらの価値を（具
体的な）行動に変え、創造的な討議がもたらされ
るよう、具体的な戦略的目標に集中することを学
ぶものである。
　例えばバラク・オバマを大統領に当選させるこ
とや、アラバマ州モンゴメリーのバスでの人種差
別をなくすこと、100 パーセントクリーンな（環
境負荷のない）電気の供給を目指す運動など。都
道府県規模でのキャンペーンを実施する時には、
都道府県規模での戦略をたてるということに対
する責任を上位に（または中心に）据えますが、
キャンペーンにおける時間（締切）と場所（各地
域）という観点からみて戦略的ゴールを取り出す
ことができれば、各地域においてゴールをどのよ
うに達成していくかについて、地域で責任をもっ
て考え出すことが可能になります。地域において
目標に辿り着くための戦略を立てる責任は、地域
のチームに力とモチベーションを与え、投資をす
ることになるのです。このような二層構造が、全
体としての運動を絶え間なく最適な方向に向かわ
せ、さらには、ボランティアの人々が没頭してう

基礎作り

結果

キックオフ

断続的なピーク

組織のサイクル

キャンペーンの矢

最終ピーク
キャンペーンのタイムライン
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られて、次の段階への土台が作られていくという
点において、キャンペーンと同じパターンを辿り
ます。

リーダーシップの形態

　また、私たちはリーダーシップの仕組みをつく
ることにおいて、特有のアプローチをとります。
この仕組みによって、私たちは自分自身がリー
ダーシップを発揮しているときでも、他の人たち
のリーダーシップを育むことができます。私たち
はリーダーシップとは誰もが指示を仰ぐ人だと思
いがちです。

ドット・リーダーシップ
　もしあなたが次ページの図の全ての矢が向かう
中心の点に置かれたらどのように感じますか？ 
突き抜けることすらできない矢の一本になったな
らどんなふうに感じますか？ もし、中央の “ 点 ”
が消滅したなら何が起きるでしょうか？ 

バラバラのリーダーシップ
　時々、私たちはリーダーシップを不要と思った
りします。なぜなら「私たち全員がリーダーだか
らだ」と。しかし、それは次ページの図のように
なります。皆を調整する責任を誰がとるのでしょ
うか？　ある特定の部分ではなく、全体の状況を
みる責任を誰がとるのでしょうか？ 誰が最終責
任をとるのでしょうか？

スノーフレーク・リーダーシップ
　リーダーシップの実践における別の考え方は、
次ページの図のような「雪の結晶」になります。
これをスノーフレーク・リーダーシップと呼びま
す。リーダーシップの実践とは、他のリーダーを
成長させることです。そして、今度はその人がさ
らに他のリーダーを成長させるのです。順番に行
われるこの実践が延々と続くのです。あなたは中
心の「点」の存在かもしれませんが、あなたの成
功は他のひとたちのリーダーシップを育むことに
かかっているのです。

ちこめるよう、個々人のモチベーションを育んで
いくのです。

５．測定可能な、共有されたアクションを創る
進捗状況を評価し、責任を明確にし、経験を元に
した戦略の適用をしたいのであれば、オーガナイ
ジングで生まれた成果は、明確で計測可能で具体
的でなければなりません。
　ここでいう測定方法には、リクルートされたボ
ランティアの人達の数、集められたお金、ミーティ
ングに集まった人々の数、接触した投票者の数、
集めた署名の数、制定された法律の数なども含ま
れます。選挙キャンペーンは非常にはっきりと結
果の計測ができる（当選／落選）という利点があ
りますが、どんな効果的なオーガナイジング・キャ
ンペーンの成果もそれと同じくらい明瞭でなけれ
ばなりません。目標達成に向かう進捗状況を定期
的に報告することは、フィードバック、学びと適
応の機会を生み出します。またトレーニングでは、
プログラムを実行するための全てのスキル（たと
えば小グループミーティングを開く方法、電話活
動の管理 など）を身につけます。新しいメディ
アを使うことで、報告や連絡、調整が円滑に行わ
れるでしょう。こうして、個人、チーム、そして
キャンペーン全体が、ゴールにむかってどのくら
い進展したのかを確認するための透明性が担保さ
れるのです。
　このワークショップも、結果をだすために時間・
資源・エネルギーを結集させ、時間を「円型の循
環」ではなく、むしろ「矢」として捉えるという
点において、ひとつのキャンペーンとして進めら
れています（前ページの図参照）。時間を「円型
の循環」と捉える考え方は、日常的な仕事や通常
手続き、年間の予算などを維持することに役立つ
でしょう。一方、時間を「矢」として捉えると、
変化を生みだすことや具体的な成果をあげること
に集中でき、また努力を一極集中させることを可
能にします。キャンペーンでは時間は「矢」です。
それは 、基礎作りの期間・キックオフ・断続的ピー
ク・そして最終ピークというクライマックスに達
して結果に至る、一連の活動なのです。私たちの
ワークショップも 、各実践での成果がつみあげ
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んが既にどのようにするかを知っているもので
す。物語を語らない人はいますか？誰とも関係を
構築したことが無い人はいますか？やろうと思っ
ていたことを邪魔する障害を乗り越えるために戦
略を立てたことが無い人はいますか？私たちはど
のようにするかを知っていますが、それは「暗黙
知」であり「形式知（訳注：伝えられる知識）」
ではないのです。私たちはそれらをしていますが、
私たちはそれをどう正確にするのか考えたことが
ないのです。これから私たちが共に学んでいくの
はこの「暗黙知」を明確にしていくことです。そ
れによって、技術、スキルを磨き、これらのスキ
ルを使う目的を作っていくことができるのです。

　

オーガナイジングを学ぶ

　オーガナイジングとは実践であり、「する方法」
です。自転車に乗ることを学ぶようなものです。
自転車に乗ることについて書かれた本を何冊読も
うと、実際に自転車に乗る段階ではほとんど役に
たちません。誰しもがはじめて自転車に乗るとき
起こることは、転ぶことです。そこで「心」の出
番になります。あきらめて家に帰るか。あるいは、
また転ぶことがわかっていても勇気をだして自転
車に乗るか。それがバランスをとることを学ぶ唯
一の方法だからです。
　これから私たちが「学ぶ」多くの実践は、皆さ

ドット・リーダーシップ バラバラのリーダーシップ スノーフレーク・
リーダーシップ
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本ワークショップの各セッションは、講義を行う、
見本をみせる、各自が実践する、そして共有し振
り返る、といった同じパターンで進められます。
実践を理解するための概念的な枠組みを示し、実
践における見本を示し、皆各自の小グループで実
践し、学んだことを全員で振り返ります。



Coaching 
as a Leadership Practice

リーダーシップの実践としての

コーチング

どのようにすれば、

不確かさに直面した人々の目標達成を

可能にできるのか？
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オーガナイジングにおける
リーダーシップは、
不確かさに直面した人々が
共有する目標を達成できるように
手助けすること。
コーチングはそれを可能にする。

　オーガナイジング・キャンペーンは、チャレン
ジや学習の機会にあふれています。しかし、私た
ちは時に水の中で泳ぐ魚のようなもので、自分が
泳いでいる水がどのようなものか、どんな困難が
あるか、困難にむかってどのように泳いでいるか
が見えなくなります。コーチングはこの問題を軽
減する手助けをします。コーチングは、個人やチー
ム、そのキャンペーンやトレーニングの進展の妨
げになるような、動機面、戦略面、知識・スキル
面の困難を乗り越えるのに役立ちます。

オーガナイジングにおける
コーチングとは？

　コーチングとは、個人あるいはチームがより効
果的に活動できるように、直接的に介入すること
です。
　コーチングはオーガナイジング・キャンペーン
とトレーニングの様々な状況において有効なリー
ダーシップの実践です。コーチングが必要になる
のは、例えば以下のような時です。

・オーガナイザーがボランティアとの間に抱える
　動機面の困難の克服を助ける
・リーダーシップチームがオーガナイジング・
　キャンペーン戦略を立てる支援をする

　コーチングは他者が行動を起こす能力を培うた
めに、活動のあらゆる場面で有効です。状況は様々
であっても、全体のプロセスは非常に似通ってい
ます。

　リーダーシップの実践としてのコーチング
　 ◆ このセッションのゴール
　　   リーダーシップの実践において他者をコーチングするための 5 段階のプロセスで使う、
　　　　 シンプルな診断フレームワークを学ぶ。
　　   ロールプレイとその振り返りを通して、コーチングのプロセスを実践する。
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熟達アプローチ
　個人が熟達することを目指して行います。

（例：コーチングを受ける人がリーダーシップを
発揮できていて、さらに熟達できる状態である。）
　コーチングの基本的な観点（例：動機面、知識・
スキル面、戦略面）は変わりませんが、コーチン
グ戦略は異なります。（例：仕事についての考え
方で改めるべき点の例示のための専門的フィード
バックに対し、後者は専門的技能を伸ばすために
内省を促す問いかけをし意見を聞きます）

コーチングはどのように行うか
　ー ５段階のコーチングプロセス

　コーチングでは、5 つの段階において 4 つの方
法を使い分けるスキルが必要です。4 つの方法と
は：問いかける、頭と心で聴く、肯定する、挑戦
することです。次の 5 つの段階を踏みます。

Step1　観察
―何が見えて聞こえているか？
　コーチングを受ける人が抱える問題を十分に

「つかむ」ために、慎重に耳を傾け、ボディランゲー
ジを観察し、的を絞って徹底的に質問をすること

から始めます。事実を把
握するには時間がかかる
かもしれません。しかし、
コーチであるあなたが問
題を正確につかめなけれ
ば、その解決を手伝うこ
とはできません。遠慮せ
ずに具体的で「手ごわい」
質問をしましょう。この
プロセスは、コーチング
を受ける人が、何が問題
かを今までとは違った方
法で明らかにするのに役
立ちます。そのため、た
だ「情報を得る」以上の
ことを行います。

コーチングの観点
　コーチングでは、個人やチームの強みと弱みを
特定し、その弱みに打ち勝つために、彼らの強み
を総動員できるような手助けが必要です。人は時
に何をすべきか、分かっているものです。しかし、
新鮮な視点は、彼らが直面している特定の困難を
診断し、新しい解決策を特定することに役立ちま
す。
1. 動機ベース（ハート／心）のコーチングは、

努力を増すために行います。
2. 知識・スキルベース（ハンド／手）のコーチ

ングは、知識やスキルを強化するために行い
ます。

3. 戦略ベース（ヘッド／頭脳）のコーチングは、
成果を達成するための資源の使い方を見出せ
るようにします。

コーチングの観点

改善アプローチ
　効果の薄い活動を改善するために行います。

（例：コーチングを受ける人が全体的にリーダー
シップをうまく発揮できておらず、基本的なレベ
ルに達するための助けを必要としている。）

Step1
観察

Step2
診断

Step5
モニタリング

Step3
介入

Step4
共有と振り返り
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Step3　介入
―何をするか？
　問題が何かを特定できても、ただ単にコーチン
グを受ける人にすべきことを伝えてはいけませ
ん！ 相手が何をすべきと考えているかを見つけ
出します。コーチングを受ける人が問題を理解し、
彼らがどうその問題をとらえているのかをあなた
が理解できるような質問をします。そして、解決
方法を見つけられるような質問をしてください。
コーチングを受ける人の考えを表に出させてくだ
さい。適切な介入方法を考える上では診断が大事
です。

動機面の困難に対する介入：
• 励まし、促す - あなたならできる！
• 叱咤激励する（愛をこめて）。
• 恐れや羞恥心など、その人がリスクを取り、や

り切り、新たなことに挑戦するのを妨げている
感情と立ち向かえるように支える。共感や希望
をもって接し、その人の自尊心を肯定しましょ
う。勇気をほめたたえましょう。

• あなた自身の行動で勇気や感情的な成熟を示
しましょう。恐れの気持ちを告白し、あなたが
そこから逃げるのではなくどう前進している
のかを話しましょう。

知識・スキル面の困難に対する介入：
• 行動を見本で示し、コーチングを受ける人に真

似をさせることでどう動けばいいかの「感覚」
をつかませる。

• （すべきことを）細かく分け、1 つずつするよ
うに勧める。

• 3，4 通りの方法を示し試させて、どの方法が
その人に「ぴったり合う」かをみる。

• その人が一緒に練習できそうな人を提案する。
• 足りない情報（知識・スキル）をどこで見つけ

ればよいかを探す方法を示す。

Step2　診断
―なぜその問題は問題なのか？
　正しく診断をすることは非常に重要です。例え
ば、オーガナイザーが戦略に苦しんでいるときに、
あなたがもっと一所懸命するようにと伝えたら、
相手には不満しか残りません。

• 動機面の困難（努力／心）：上手くいっていな
いのはその人が十分な努力をしていないから
ですか？　十分な努力をしていないのは恥ず
かしいからですか？　あまりに早くやめてし
まったのは苛立ちまたは、恐れからですか？　
他の習慣が邪魔をしていますか？（例：営業
トークが堪能な人は本心からの話をする方法
を知らないかもしれない）

• 知識・スキル面の困難（知識・スキル／手）：
その人が上手く行っていないのは、効果的に
行うためのスキルが足りないからですか？　
やり方を知らないからですか？　他の習慣や
行動が妨げとなっているのですか（営業トー
クに精通している人が、そのスキルがストー
リーテリングのスキルの代わりになるとごっ
ちゃに考えている）？　コーチであるあなた
が実際に見本を見せ、ロールプレイをできる
ものがありますか？　

• 戦略面の困難（戦略／頭脳）：上手くいって
いないのは、すでに得ている知識やスキルを
どのように使えば良いかわからないからです
か？　概念や基本的原則を明確に理解してい
ますか？注意深く考えきれていますか？ゴー
ルは達成可能なものですか？戦略は筋が通っ
ていますか？
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効果的なコーチング 効果的でないコーチング

相手の経験に注目し、頭と心の双方で真摯に話
に耳を傾ける。

コーチングを受ける人のチャレンジを実際に見
聞きする前に、全ての答えを導き出そうと準備
してしまう。

コーチングを受ける人のチャレンジと成功、そ
れら全てから学んだことの意味を探求し、理解
することを支援する。

コーチングを受ける人の感情を傷つけたくない
ために、真実でない偽りの言葉でほめる、また
は強さのみに注目する。

コーチングを受ける人が困難の解決策を見つけ
ることを支援する。 コーチングを受ける人の弱点のみを批判する。

コーチングを受ける人を支援するような質問や
チャレンジする質問を投げかける。 コーチングを受ける人に、何をすべきか伝える。

Step4　共有と振り返り
―コーチングを受ける人は何を学んだか？
　コーチングを受ける人に、セッションの「学び
と気付き」をまとめてもらいます。次にすべきこ
とにコミットし、いつそれを確認しあうかを決め
ます。何がうまくいきましたか？何が難しかった
ですか？どんな解決策がありそうですか？あなた
のゴールは？次のステップは？

Step5　モニタリング
―コーチングを受ける人をどのように支援し続け
られるか？
　コーチングを受ける人が、新しい、または改善
された解決策を彼らの日々の実践に組み入れられ
るように、定期的に状況を確認するスケジュール
をたてましょう。状況がどのように変わったかに
ついて、コーチングを受ける人から報告をうけま
しょう。診断と介入の成果を評価しましょう。そ
してその成功の歓びを分ち合いましょう！

戦略面の困難に対する介入の例：
• 具体例に一緒に取り組み、戦略的なプロセスを

習得できるような問いかけをする。
• 実践についての考えを聞く問いかけをする
（「なぜその戦術を選んだのですか？」）。

• あなたが気付いたことの見解を述べ、コーチ
ングを受ける人が異なる考えを持てたか聞く

（「そのとき、他の選択肢はあったのですか？ど
んなものでしたか？なぜそれを選んだのです
か？ ”」）。

• あなたが聞き取ったと感じたことを、適度な再
構成を交えて伝え、コーチングを受ける人が見
ている状況と合っているかを聞く。

• 静かに振り返り、自己診断をさせる（「少し時
間をとって何がうまくいき、何がうまくいって
いないのかを考えてから、そのことについて話
しませんか」）。

　彼らのために何かしたいという衝動を抑えま
す。コーチングを受ける人が介入を試せるように
します。彼らの行動を観察し、共有と振り返りの
ために観察した内容を記録しましょう。
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◆ この演習のゴール
　　   コーチングのプロセスを、キャンペーンでよくある困難についてロールプレイすることで
 　学びましょう。
　　   オーガナイジングとリーダーシップにおけるコーチングのプロセスと枠組みについて
 　振り返りましょう。　

◆演習内容　—　合計 40 分

１．3 人 1 組で集まり、学習するチームを作ります。
2 分

• 演習内容を確認します。

２．コーチングの練習

36 分

３人一組になって、コーチングを実践してみましょう（１ラウンド 12 分）
Ⅰ）　 第 1 ラウンドで、コーチになる人、コーチングを受ける人、オブザーバー（観察者）、

それぞれの役を決めます。
Ⅱ）　 コーチングを受ける人は、その人が直面している問題（リーダーシップに関する）

を説明し、コーチからコーチングを受けます。コーチは質問と相手の反応を言い換
える事（パラフレーズ）しかしてはいけません。 オブザーバーは次ページのワーク
シートを参考にメモをとりしましょう（8 分）

Ⅲ）　 第 1 ラウンドの共有と振り返りを行います。（4 分）
• コーチングを受けた人：このコーチングのプロセスは、以前に人にアドバイスを

したときや、答えを提供した時とどう違いますか？コーチはどの部分が上手くで
きましたか？どのようにより良く出来ますか？

• オブザーバー：コーチはどの部分が上手くできましたか？　どのようにより良く
出来ますか？

役割を交替し、同じことをあと 2 回繰り返してください。（１ラウンド 12 分）

３．チーム全員で気づき、良く出来たこと、改善すべきことを振り返ります。
　　講義室に戻ります。

2 分

チーム演習
コーチングの実践
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観察者が観察したこと、診断したこと、使うであろう介入のタイプを、このワークシートに記録してお
きましょう。

観察（徴候） 診断 介入

動機面
（心）

知識・
スキル面
（手）

戦略面
（頭脳）

コーチング・ワークシート（１回 12 分）
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Introduction to 
Public Narrative:
Story of Self, Us, and Now

パブリック・ナラティブとは

私、私たち、今をつなぐ物語とは？
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If I am not for myself, who will be for me?
もし、私が私のためにあるのでなければ、
誰が私のためにあるのか？
 
When I am only for myself, what am I?　
私が私のためだけにあるのなら、私は何なのか？
 
If not now, when?
そして、もし今でなければいつなのか？
 
- ラビ・ヒレル、一世紀のエルサレムの賢人
 
　パブリック・ナラティブを創ることは、リーダー
シップの実践における 3 つの重要な要素を統合
する方法です。ストーリー（なぜ私たちは、今、
行動しなければならないのか。heart ／心）、戦
略（いかにわれわれは行動すべきか。head ／頭
脳）、そしてアクション（今、何を行動しなけれ
ばならないのか。hands ／手）。ラビ・ヒレルの
力強い言葉は私たちに教えてくれます。「自分の
ために立ち上がることが最初の第一歩だが、しか
しそれでは十分ではない。あなたと共に立ち上が
るコミュニティを構築しなければならならない。
そしてそのコミュニティを、今、共に行動するよ
う動かさなければならない。」私（セルフ）・私た
ち（アス）・今（ナウ）のストーリーを結び付け
るには、共通の織糸を価値観にみつけます。あな
たを使命へと導いた価値観、あなたのコミュニ
ティが共有する価値観、そして、今行動しなけれ
ばならない、その価値観に対するチャレンジです。

「今のストーリー（ストーリー・オブ・ナウ）」か
ら考え始めることも出来ます。誰と共に活動する

かという「私たちのストーリー（ストーリー・オ
ブ・アス）」、そしてあなたの使命感が依拠すると
ころである「私のストーリー（ストーリー・オブ・
セルフ）」というように逆の順番に考えていくこ
とになるかもしれません。

リーダーシップ実践としての
パブリック・ナラティブ

　リーダーシップとは不確実さに直面する中で、
人々に共有する目標を達成させる責任を引き受け
ることだと先に述べました。ナラティブ（物語）
とは、個人として、コミュニティとして、そして
国として選択をするための正しさを信じるための
精神的資源、勇気をどのように手に入れるのか、
について学ぶプロセスです。

私たちの誰もが人々が聞きたいと
思うストーリーをもっています

　私たちの誰もが人々を行動にかりたてるストー
リーを語ることを学べます。私達はそれぞれ、困
難・チャレンジ、または世界は変わるべきだと思っ
ていなかったストーリーを持っています。そして
希望もしくは変化を起こせると思っていなかった
ストーリーを持っています。このスキルを学ぶに
つれ、あなた自身についてのストーリー（ストー
リー・オブ・セルフ）、あなたがオーガナイズす
るコミュニティのストーリー（ストーリー・オブ・
アス）、変化を起こすために必要なアクション（ス

　パブリック・ナラティブとは
　 ◆ このセッションのゴール
　　   なぜ、パブリック・ナラティブが重要なリーダーシップスキルなのかを学ぶ。
　　   どのようなパブリック・ナラティブが効果的なのかを学ぶ。
　　　　 価値観、感情、ストーリーの組み立て方。
　　   パブリック・ナラティブの語り方を、まずストーリー・オブ・セルフから学ぶ。
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トーリー・オブ・ナウ）を語ることを学んで行き
ます。そして人のストーリーを聞く練習、良いス
トーリーを語る方法を人々に教える（コーチする）
ことも学びます。

どのようにパブリック・
ナラティブは機能するのか？

なぜパブリック・ナラティブを
使うのか？

　共有価値のもとに人々を突き動かし、効果的に
アクションを起こしてもらうために、リーダー
シップを担う人は「頭」と「心」、両方を使う必
要があります。そうすることによって、なぜ世界
を変えねばならないのか（動機）、世界を変える
ためにどのように行動するのか（戦略）を理解す
ることに人々の関心をひきつけるのです。
　パブリック・ナラティブとは「なぜ」の物語な
のです。それはストーリーを通して、価値観を行
動へと転換させる技術なのです。

価値観は感情を通じて伝わる事で
行動を起こさせる事を
理解することが鍵です

　感情を介して、私たちは自分自身、他の人々、

そして世界の何に対して価値
をおいているかということを
知ります。他者へ私達の動機
を表現することが出来るのは
感情を通してなのです。ストー
リーは私たちの感情を引き出
し、私たちの行動のなかにあ
る価値観を表現することで、
何が大事なのかをただ単に考
えたり、他の人たちに話した
りするよりもずっと、何が大
事なのかを私たちに感じさせ
てくれるのです。なぜならストーリーは私たちの
価値観を、抽象的な原理原則ではなく、生きた経
験として表現させてくれるからです。経験に基づ
く価値観は、人々をつき動かすパワーを持ってい
るのです。

意図を持った行動を
阻害する感情もあれば、
行動を促進する感情もあります

　Emotion ／感情という言葉は、movement ／
活動と同じ種類の言葉で、ラテン語では同じルー
ツを持ちます。意図を持った行動は、惰性・無関
心・恐怖心・孤立感・自信喪失によって阻害され
ます。一方、アクションは切迫感・怒り・希望・
連帯感・変化を起こせる、という感情によって促
進されます。ストーリーを用い感情を総動員する
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ことで、意図を持った行動がそれを阻害する感情
に打ち勝つことを可能にするのです。

パブリック・ナラティブを構築
するための鍵となる３つの要素

出来事を詳しく語りストーリーにす
るのは何か？
困難−選択−結果

　ストーリーの筋は、主人公が思いもかけぬ困難
に直面するという場面から始まります。主人公は、
気を配らねばならない緊急の必要性に迫られた目
的を追求し、いかに反応するか、いかに行動する
かを選択します。その選択は全く準備されていな
いものです。選択により私たちはモラル（教訓を
学びます。
　私たちは登場人物に感情移入して追体験するこ
とにより、その人の感情を経験することができま
す。頭ではなく、心（ハート）で教訓を学ぶので
す。あるひとの勇気についての話を聞くのではな
く、勇気に奮い立たされるのです。
　登場人物のストーリー、彼／彼女の選択時の奮
闘、行動を引き起こした価値観は、聞き手にも自
身のストーリーの奮闘や選択、行動、動機となっ
た価値観を思い出させ、彼ら自身の人生に新たな
洞察をもたらすのです。

 

パブリック・ナラティブは、
ストーリー・オブ・セルフ、アス、
そしてナウを統合するものです

ストーリー・オブ・ナウ
「ストーリー・オブ・ナウ」は、どのような緊急
の問題があなたを突き動かし、コミュニティのた
めに行動をとることになったのかについて語るも
のです。
　ストーリー・オブ・ナウでは、あなたが直面す
る困難についての緊急性（否定できない変化の必
要があり、緊急性、変化を起こす機会は二度と訪
れないかもしれないという緊急性）を語ることが
必要です。その困難における緊急性と、約束され
た希望が交差するところが、とるべき選択です。
行動をとるのかとらないのか、その方法で行動を
とるのか、別の方法なのか、という選択です。よ
いストーリー・オブ・ナウを語るためには、想像
する勇気、W. ブルッゲマンのいうところの、預
言者的な想像力が必要です。そうすることで、世
界にある苦難と同時に、よりよい未来への可能性
について目を向けさせます。

ストーリー・オブ・アス
「ストーリー・オブ・アス」は、語り手である「あ
なた」とだけではなく、他者がお互いに協力し行
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動することを動機付ける価値観を語るものです。
　ストーリー・オブ・セルフのように、コミュニ
ティの価値観もその鍵となる選択の瞬間を通して
表現されます。コミュニティが出来た瞬間、危機、
勝利、悲劇、回復、ユーモアといった、人々の記
憶に残っている瞬間です。あなたのグループのメ
ンバーが共有した経験、特にそれぞれのメンバー
にとって同じ意味をもつ経験について考えましょ
う。困難に立ち向かう上で、共有する価値観をメ
ンバーが思い出すことができる、特定の時期の、
特定の人々にとっての、特定のストーリーに注力
するのがポイントです。よいストーリー・オブ・
アスを語るためには、共感する勇気、つまり、他
者による経験を関連づけるため、それについて深
く考えることが必要です。

ストーリー・オブ・セルフ
「ストーリー・オブ・セルフ」は、あなたがリーダー
シップを発揮しようと思い立った価値観について
語るものです。
　リーダーたちは、自らを導く価値観を、ほかの
人々に伝えるという挑戦に直面します。動機のも
ととなる価値観についての効果的なコミュニケー
ションは、信頼、共感、理解の礎となります。そ
れがない場合、多くの場合人々は全く効率的でな
い方法で、リーダーの人柄や動機を推測すること
になります。ストーリー・オブ・セルフを語るこ
とによって、人々を導き、他の人々と連携し、そ
して共通の目的を見つけだす強い地盤を築くこと
ができます。
　私たちはそれぞれ語るべきストーリーを持って
います。私たちの価値観は、他者−両親、友人、
教師ら、他の人々の選択によって形づくられるこ
とが往々にしてあります。そして私たちは、様々
な困難に対して選択をすることによって、人生（苦
痛と向き合うこと、希望の瞬間、行動への動機）
をかたちづくってきました。
　私たちの価値観が、私たちの人生をかたちづく
る選択に影響を与えるのだということを経験した
時に注力するのがポイントです。いつからそのこ
とについて気にかけるようになったのでしょう
か？　初めて、正義に反することを経験したのは

いつでしょうか？　行動しなければと感じたのは
いつですか？　なぜそれができると思ったので
しょうか？　どんな状況だったのでしょうか？　
その状況、場所、色、音など、どのように見えま
したか？　あなたのストーリー・オブ・セルフの
力強さは、人生の上で意義深い瞬間を明らかにし
ます。それらは、個人的な秘密ではなく、周りか
ら見えているあなたの人生をかたちづくった出来
事です。よいストーリー・オブ・セルフを語るた
めには、内省する勇気、そしてそこで何を発見し
たのかを共有する勇気が必要です。
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パブリック・ナラティブ・クラスの生徒であったジェームズ・クロフトの 5 分間スピーチを観ましょう。
観ながら、彼のストーリーで語られるセルフ、アス、ナウの 3 つの要素について考えましょう。

セルフ アス ナウ

• どんな経験が彼の価値観を作
り上げたのですか？

• それらの経験は誰の選択です
か？

• なぜそれらはストーリーとして

• 彼が話しかける「私たち」とは
誰ですか？

• 彼はどの選択の瞬間を取り上
げているのですか？

• このストーリーにおける価値

• それらの価値観がどのように
侵害されたと彼は描いていま
すか？

• 希望の源はなんですか？
• 彼は私たちにどんなアクションに

ビデオを観終わったあとに以下の点について考えてみましょう。
1. なぜクロフトはあのように話始めたのですか？ 
2. どんな困難、選択、そして結果が、彼が語るそれぞれのストーリーの核ですか？ 
3. どんな細部、イメージ、瞬間がこれらのストーリーを生き生きとさせましたか？ 
4. これらのストーリーはどんな価値観を伝えていますか？

ワークシート
ビデオ鑑賞：ジェームズ・クロフト
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バラク・オバマ上院議員（当時）による 2004 年民主党大会基調演説の最初の７分を観ましょう。観
ながら、彼のストーリーで語られるセルフ、アス、ナウの 3 つの要素について考えてみましょう。

セルフ アス ナウ

• どんな経験が彼の価値観を作
り上げたのですか？

• それらの経験は誰の選択です
か？

• なぜそれらはストーリーとして
語られているのでしょうか？

• 彼が話しかける「私たち」とは
誰ですか？

• 彼はどの選択の瞬間を取り上
げているのですか？

• このストーリーにおける価値
観は何ですか？

• それらの価値観がどのように
侵害されたと彼は描いていま
すか？

• 希望の源はなんですか？
• 彼は私たちにどんなアクションに

参加するよう求めていますか？

ビデオを観終わったあとに以下の点について考えてみましょう。
1. オバマはアメリカ国民に対してなぜこのように自身を紹介したのですか？　なぜ彼は他のストー

リーではなく、これらのストーリーを選んだのですか？
2. どんな困難、選択、そして結果が、彼が語る各々のストーリーの核にありますか？ 
3. どんな細部、イメージ、瞬間がこれらのストーリーに活気をもたらしていますか？
4. これらのストーリーはどんな価値観を伝えているのですか？

ワークシート
ビデオ鑑賞：バラク・オバマ
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Creating Shared Story:
Story of Self

共有するストーリーを創造する：

ストーリー・オブ・セルフ

なぜ、私はここにいるのか？
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ストーリー・オブ・セルフとは何か

　他の人たちにあなたを理解してもらえるような
ストーリー・オブ・セルフを語りましょう。あな
たが自分自身の信念・大義を貫くだけでなく、人々
を牽引する責任を受け入れる基盤となっている価
値観を他の人に体験してもらいましょう。人生の
重要な選択の瞬間に焦点をあわすのが鍵です。困
難や不確実性に対して、あなたが自分の価値観に
基づいて何らかの選択をした瞬間です。あなたが
他の人に自分の意見を聞いてもらいたい、聞いて
もらえると思うようになったのはいつでしょう
か？　他者を気にかけなければならない、それが
出来ると分かったときはいつでしょうか？　なぜ
あなたより強大な誰かに立ち向かわなければなら
なかったのでしょうか？　どこで勇気をみつけた
のでしょうか？　もしくは勇気をみつけたので
しょうか？どんな環境だったのですか？　ストー
リー・オブ・セルフが力を持つのは、激しく悲劇
的なドラマのおかげではなく、あなた自身のもろ
さをどの程度出せるか、あなたが気にかけること
と勇気の源について本心を他者に見せることが出
来るかによります。

ストーリーの中に困難・選択・結果
を取り入れる

　リーダーとして、今、この場に至るまでに、
自分が行った選択に注目する質問を自身に対して
問いかけてみてください。どの選択について焦点
を合わせるかを決めたら、次の質問を自身に問い
かけて、深く掘り下げてみましょう。

困難（チャレンジ）
　なぜ、それを困難と感じたのか？　何がそれほ
ど困難だったのか？　なぜ、それはあなたにとっ
てのチャレンジだったのか？

選択
　なぜその選択をしたのか？　どこからその選択
をする勇気を得たのか？（あるいは得られなかっ
たのか？）　どこから希望を得たのか？（あるい
は得られなかったのか？）あなたの両親、祖父母、
あるいは他の誰の人生のストーリーが、決断の瞬
間、どう行動すべきかを教えてくれたのか？

結果
　あなたはその結果をどのように感じたのか？　
なぜ、そのように感じたのか？　その結果はあな
たに何を教えてくれたのか？　あなたはその結果
から私たちに何を学んでほしいのか？　私たちに
どのように感じて欲しいのか？

　困難という言葉について補足します。困難とい
う言葉をみた時、ふりかかってきた人生の不運に
ついて描かなければいけないと思う人がいます。
しかし、あなた自身がその困難を選択したという
場合も多々あります。谷底からはいあがるだけで
なく、さらに高い山に登ることを決めたのはあな
た自身の選択です。多くのことにあなたは勇気を
もってチャレンジしつづけてきたでしょう。それ
は聞き手にインスピレーションを与える良いス
トーリーの源となるのです。
　ストーリー・オブ・セルフはストーリー・オブ・
ナウとアスをしっかりとつなぎとめるものです 。

　ストーリー・オブ・セルフ
　 ◆ このセッションのゴール
　　   あなたの価値観を伝える方法としてのストーリー・オブ・セルフの語り方を学ぶ。
　　   ストーリー・オブ・セルフへフィードバックをすることにより他者をコーチする方法を学ぶ。
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チーム演習
ストーリー・オブ・セルフの実践

◆ この演習のゴール
　　   自分のストーリー・オブ・セルフを語る練習をし、
　　　　 他のメンバーから建設的なフィードバックをもらいましょう。
　　   他のメンバーのストーリーを引き出し、お互いにコーチすることを学びましょう。　

◆演習内容　—　合計 50 分（移動時間も含みます）

１．チームで集まり、チームを立ち上げます。

5 分
• チームで集まったら、タイムキーパーを決めます。
• 簡単に自己紹介をします（呼んで欲しい名前）。
• 演習内容を確認します。
• 見本として、コーチが２分間のストーリー・オブ・セルフを語ります。

２．各自のストーリー・オブ・セルフを１人で考える時間をとります。
5 分

• 次ページのワークシートを使ってください。

３．チーム内で順番に、１人ずつ、自分のストーリーを語ります。

30 分

Ⅰ）１人がストーリーを語ります。（2 分）
Ⅱ）チームのメンバーからフィードバックをもらいます。（3 分）
• 他の人のストーリーを聞いている間、後にあるワークシートを、フィードバックを書く

ために使ってください。
※注）２分間厳守でストーリーを語ってください。話の途中でも、タイムキーパーは２分
で話を中断します。ストーリーの焦点を絞り、またチーム全員が各自のストーリーを語っ
てフィードバックを得る機会を確実に得るためです。

４．チーム全員で気づき、良く出来たこと、改善すべきことを振り返ります。

5 分
• 自分のストーリーを語り、他の人たちのストーリー・オブ・セルフをコーチする経験か

ら、何を学びましたか？
• このセッションからどんな気づきを得ましたか？
• 演習の良かった点と改善点は何でしょうか？
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あなたの人生のどの部分を話すかを決める前に、次の質問について考えてみましょう。

1. なぜ、私はリーダーシップを取る事を思い立ったのか？
2. どんな価値観が私を行動へと突き動かすのか？　どのようにその価値観が他の人々が似たような行

動を起こすようインスピレーションを与えられるか？
3. 私自身の人生の基盤となる価値観をどのように学び、その価値観に基づいてどのように行動したの

か？　それらを言葉よりむしろ光景を聞き手に見せられるように。

語りたいあなたの価値観は？

リーダーとしてあなたをこのキャンペーンに導いた価値観を形づくるうえで、重要な人生の経験とは何
ですか？

家族＆子供時代 人生の選択 オーガナイジングの経験

• 両親／家族
• 子育ての経験 
• あなたのコミュニティ
• ロール・モデル
　（規範となる人）
• 学校

• 学校
• 仕事
• パートナー／家族
• 趣味／興味／才能
• 情熱をみつけた経験
• 困難に打ち勝った経験

• 初めてのオーガナイジング
経験

• 鍵となる本あるいは人々と
のつながり

• ロール・モデル

あなたのストーリーの中における困難、選択、結果について考えましょう。結果からあなたが学んだこ
と、そのあと何が起きたのか。言葉のかわりに、以下のスペースに絵を描いてみましょう。力強いストー
リーは聴衆の心にイメージを残します。あなた自身とあなたの使命を、聞き手が理解するうえでイメー
ジは非常に有効です。困難に直面したとき、あなたがとった決断を表現することは、あなたの価値を伝
えることになるのです。

困難（チャレンジ） 選択 結果

ワークシート
あなたのストーリー・オブ・セルフを作り上げる
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困難（チャレンジ） 選択 結果
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さらなる考察のために
　私たちは皆、数多くの困難と、選択と、失敗と成
功という結果とともに、非常に豊かで同時に複雑な
人生を生きています。つまり、決して２分間では私
たちの人生を語ることはできません。私たちの人生
のストーリーを理解する方法を学び、実践するのは
まさにチャレンジです。チャレンジの結果として、
自身の経験を熟考し、理解したことを土台にして、
他の人たちに教えることができます。また、それぞ
れのユニークな状況において何がふさわしいかを
判断しつつ、どのストーリーを語るべきかを選ぶこ
とができます。
　ストーリー・オブ・セルフから始めて、あなた自
身のパブリック・ストーリーを十分に時間をかけて
振り返りましょう。あなたの両親、祖父母まで時
を戻すのもよいかもしれません。あるいはあなたの
もっとも最近のオーガナイジングの経験から話を始
めるのもよいでしょう。あなたがその行動をとった
とき、なぜあなたはそのことに特別に熱中したのか
と自身に問い続けてください。あなたが直面した困
難に注目し、それらの困難に対処すべく、あなたが
行った選択に注目しましょう。あなたが経験した満
足、あるいはフラストレーションに注目しましょう。
　なぜ、あなたはこれらの選択をしたのか？　な
ぜこれをして、他のことをしなかったのか？　自分
自身に「なぜ？」と問い続けるのです。困難、選択、
そして結果について熟考することからあなたは何を
学びましたか？　どのように感じましたか？　あな
た自身について、家族について、同志について、コ
ミュニティについて、国について、あなたを取り囲
む世界について―あなたにとって何が本当に重要
かについて、教えてくれましたか？これらのストー
リーの何がそれほどまでに関心をそそるのでしょう
か？　どの要素があなたの人生を真に理解する手
助けとなったのでしょうか？
　パブリック・リーダーシップの中で活動している
多くの人は喪失と希望の両方のストーリーを持っ
ています。もし、私たちが喪失のストーリーを持っ
ていなければ、喪失を世界の一部として理解でき
ないでしょう（世界を修正しようとする理由もなく
なってしまいます）。しかし、私たちは希望のストー

リーも持っているのです。希望のストーリーがなけ
れば、世界をよりよくするために立ち上がることは
ないでしょう。
　よいストーリーは、あなたの人生の筋－直面した
困難、選択したこと、その結果－を構成する、様々
な選択から引き出されます。

Challenge ／困難
　なぜ、それを困難と感じたのか？　何がそれほ
ど困難だったのか？　なぜ、それはあなたにとっ
てのチャレンジだったのか？

Choice ／選択
　なぜその選択をしたのか？　どこからその選択
をする勇気を得たのか？（あるいは得られなかっ
たのか？）　どこから希望を得たのか？（あるい
は得られなかったのか？）あなたの両親、祖父母、
あるいは他の誰の人生のストーリーが、決断の瞬
間、どう行動すべきかを教えてくれたのか？

Outcome ／結果
　あなたはその結果をどのように感じたのか？　
なぜ、そのように感じたのか？　その結果はあな
たに何を教えてくれたのか？　あなたはその結果
から私たちに何を学んでほしいのか？　私たちに
どのように感じて欲しいのか？
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◆すべきではないこと
単に相手の気分をよくするためだけのような、曖昧なコメントは控えましょう。

（例：「本当に素晴らしいお話ですね！」）

◆すべきこと
次ページのポイントで互いをコーチングしあいましょう。
１．困難（チャレンジ）
ストーリーの語り手が直面した困難とは具体的に何であったのか？　その困難は生き生きと、絵を描く
ように語られていたか？
• 「 　　　　 について説明した時、その困難の様子がはっきりと見えました」
• 「困難が 　　　　 であったことを理解しましたが、それがあなたの意味したことですか？　」
• 「困難の内容が明確ではありませんでした。 　　　　 を描写するとしたらどのようにしますか？」
２．選択
それぞれの困難に対して、はっきりとした選択は示されましたか？　その選択のストーリーはあなたを
どのような気分にさせましたか？（希望に満ちた気持ちを感じましたか？　怒りを感じましたか？）
• 「私にとって、あなたの選択は  　　　　 で、私を  　　　　 な気持ちにさせました」
• 「あなたが選択をしたその瞬間に話を絞ることでよりよいストーリーになるでしょう」
３．結果
それぞれの選択からどのような具体的な結果が引き起こされましたか？　その結果から私たちは何を学
びますか？
• 「結果は  　　　　 であったと私は理解しました。そしてそれは私に 　　　　 を教えてくれました。

しかし、それはあなたが今活動していることにどのように関係しているのですか？ 」 
４．価値観
語り手の価値は何であり、どこから来ているのか分かりましたか？　そのストーリーにあなたは何を感
じましたか？
• 「あなたのストーリーは私に 　　　　 と感じさせました。なぜなら 　　　　 」
• 「あなたにとっての価値が 　　　　 であることは、あなたのストーリーからよくわかりました。し

かし、その価値がどこからきたかのをストーリーで語ったなら、より明らかになるでしょう」
５．細部
細部がよく描け、カラフルな色のついたイメージを伝える場面はストーリーにありましたか？（例えば
風景、音、匂い、その瞬間の感情）
• 「 　　　　 のイメージをとおして、あなたが何を感じていたのかがよく理解できました」
• 「 　　　　 について、もっと細部を語ってもらえたら、あなたがどんな経験をしたのか想像するこ

ることができます。

フィードバックをするとき、ポジティブな意見と、建設的で批判的でもある意見のバランスをとること
を覚えておいてください。コーチングの目的は、ストーリーの語られ方に耳を傾け、相手のストーリー
テリング（ストーリーを語ること）を進歩させることです。

コーチングのヒント：
ストーリー・オブ・セルフ
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あなたのストーリーに対するチームメンバーからのフィードバックをここに記録しましょう。

チームメンバーのストーリー・オブ・セルフをコーチングしましょう。
メンバーのストーリーを聞きながら以下に記録してください。振り返りの際に役立ちます。

名前 価値観 困難 選択 結果

ワークシート
ストーリー・オブ・セルフに対するコーチング
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Creating Shared 
Commitment:
Building Power 
through Relationships

共有するコミットメントを創造する :

関係を通してパワーを構築する

私は誰にコミットするのか？
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なぜ関係を構築しないと
いけないのか？

関係はコミットメントを生み出すための、組織に
おける接着材のような存在。
　リーダーシップとは不確実さに直面する中で、
人々に共有する目標を達成させる責任を引き受け
ることだと先に述べました。ナラティブ（物語り）
とは、個人として、コミュニティとして、そして
国として選択をするための正しさを信じるための
精神的資源、勇気をどのように手に入れるのか、
について学ぶプロセスです。

１．リーダーシップを見いだし、
　　集結し、発展させる
　価値観を探し出し、各自のもつ資源について学
び、共通の目的を認識し、リーダーシップの責任
を分かち合える人を探すために、協力者になりう
る人と関係を構築します。

２．コミュニティを構築する
　リーダー達は常に新たな人々と会い、彼らと関
係を作り上げ、支援の輪を広げ、彼らが使うこと
のできる資源を増やし、自らがリーダーになれる
人々を集めます。

３．資源をパワーに変える
　アクションがスタートしても、関係の構築は終
わりません。コミットメントとはオーガナイジン
グのために資源をどのように活用するかといいう
ことです。特に、競争、内部の争い、外部の障害
などの問題が生じたとき、コミットメントが必要
になります。コミットメントは、継続し、かつ意

志をもって育む関係に根差します。それゆえ、人々
があなたの活動に参加する目的を見つければ見つ
けるほど、彼らはあなたが思いもよらなかった資
源を提供してくれます。

強制あるいはコミットメント？

　リーダーは彼らの組織やキャンペーンをどのよ
うに導くかを決めなければなりません。物事を一
つにする接着剤は、強制に基づく命令と支配のモ
デルでしょうか？　あるいは自発的なコミットメ
ントでしょうか？
　長期間にわたるパワーと成長への可能性を自発
的コミットメントから生み続けるためには、関係
構築のために十分な時間と意欲を「投資」しなけ
ればなりません。それにより、お互いに対するコ
ミットメントから、さらにわたしたちを共に導く
目標へのコミットメントが生み出されます。それ
には、隠し事のない透明性、オープンで心配りの
ある会話が必要です。閉ざされ、反発し、人を操
る策略は不要です。

　関係を通してパワーを構築する
　 ◆ このセッションのゴール
　　   リーダーシップ、コミュニティ、そしてパワーを作り上げる関係を構築する方法を学ぶ。
　　   １対１ミーティングのスキルを通して、意図的な関係構築の実践を行う。
　　   チームの中で共通の価値観、関心、資源を見いだす。
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関係とは何でしょう？
関係は価値観を共有することに根差しています。
　私たちが共有する価値観は、お互いのストー
リー、特に人生という旅での「選択の瞬間」を知
ることによって見出すことができます。鍵は、「な
ぜ？」と尋ねることです。

人間関係は、関心と資源を交換することから成長
します。
　あなたの資源が私の関心を引き、私の資源があ
なたの関心を引きます。鍵は関心と資源を見いだ
すことです。つまり、関係は共通性と同時に違い
によって育まれるのです。 

私たちの共通の関心は、私たち個人の関心が対立
せずに追い求めることをお互いにサポートできる
程度に範囲が狭まっているべきでしょう。
　オーガナイジングにおける人間関係とは、ビジ
ネスのような単なる取り引きではありません。１
対１のミーティング、あるいはハウスミーティン
グで私たちが見いだそうとしているのは、私たち
が「求めること」に単に応える人ではありません。

私たちの活動に参加し、長きにわたり、共に学び、
成長し、行動する人たちを探しているのです。

関係はコミットメントによって創造されます。
　交換が関係を生むのは、双方が、自らのもっと
も価値のある資源、「時間」を差し出す時だけで
す。関係への時間のコミットメントは、未来と過
去（各々の歴史）を関係性に与えます。一緒に学び、
成長し、変化するので、関係を構築するに至った
目的そのものが変化し、より豊かな交流の可能性
が生まれるのです。実際、関係それ自体が価値あ
る資源となるのです。アメリカの政治学者ロバー
ト・パットナムはこれを「ソーシャル・キャピタ
ル（社会関係資本）」と呼んでいます。

関係は継続的な心配りと努力を必要とします。
　そうして関係が育まれたなら、その関係は、断
続的な学びと、個人とコミュニティがキャンペー
ンを発展させるための重要な資源となります。ま
た、動機とインスピレーションを支える大切な資
源ともなります。

関　心 コミットメント

価値観

コミットメント

新しい資源
共通の資源

資源としての関係

関心を持ち合う関係
共通の関心
新しい関心

関　心

資　源 資　源
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意図に基づいた関係を構築する：
１対１のミーティング
　意図に基づいた関係を始める一つの方法は１対
１のミーティングです。長きにわたって、多くの
オーガナイザーが発展させてきたスキルです。１
対１のミーティングは５つの「行為」によって成
り立っています。

注意／ Attention
　１対１のミーティングを持つには相手の注意を
引かねばなりません。恥ずかしがってはいけませ
ん。このミーティングにあなたがどんな関心を
持っているかについて、できうる限りオープンで
率直でなければなりません。とはいえ、いきなり
オープンになるのはむずかしく、いくらかお互い
を知るのに少なくとも数分は欲しいと思うかもし
れません。また最初に自己紹介する時間も必要で
しょう。

興味／ Interest
　１対１のミーティングを設定するには、目的か
ゴールがなければなりません。「新しいネットワー
クを始めるのですが、興味を持たれるかもしれな
いと思って」「とある問題に直面していまして、
あなたが助けてくださるのではと思って」「あな
たが X に興味を持っているのを存じております

ので、この件に関してあなたとお話したいのです」
など、いろいろな目的、ゴールがあります。

探求／ Exploration
　ほとんどの１対１のミーティングは相手にいろ
いろな質問をすることから始まります。相手の価
値観、関心、資源を知り、同時に、あなた自身の
価値観、関心、資源を十分に共有することで、一
方通行ではなく、双方向なものとなります。
 
交換／ Exchange
　ミーティングをとおして情報、支援、考えといっ
た資源を交換します。これは将来の交換のための
基礎となります。

コミットメント／ Commitment
 　1 対 1 のミーティングがコミットメントと共
に終了すれば、それは成功したといえます。その
場合、相手と再び会うことになるでしょう。次回
のミーティングのきちんとしたスケジュールをた
てることにより、コミットメントを本当に引き出
すことになります。１対１のミーティングのゴー
ルは相手に誓約をさせることでも、お金を差し出
させることでも、投票させることでもありません。
関係を継続させることを約束することです。

注意／ Attention

興味／ Interest

探求／ Exploration

交換／ Exchange

コミットメント／ Commitment
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DO ／すべきこと DON’T ／すべきでないこと

ミーティングを予めスケジュールしておく。
（通常 30 分から 60 分） ミーティングの目的と長さを明確にしない。

注意深く聞き、何を質問するか考えておく。 相手の話に耳を傾け、質問をするよりも、相手
を説得しようとする。

上記の会話の順序に従う。 私的なことについての雑談。

経験と心の深い所にある動機を共有する。 ストーリーを省き、すぐに要点に移る。

変化を求める共通の関心と関係するビジョンを
共有する。

どのように物事を変えることができるか、考え
を共有する機会がない。

共に行動する次の段階が「いつで、何をするの
か」を明確にする。

次の段階へのきちんとした計画なしに会話を終
らせる。
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チーム演習
関係構築の実践

▼次ページにつづく

◆ この演習のゴール
　　   お互いのストーリーを知り合うことで共有する価値観を明らかにし、
　　　　 お互いの関心事を見いだし、その関心事に有効な資源を発見するために、
　　　　 探究的な質問をする１対１のミーティングのスキルを練習しましょう。
　　   チームメンバーが共有する価値観、共有する関心、使える資源を明らかにしましょう。

◆演習内容　—　合計 45 分（移動時間も含みます）

１．チームで集まります。

5 分• チームで集まったら、タイムキーパーと書記を決めます。
• 演習内容を確認します。

２．ペアになり、１対１のミーティングを練習します。

20 分

Ⅰ） オーガナイザーと、オーガナイズされる人（対象）を決めます。オーガナイザーは、オー
ガナイズされる人との関係を構築していきます。インタビューのように一方的に質問
をしてはいけません。あなたの人生も共有してください。単に情報を得るのではあり
ません。共通の価値観を引き出すこと、関心を共有すること、あなたのチームのキャ
ンペーンを支援できる潜在的な資源を見つけ、関係を構築します。最後にコミットメ
ントを交わしてください。（8 分）

Ⅱ） オーガナイズされる人は、オーガナイザーにフィードバックをします。いつ「オーガ
ナイザーがあなたとの関係を構築できた」と感じたか。オーガナイザーがうまくでき
ていたところは？どのようにしたらオーガナイザーはより改善できますか？（2 分）

Ⅲ）10 分後、役割を交替します。
Ⅳ）注意深く相手の話を聞いて、後のワークのために以下のことを書き出してください。

• 自分達の共有する価値観
• 自分達の共有する関心
• 自分達のスキルと資源

Ⅴ）お互いに明確なコミットメントを交わしましょう。
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３．同じチームの人たちについて知っていきましょう。

15 分

Ⅰ）各ペアは次の３つの問いについてチームメンバーに報告します。
　　（６人のチームで各ペア５分）

• 自分達が共有する価値観は何でしたか？
• モチベーションが湧く共有する関心は何でしたか？
• あなたのプロジェクトを支援しえる、相手の資源は何でしたか？

Ⅱ）書記はチーム全員について、以下の様に模造紙に記録しましょう。

共有する価値観 共有する関心 固有の資源

４．チーム全員で気づき、良く出来たこと、改善すべきことを振り返ります。

5 分• この演習について自分自身の大きな学びをまとめましょう。またチームとして何を学び
ましたか？　演習の良かった点、改善点はなんでしょうか？
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１対１ミーティングの実践（20 分）

互いに知り合いでない人をパートナーに選びましょう。なぜ彼女 / 彼がこの活動に導かれたのかについ
て学びましょう。彼女／彼の選択の瞬間を知り、人生を形づくった特別な経験は何かを知るために、「な
ぜ？」と問い、掘り下げましょう。あなたのストーリーも共有しましょう。パートナーの動機、パート
ナーがこのキャンペーンに提供できる資源（リーダーシップのスキル、同志、アクションのスキルなど）
について、話を聞きましょう。具体的な話をしましょう。
抽象的で、自分から切り離された、正義のような大きなテーマについて話すのは避けましょう。あなた
が何かをしたいと思う、具体的な事柄について、なぜそれに注目しているのか？　その理由について生
きた経験を語りましょう。どんな価値観に基づいて、このことに注目しているのか？どのように、これ
らの価値観を学んだのか？ 

「探求」のための質問例

ストーリー（価値観）：
• 今日この WS に参加したの

はなぜですか？　
• どんなことに取り組んでい

ますか？それはなぜあなた
にとって大事なのですか？

• どんな子ども時代だったの
ですか？

• どう生まれ育ったのですか？

希望：
• どんな動機であなたは人々

をオーガナイズしているの
ですか？

• もし私たちが一緒に活動し
たなら、世界はどう変わる
のですか。どんなビジョン
をもっているのですか？

リーダーシップの資源：
• 今までの活動の中でどんな

役割を担って来たのです
か？

• あなたのしてきた活動でそ
こに活かせたのは、あなた
の持っているどんなもので
したか？

• 他にどんなスキルを持って
いますか？

• 今まで人生で、他の人たち
をどのようにリードしてき
たのですか？

困難（関心）：
• （価値観に基づいて）今どん

なことに取り組みたいです
か？

• 実現したいけど、出来てい
ないことはありますか？　

• コミュニティにおける困難
で、最も関心のあることは
何ですか？

• （上記に関して）何に取り組
んでいるのですか？

• 何があなたをアクションか
ら遠ざけていますか？

• 何を学びたいのですか？

ワークシート
関係構築の実践
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1 対 1 ワークシート : 相手と自分について見つけた価値観、関心、固有の資源を記入し、チームでの共
有に備えましょう。

価値観 関心 固有の資源

相手
（オーガナイ
ズされる人）

自分
（オーガナイ

ザー）

共有するもの

行動をし、この関係を構築し続けるために、いつ次に会いますか？
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Creating Shared Structure:
Building Leadership Teams

共有組織構造を創造する：

リーダーシップチームの構築

私たちの目的は何か？

私たちのノームや役割は何か？
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なぜ、リーダーシップチームは
重要なのか？

　もっとも影響力のあるリーダーは、チームのメ
ンバーと共に活動し、彼らとともに他の人たちを
導くチームを作ります。例をあげれば、明治維新
で薩摩藩と長州藩のパイプ役を果たした坂本龍馬
は亀山社中という脱藩浪人達から成る新たな結社
を作りました。交渉に強い近藤長次郎、外国人応
接役に英語の得意な沢村惣之丞、航海術に長けた
船長役の白峰駿馬、事務処理がうまい長岡謙吉、
商才にずばぬけた陸奥陽之介（後の陸奥宗光）と
いった面々が夫々の才能を発揮することで維新の
原動力となりました。
　リーダーシップチームは相互に依存しながら共
に活動し、さらに各自がリーダーとしてチームの
プロジェクトの特定の部分に責任を引き受ける仕
組みをもたらします。非常によく機能するリー
ダーシップチームでは、チームを構成している
個々人のユニークな才能（と限界）を認め、生産
的に活用しています。
　チームの仕組みは、戦略を作る能力を生み出す
手助けにもなります。創造的な戦略を共にたてる
能力です。一人で創るより活気に満ち、魅力に溢
れた戦略を生み出します。オバマキャンペーンの
現場の組織構造は、幾重に重なる層になったリー
ダーシップチームであり、全ての段階のキャン
ペーンで、人々は創造的に、かつ戦略的に従事す
ることができました。各州にそれぞれのリーダー
シップチームがいて、地域のリーダーシップチー
ム（地域のディレクターとオーガナイザー）をコー
ディネートしました。そして地域のリーダーシッ
プチームは、ボランティアのリーダーのチームを

指導する、地区のリーダーたち（訳注：地域より
小さい単位、近隣）をコーディネートしました。
　各段階のリーダーシップチームの人々は、明確
なゴールのある明確な責務を持ち、さらにどのよ
うにして彼らの責務を実行し、ゴールを達成する
かという創造的な戦略を共にたてる能力を持って
いました。この組織構造はボランティアの人たち
が多様な方法で参加することを可能にし、さらに
彼らがリーダーシップを学び、発揮する多様な機
会を生み出しました。
　リーダーシップチームは、1 つの組織がその活
動範囲を増すことのできる基盤を提供します。 
チームを形成するに当り、定例ミーティングの時
期、明確な意思決定、目に見える説明責任、組織
の有効性を増幅させることを確立するシステムを
創ります。500 人の組織はたった一人によって立
ち上がるわけではありません。組織を構築するこ
とにコミットしたい、コミットできるという人々
を探し、関係性を構築し、組織の堅固な仕組みを
作る、という一連の活動によって組織は構築され
るのです。

では、なぜ人々は常にチームで
活動したいと思わないのか？

　私たちはみな、機能しないボランティアチーム
の一員であった経験があります。彼らは小さなグ
ループに分裂し、互いに互いを遠ざけ、全ての仕
事が一人の肩にのしかかる等。ある人たちは小さ
な池のままにしておこうとします。なぜなら、小
さな池の中では大きな魚のような気分になれるか
らです。そこで、私たちの多くは以下の結論に達

　リーダーシップチーム構築
　 ◆ このセッションのゴール
　　   成功するリーダーシップチームの、核心となる実践への理解を深める。
　　   共有の目的を作り、自治のためのノームに合意し、
　　　　 リーダーシップの役割と責任を明確にすることで、これらの実践スキルを磨く。



リーダーシップチーム構築

55Community Organizing Japan

します。「自分でやろう。」「ミーティングは嫌いだ。
ああしろ、こうしろと言われるだけ。」「責任を引
き受けるのはお断り。責任のない切手貼りのよう
な仕事をくれ。」このような状態には問題があり
ます。キャンペーンを実施するために、一緒に活
動すらできないとしたら、それは私たちがしなけ
ればならないことを実行に移すために十分な力が
ないことになるのです。
　成功に必要な協力体制と戦略的行動を生み出す
ことのできるリーダーシップチームを作ることは
容易ではありません。人々が集まり、グループを
形成すると、そこには必ず対立が存在します。効
果的なチームは、対立を生産的な方向に向け、勝
利のためにチームが目標に到達することが可能な
組織を構築しています。

効果的なチームの 3 つの成果

１．ゴール（世界）
　行動を起こすあなたのチームの成功とは価値あ
るゴールを達成することです。－例えば、試合に
勝つ。キャンペーンに勝つ、など。

２．能力（チーム）
　あなたのチームは、時間を経てチームとしてよ
り効果的に活動する方法を学び、より多くのリー
ダーシップを育みます。

３．リーダーシップの成長（個人）
　あなたのチームに参加している各個人が、参加
の結果として学び、成長します。

「真の」チームを作る 3 つの状況

１．メンバーが定まっている。
　チームにいるメンバーを明確にします。彼らは
勝手に出たり入ったりはしません。誰が姿を見せ
ようと、姿を見せたからといって、チームに参加
できる権利をすぐに得るわけではありません。非
常に効果的に機能しているチームは 4 人からせ

いぜい 8 人です。

２．チームが安定している。
　チームは定期的に会います。いつも違った、行
き当たりばったりの人々のグループではありませ
ん。チームのメンバーは、ともに活動し、チーム
がより良くなることを学ぶに十分な期間、チーム
に所属し続けます。各メンバーはチームの一員で
あることに十分にコミットし、時間と労力を貢献
します。

３．メンバーが相互に依存している。
　スポーツチームや弦楽四重奏や飛行機のキャビ
ンクルーのように、各自の貢献は全体の成功に
とって非常に重要です。チームメンバーはお互い
の成功に関心があり、お互いを支援する方法を探
します。

効果的なリーダーシップチームを
立ち上げる 3 つのステップ：
目的、基本的ルール、役割

１．人を引きつける共有目的をつくる。
　何のためにチームを創ったのか（ゴール）、誰
と共に活動するのか（同志）、目的を達成するた
めにあなたのチームは何をすべきか（活動）を明
確にします。目的は価値、関心、共有する資源（関
係性の活動）と同志を引き込むアクション（戦略
的目標）によってより膨らんでいきます。よくつ
くられたチームの目的は、明確で、魅力的で、意
欲を起こさせるもので、（戦略の章にある「戦略
的ゴール」そのものに向かうものではないが）戦
略をしっかり示しているものです。

２．明文化されたノームを定める。
　共に活動するにあたり、チームを自治するため
に、メンバーがどのように行動すべきかを明確に
します。ミーティング、定期的なコミュニケーショ
ン、意思決定、コミットメントをどのように管理
するか？　もっとも重要なことは、ノームが破ら
れた場合、どのように正すかです。ノームをただ
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の言葉ではなく、現実的なものにします。言葉で
表現された運営ルールを持っているチームが目標
により達成することができるのです。あるノーム
はチーム運営に関するものかもしれません。たと
えばどのくらいの頻度で会うか？　どのように書
類を共有し、保管するか？　チーム外の人とどの
ように連絡しあうか？　など。メンバーがお互
いにどのように行動するかのルールも決めます。
チームの初期段階において、最初に作ったノーム
は、メンバーがともに活動する方法を学ぶ際の一
助となるでしょう。ノームは、チームがいかに機
能しているかを定期的にチームメンバーが見直
し、改訂していきます。

３．相互依存にもとづくリーダーシップの
　　明確な役割を決める。 
　各チームメンバーは、各自の活動範囲でリー
ダーシップの責任を持たなければなりません。
チーム全体としての成功は、チーム内、チーム外
の双方で、各メンバーがリーダーシップを受け入
れる責任にかかっています。他の人に秘密にする
ために密室で活動することはしません。よいチー
ムは、個性、経験、意見において多様性をもち、
すべての人が最大の資源・能力を発揮することを
確保するもので

◆ この演習のゴール
　　   チームの目的を作り上げる。
　　   チームとして実践するノームを明確にする。
　　   自分のリーダーシップを取る役割を明確にする。
　　　　 そして、チームメンバーの才能にあわせた役割について議論する。

◆演習内容　—　合計 70 分（移動時間も含みます）

１．チームで集まります。

3 分• チームで集まったら、タイムキーパーを決めます。
• 演習内容を確認します。

２．演習内容と前回の関係構築のチーム演習で特定した共有する価値観、関心事、資源
　　を見直します。

3 分

25 分• 次ページ以降にあるワークシートを使って「共有目的」を作り上げてください。
• 共有する価値観を見直し、チームとして共にどのようにキャンペーンが出来るかに集中

します。

チーム演習
チームを作る

３．「共有目的」を作り上げます。
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４．ノームを決めます。

10 分
• チームを有効に機能させるためにコミットするノームを決めましょう。
• 次ページ以降のワークシートを使いましょう。

５．チームでの役割分担を決めます。

15 分• このワークショップ後にも活動を続けて行くと考え、チームにおけるリーダーシップの
責任分担をブレインストームしましょう。

• たとえば、誰がコーディネートする責任をもつのか？　これらの役割は、チームメンバー
それぞれの才能とどのように合致するのか。

６．チームの名前やチャントを作ります。

８分
• チームの名前やチャント（替え歌や掛け声などチームの一体感、エネルギーを高めるも

の）をつくってみましょう。

７．講義室に戻り、チーム名とチームの共有目的、チャントを発表します。

• 講義室に戻り、チーム名とチームの共有目的、チャントを発表する準備をします。
• 各チーム持ち時間 2 分です。
• 講義室で皆に合流しましょう。

共有目的（25 分）

この演習は４つの部門に分かれています。
1. 最初に、個人で考えます。キャンペーンを実施する上でチームの目的は何であるか、あなたの考え

を明確にするのに 5 分とります。
2. 次に、チームとして 10 分間一緒に考えます。自分のアイデアを共有し、共通点を探し認め、違い

を探し認め、議論します。
3. 次にまた個人で 5 分間、自分が理解したチームで共有する意識を新たな文章に書き出します。
4. 最後に、チームにもどり、再度共有目的の文章を考え、あなたのチームの思いをもっともよく表現

した文を選びます。

ワークシート
共有目的を作り上げる
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パート１：個人編（5 分）

• 最初の欄。関係構築のチーム演習で、共通の関心と価値観を学んだことを基にして、あなたのチーム
独自の目的を書いてください。

• ２番目の欄。あなたのチームが誰をオーガナイズするかを書いてください。どのような人々でしょう
か？彼らの関心は何でしょうか？

• ３番目の欄。あなたのチームが、目標達成のために同志が従事することのできる活動のタイプを書い
てください。あなたのチームができるユニーク（特有）な活動はなんですか？

目的 同志 活動

３つの質問に対するいろいろなアイデアを個人で考え、数分かけて、あなたのチームの目的、同志、活
動をもっともよく描く「共有目的の一文」を書いてみてください。「共有目的の一文」を書く際は、上
の 3 つの欄から情報を上手く引き出して下さい。

＜共有目的の一文＞

私たちのチームは　　（1）目的　　のために、　　（2）同志　　と共に　　（3）活動　　をする。

共有目的の一文の例：
私たちのチームは深刻化する高齢化社会を市民の力を合わせ乗り越えるため、千葉県の●●市の住民と
共に、本問題について市民の理解を広げる活動をし、協同サービスを作り、関連する政策を変えること
をします。

私たちのチームの共有目的とは～（共有目的の一文）
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パート２：チーム編（10 分）

各個人が文を読み上げると同時に、ファシリテーターは模造紙に、目的、同志、活動の項目に、鍵とな
る言葉を書きこみます。その中でメンバーの好奇心をとらえたり、エネルギーを与えたりして、反応を
ひきだした特別な言葉に注目します。その後、ファシリテーターは、チームメンバーがもっとも共鳴し
た言葉を丸で囲みます。

パート３：個人編（5 分）

パート２で学んだ観点から、鍵となる言葉やテーマをいくつか使って、あなたが考える、チームの共有
目的を説明する文章を、コーチが配布する紙にあらたに書いてください。

私たちのチームの共有目的とは～（共有目的の一文）

パート４：チームワーク（5 分）

各自が書いた文章をもう一度読み、あなたのチームが共有する意識をもっともよく表す文を一つ（ある
いは統合して一つに）選びなさい。

チームのノーム / 期待すること（10 分）

これからキャンペーンを立ち上げるにあたり、チームとしてのノームをつくりましょう。
次ページにあるチームのノームの例を読んでみましょう。加筆したり、削除したり、あるいは書き換え
てあなたのチームのノームを作り上げましょう。下記のノームが、もし破られたらどのように是正する
かも含めましょう（もし、ノームに従って是正しなければ、新しいルールが前のルールを上書きしてし
まいます）。それらを模造紙に書き出しましょう。

ワークシート
チームのノームを作る
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意思決定をする：意思決定をするプロセスは何ですか？

• 多数決ルール：もっとも多くの投票を得たもので決定とする。
• 総意：全員が同意しなければならない。
• 代表任命：最終的な決定者になる人をチームで一人か二人指名する。
• コイントス：コインを投げて裏か表によって決める。決定を運にまかす！
• その他

議論の方法：より力強いアイデアを確保し、議論をするために、どのように討論し、
　　　　　　チームとしての結論に達するか。

必ずすること
• オープンで正直な議論
• オープンエンドの質問（答えがイエスかノー

という質問ではなく）
• 質問と主張のバランスをとる

決してしないこと
• 個人的攻撃
• 他の人たちの意見に耳を傾けない
• 結論に飛ぶ

ミーティングの運営方法：互いの時間に敬意を払って、どのようにミーティングを運営するか？

必ずすること
• 時間どおりにはじめて、時間どおりに終わる
• ミーティングは最初から最後まで参加する

決してしないこと
• 準備をせずミーティングにくる
• ミーティングの途中、電話やメールに応える

説明責任：アクションや活動における責任をどのように委譲できるのか？　
　　　　　どのようにコミットメントをお互いに達成していくか？

必ずすること
• 理解したことを明らかにする
• アクション項目をいつもチェックする
• 必要な支援を求める、提供する
• 毎週状況を確認する

決してしないこと
• 同意を得たと思い込む
• 仕事が終わったと思い込む
• あなたが達成できないと思う仕事にコミット

をする

もし、ノームに従えなかったとき、どのように自らを是正しますか？

チームは、定期的に集まるための決まった時間を設定することによって、最も良く機能します。定例ミー
ティングの時間と場所をどこにしますか？
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チーム内の役割（15 分）

まず、チーム内のひとりひとりに、次のことを聞きチームで共有します（5 分）
1. リーダーシップチームに貢献できるかもしれないどんなスキルと才能を持っているか？
2. 成長させたい分野は何か？

チームメンバーの名前 得意なこと（スキル） 成長させたい分野

ワークシート
チーム内の役割を作り上げる
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チーム・コーディネーターの役を例に、今までのキャンペーンではどのような役割があったか、考えて
みます。あなたの過去のキャンペーンで互いに支援しあう相互依存のリーダーシップチームを創るため
に、どんな役が必要か考えてみましょう。あなたのチームメンバーのスキルと才能はどんな役割にあう
でしょうか？　あきらかに適格な役はありますか？

注：これらのチームでの役割は最終決定ではありません。強いチームになるためには、チームリーダー全員が、
彼らが望んだ役割であるリーダーシップの責任を実行することによって、リーダーシップを培っていかなければ
なりません。

役割 責任
どういう素質を
もつ人が適任か

関心を持つチームメン
バー、そのスキルと資質

チーム・
コーディネーター

• リーダーシップチー
ムの作業を調整する

• ミ－ティングの準備
をする

• チームを支援し、コー
チングをする。

• ○○な素質
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チーム名とチャントの決定（8 分）

チーム名

チーム・チャント

チームの名簿

名前 電話番号 Email アドレス
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Creating Shared Story:
Story of Us

共有価値を創造する：

ストーリー・オブ・アス

このコミュニティは「誰」なのか？

何をすることを私たちは思い立ったのか？
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ストーリー・オブ・アスとは何か？

　ストーリー・オブ・セルフを語る目的は、ストー
リーを通して、他の人たちに「あなたがどんな人
間かを理解」してもらうことです。あなたを公共
の場に導いた価値観を、ストーリーを通して体験
してもらうことです。ストーリー・オブ・アスを
語る目的は、ストーリーを通して「お互いを理解
する」ことです。共に行動することに奮い立たせ、
互いの中に勇気をみつけ、連帯の中に希望をみつ
けることを可能にする共有する価値観を、ストー
リーを通して体験するのです。別の言葉で言えば、
ストーリーテラー（ストーリーを語る人）が鮮や
かに語る「私たち」は、カテゴリ―（人種、性別、
言語など）に根差すものではなく、共通の経験に
基づいた、共有できる価値観に根差しているので
す。
　ストーリー・オブ・アスの語り方を学ぶと、連帯、
希望、そして行動の動機の源となる価値観を生き
生きと提示することができるようになるのです。

ストーリー・オブ・アスを作る

　あるグループの人々が「アス（私たち）」を確
立する一つの方法が、彼らが共有する価値観を讃
えるストーリーを語ることです。これらは家族、
コミュニティ、信仰、学校、仕事、社会運動、組織、
国、そしておそらく世界のストーリーも含まれま
す。どのように私たちがひとつになったか、彼ら
が直面した困難、打ち勝った障害、経験した成功、

といったストーリーを通して、今の私たちを作っ
た価値観を、それぞれが改めて体験する方法なの
です。

この部屋のストーリー・オブ・アス
 
　この部屋を共有する「アス／私たち」の特定の
経験をストーリーで語るという、「ストーリー・
オブ・アス」の語り方を学びましょう。この部屋
の全ての人たちが記憶にとどめる歴史的瞬間の
ストーリーになるかもしれません。あるいは聞
いたことがあるという、似たような人生の出来
事、例えば子供を持つというストーリーかもしれ
ません。このプログラムに来た理由を探すストー
リーかもしれません。初めて、昨夜、あるいは今
朝、参加者同士で出会ったストーリーかもしれま
せん。全てのストーリーのように、細部が描かれ
ていればいるほど、具体的であればあるほど、視
覚的であればあるほど、ストーリーはより印象的
になります。関わっていた人々の名前は？　彼ら
はどんなふうに見えたのか？　彼らはどのように
違ったのか？　もっとも印象的なストーリー・オ
ブ・アス は、違い（人種、宗教、性別）を強調
したものであることがよくあります。それらの違
いは、むしろ価値観の共通性を強調することとな
り、この部屋に集う全ての人を一つにするのです。

　ストーリー・オブ・アス
　 ◆ このセッションのゴール
　　   私たちの共有する価値観、希望、経験を反映するようなコミュニティのストーリーの
　　　　 語り方を学ぶ。
　　   コミュニティによって共有され、その困難（チャレンジ）、希望、選択に基づく価値観を
　　　　 生き生きとさせるストーリー・オブ・アスを語ることを学ぶ。
　　   ストーリー・オブ・アスを語りフィードバックを得る。
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ナラティブ（物語）の構造：
困難（チャレンジ）、選択、結果

　上の図を覚えていますか？　ストーリー・オブ・
セルフの中で紹介されたストーリーの構造です。
　ストーリー・オブ・セルフと全くおなじように、
ストーリー・オブ・アスも明確な困難、選択、そ
して結果があります。

困難（チャレンジ）
　あなたのコミュニティが過去に、もしくは現在
直面している困難（ストーリーをリアルなものに
するために、統計ではなくイメージや詳細を描き
出すこと）。

結果（希望）
あなたのコミュニティが何を達成したのかを明確
なイメージで示すストーリー。あなた自身の経験
で、希望や未来への方向性を示すもの。

選択
ストーリーがストーリーになるには、「選択」が

中 心 に あ る こ と で
す。ストーリー・オ
ブ・ ア ス で は、 語
られる選択は困難に
対 峙 す る 行 動 で あ
り、そのため希望の
源となります。その
コミュニティを立ち
上げた人々に共通す
る選択のストーリー
は、メンバーの動機
を高めるような価値
の体験を可能にしま
す。たとえば、この
ワークショップに参
加した皆さんによる
選択は、時間を割い
て こ こ に 来 る こ と
や、未知のことを試

すこと等、ワークショップの「ストーリー・オブ・
アス」の一部分となります。

　ストーリー・オブ・アスは新たなコミュニティ
と新たな能力を構築し、力関係に変化を生み出す
ことが可能になります。
　他の人のストーリー・オブ・セルフを聞き、と
もに関係構築を進めた後に、私たちが共に不均衡
なパワーのシステムに深く根差した同様の困難
に、向かい合っていることに気づくことがよくあ
ります。ストーリー・オブ・アスを学ぶことは、
ともにストーリーを共有し、共有する困難、そし
て根本的な問題について、コミュニティとして認
識する方法なのです。しかしながら、困難につい
てだけでなく、私たちのヒーローを引き出し、小
さな成功についても伝えるのが、よいストーリー・
オブ・アスです。これらのストーリーは、私たち
がともに、コミュニティとして行動をとるなら
ば、苦しみのもととなっているものを、根絶する
ことが出来るかもしれないという希望を見せるの
です。



オバマ・キャンペーン（2008 年アメリカ大統領選）のカリフォルニア州ワークショップにて、一参加
者のスーザン・クリストファーが語るストーリー・オブ・アスの映像を観ましょう。
観ながら彼女が語る困難、選択、結果と価値観について考えてみましょう。

困難（チャレンジ） 選択 結果

• 彼女が抱えていた困難は何で
すか？

• 「その場にいる人たち」に共通
する困難は何ですか？

• その困難に対し、彼女はどのよ
うな選択をしましたか？その
選択は彼女だけがしたことで
すか？

• 「その場にいる人たち」は、困
難に対してどのような選択を
しましたか？

• 彼女は「その場にいる人たち」の
選択によって、どのような希望を
感じましたか？

ビデオを観終わったあとに以下の点について考えてみましょう。
1. なぜスーザンは自分の困難と選択を先に語ったのでしょうか？
2. 彼女はどのようにして、その場にいる人たち自身がストーリーの登場人物だと感じさせましたか？
3. このストーリーはどんな価値観を伝えていますか？

ワークシート
ビデオ鑑賞：スーザン・クリストファー
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チーム演習
ストーリー・オブ・アスの実践

◆ この演習のゴール
　　   ストーリー・オブ・アスを作り上げる。
　　　　 あなたが創り出すコミュニティの価値を鮮やかに表現し、共に行動を起こすよう
　　　　 インスピレーションを与えられるようなストーリーの語り方を学ぶ。
　　   他のメンバーのストーリーを注意深く聞き、フィードバック、質問をすることによって、
　　　　 コーチングする。

◆演習内容　—　合計 50 分（移動時間も含みます）

１．チームで集まります。

3 分• チームで集まったら、タイムキーパーを決めます。
• 演習内容を確認します。

２．「私たちとは」についてチームでブレインストームしましょう。

5 分• 次ページのワークシートを使ってください。
• 「私たち」とは、このワークショップの参加者全員のことを指します。

３．あなたのストーリー・オブ・アスを作り上げます。

5 分

• 静かに一人考える時間をとり、あなたのストーリー・オブ・アスを作り上げます。
• このワークショップの仲間達のストーリー・オブ・アスに、あなた自身のストーリーは

どのように関連しているでしょうか？　どんな共有する価値観を引き起こされたでしょ
うか？

• 次ページ以降のワークシートを使ってください。

４．チームで一人ずつ、自分のストーリー・オブ・アスを語ります。

30 分• 後のフィードバックのために、次ページ以降にあるワークシートにメモしてください。
• 2 分間で自分のストーリー・オブ・アスを語ります。
• 3 分間でチームの人たちから、コーチングを受けます。

５．チーム全員で気づき、良く出来たこと、改善すべきことを振り返ります。

5 分• 自分のストーリー・オブ・アスを語り、また相手のストーリー・オブ・アスをコーチン
グすることにより、何を学びましたか？

• この演習の良かった点、改善点はなんでしょうか？
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　ストーリー・オブ・アスの目的は、自身をコミュニティの一員としてみなしている、または未だみな
していない個人の間に「コミュニティ」の感覚を創り上げ、この社会を変えられるかもしれないという
希望を彼らに与えることです。それは将来のアクションの背景となる以前のアクションの共有経験と、
結果の上に構築されます。ここでのあなたのゴールは、私たちの共有の価値観をあなたの聞き手に呼び
起し、私たちが、なぜ今アクションをとる責任を引き受けることを思い立ったのか特別な理由を示すの
です。
　あなたのストーリー・オブ・アスは、私たちが既に一緒に行ったこと（共通の体験）、私たちが直面
した困難、達成した結果のストーリーであるかもしれません。あるいは、わたしたちの何人かが共有で
きるヒーローの話で、彼らが直面した困難、達成した結果のストーリーかもしれません。
過去に、私たちがどのような困難に直面したかというストーリーを聞くことは、私たちが新たな困難に
一緒に直面することができる希望を与えてくれます。
　あなたが聞き手について知っている全てのストーリーと、皆で共有するストーリーと経験を書き出し
てみましょう。あなたのストーリー・オブ・アスは、別の人々に話すたびに変わるかもしれません。そ
れは、彼らと新しいコミュニティを作り出すからです。
　ストーリー・オブ・アスの目的は、聞き手がお互いに協力して行動するよう駆り立てることができる、
共有する価値観を生き生きと引き出すことです。目標は以下の様なストーリーを語る事です。

1. 私たちを団結させる共通の価値観を呼び覚ます
2. 私たちが直面する行動を緊急にする困難を示す
3. 私たちが明確な変化を共に起こせる希望を与える

チームで、以下の点についてブレインストームしてみましょう。

Ⅰ）今回参加者のストーリー・オブ・セルフや共有する経験を思い出してください。
　　どんな共有する価値観でパブリック・ナラティブ（ここでは、ストーリー・オブ・アス）を作りた
　　いですか？

ワークシート
ストーリー・オブ・アス
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Ⅱ） これらの価値観がよく現れた今回の参加者の共有する経験はどんなものですか？ この「共有する 
経験」とは今回の参加者が出会う前やワークショップの最中の出来事（性質や性格ではなく）です。

Ⅲ）Ⅱにある困難は何でしょうか？

Ⅳ）Ⅱにある希望は何でしょうか？

考え出した中から幾つかのストーリーを選び、生き生きと細部を描くことで肉付けしましょう。この空
欄に、言葉ではなく、絵（イラスト・図など）を描くこともできます。絵描く事であなたのストーリー
のどの部分にどんな細部やニュアンスを足したらよいかを考える手助けとなるでしょう。

困難（チャレンジ）

どんな困難に私たちは直面したの
でしょうか？
困難の根源はなんだったのでしょ
うか？

選択

私たちはどんな特別な選択をした
のですか？
私たちはどんなアクションをとっ
たのですか？

結果

選択の結果、何が起きたのです
か？
その結果はどんな希望を私たちに
与えたのですか？
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まず、ポジティブな意見を述べ、次にどうすれば良くなるか意見を言いましょう。アドバイスをするの
ではなく、質問をしましょう。コーチングの目的は判断したり批判したりすることではなく、相手の話
をよく聞き、ストーリーテリングが改善するようサポートすることです。

◆コーチングでの質問

１．セルフとアスの関連性
ストーリー・オブ・セルフはストーリー・オブ・アスに関連していますか？　もしそうなら、何が共通
していますか？

２．アス／私たち
そのストーリーの中の「私たち」は誰ですか？　その「私たち」の中にあなたも含まれていると感じま
すか？

「チーム演習で私たちが、今日共有できた、私たちの価値観を表す経験にもっと焦点を絞ることはでき
ますか？　たとえば、 　　　　 」

３．困難（チャレンジ）
この語り手が直面した特別な困難とは何ですか？　これらの困難はどのように生き生きと描かれていま
したか？

「困難は 　　　　 だったと理解しました。それはあなたの意図したところですか？ 」 

４．選択
それぞれの困難に対応してなされた明らかな選択はありましたか？　その選択をあなたはどのように感
じていますか？（希望？　怒り？）

「私にとって、あなたのした選択は 　　　　 で、私は 　　　　 に感じます」

５．結果
それぞれの選択の結果は何ですか？　その結果は私たちに何を教えてくれますか？

「結果は 　　　　 と理解しました。それは私に 　　　　 を教えてくれました」

６．価値観
このコミュニティの価値観は何ですか。さらに、この価値観に基づいて、このコミュニティが過去どの
ように行動したかを、あなたは分かりましたか？　どのように？

「私たちの価値観は  　　　　 であると、あなたのストーリーでわかりました。なぜなら、 　　　　 」

７．細部
細部、あるいはイメージがことのほかよく描かれた箇所がありましたか？

「 　　　　 のイメージは、あなたが感じたことを自分のことのように私も感じられました」

コーチングのヒント：
ストーリー・オブ・アス
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あなたのストーリーに対するチームメンバーからのフィードバックをここに記録しましょう。

チームメンバーのストーリー・オブ・アスをコーチングしましょう。
メンバーのストーリーを聞きながら以下に記録してください。振り返りの際に役立ちます。

名前 価値観 困難 選択 結果

ワークシート
ストーリー・オブ・アスに対するコーチング
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Creating Shared Strategy

共有戦略を創造する

いかに創造的に戦略を練るか？
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　リーダーシップチームを構築したとき、あなた
は共有目的＝全体的な使命、あなたの同志、そし
てあなたが行う活動の種類を決めました。今、こ
こでのチャレンジは、目的をどのように実行する
かという戦略を立てることです。
　最初のステップはあなたがオーガナイズする
人々、同志を見極め、関係者の立ち位置を分析す
ることです。次のステップは分析です。あなたが
解決したいと思う問題は正確にはどんな問題か？　
なぜ、問題はいまだ解決されていないのか？　明
確で、目で見て分かり、かつ動機を持てる目標に
焦点をあてることによって、どのようにコミュニ
ティ・オーガナイジング・アプローチを問題解決
のために使えるのか？　三番目のステップは、適
切なターゲットとタイミングと戦術をもち、目標
を実行するための資源を、同志がどのように結集
できるかを考え出すことです。

戦略とは何か？

「望むもの（ゴール / 変革）を得るために、持っ
ているもの（人々 / 資源）を、必要としているも
の（パワー）に変えること」

１．戦略的ゴール（望むもの）
　ゴールは、明確で計測可能なポイントです。勝
利を得るか敗北するかを知り得ることができ、同
志が直面している困難に合ったものになります。

２．パワー（必要としているもの）
資源を、目標を達成するために必要な能力に変え
るための戦術です。

３．資源（同志が持っているもの）
　時間、お金、スキル、関係性等。

どのように戦略は機能するか

戦略は動機から生まれる：何が問題か？
　我々は生まれながらの戦略家です。目的を設定
し、目的を達成する上で障害に遭遇し、その障壁
をどう乗り越えるかを見つけ出します。しかし、
私たちは習慣の生き物なので、戦略を立てねばな
らないときしか、戦略を立てません。問題を抱え
たとき、うまくいかないとき、何かが計画の変更
を強要したときです。その時、注意を払い、周囲
をみわたし、そして何をすべきかを決めます。感
情的理解が私たちの語るストーリーの中にあるよ
うに、論理的理解が、私たちが考案する戦略の中
に存在するのです。

戦略は創造的である：問題に関して私たちは何が
できるのか？
　戦略を立てるには、なぜ問題が解決されてこな
かったかについて理解を深めねばなりません。同
時にどのように問題を解決するかの仮説：変革の
仮説が必要です。さらに、変革に反対する人たち
が、より多くの資源へのアクセスを持っているこ
とがよくあるため、変革を求める人たちはより機
知に富んでいなければなりません。問題を解決す
るための能力＝パワーを創造するには、この困難
に対処できる機知を使わねばなりません。資源を

「もっと」手に入れようとするのではなく、私た
ちが今持つ資源をもっと賢く、創造的に使うこと
なのです。

　戦略
　 ◆ このセッションのゴール
　　   関係者（アクター）を中心においた戦略の練り方を学ぶ。
　　   コミュニティ・オーガナイジング・プロジェクトの戦略を工夫する。
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戦略とは動詞である：問題を解決するために学び
ながら、どのように適応できるか？
　ソウル・アリンスキー（アメリカを代表するコ
ミュニティ・オーガナイザー）は「戦略における
真のアクションは、他の関係者、敵、そして戦略
をたてる道すがら現れるチャレンジや機会に対応
するリアクションの中にある」と言いました。ヘ
ンリー・ミンツバーグは「アクションを『リアク
ション』ではなく、『戦略』にするのは、（世界へ
の）関心である。私たちが達成したいと思う事柄
に関しての私たちの選択に影響を及ぼす意識であ
る。それは、陶芸家がろくろの土と互いに影響し
あうのと同じだ」と説明しています。
　私たちのゴールが変わらなくても、戦略は新し
い情報に手間なく適応することが求められます。
期待していたよりもうまく機能した。不測の理由
で機能しなかった。事態が変わった。ある人が我々
の努力に反対したので彼らのアクションに対応し
なければならない、等。戦略的キャンペーンの出
発は、戦略をたてることによってのみ始まります。
目標達成に必要な、多様なスキル、情報、目的を
達成する関心を持つリーダーシップチームがいか
に重要かの一つの理由です。私たちはこれを「戦
略的能力」と呼んでいます。戦略はたった一つの
イベントではなくプロセスです。あるいはプロ
ジェクトが続く間ずっと繰り返されるループ（輪）
です。計画をたて行動し、行動の結果を評価し、
さらに計画をたて行動する等。わたしたちは行動
しながら戦略を練ります。行動の前に戦略がある
のではありません。

戦略は状況に当てはめることである。谷での眺め
を、山からの眺めとどのように結び付けるのか？
　戦略はある状況下で展開されるため、正確さが
大変重要になります。戦略のもっとも大きなチャ
レンジは 、山の上に登って見下ろした全体の景
色を判断する能力と同じくらい、アクションが起
きている「舞台」の細部に精通することが要求さ
れていることです。戦略を生み出す独創力は、木
と森の関係の理解をした時にのみ、発揮されるの
です。「アクションの舞台」を作り出す一つの方
法は、「紙上」で作られた舞台に、( ポスト・イッ

ト等で )「関係者」をおいてみることです。

戦略における鍵となる質問

1. 私の同志は誰か？
2. 彼らが求める変革とは何か？（ゴール）
3. 彼らはどこからパワーを得られるのか？

（変革の仮説）
4. 彼らはどのような戦術を使えるのか？
5. 彼らのタイムラインはどのようなものか？

ステップ１　私の同志は誰か？
• 同志
　同志とは、オーガナイズする必要があり、リー
ダーシップに貢献することができ、資源を提供
し、彼ら自身がパワーの新しい資源になる人たち
です。私たちが共に働く人々を、同志とみるか、
クライアントとみるか、顧客とみるかで大きな違
いがあります。同志（ラテン語では「一緒に立ち
上がる」）は、共通の関心のために協働作業をし、
共通の関心に従って行動するために資源の投入を
コミットし、どのように行動するか決定すること
に意見を述べることができます。クライアント

（「他者に頼っている人」というラテン語から）は
他の人が提供するサービスに興味があり、資源を
共通の仕事に提供せず、決定時に意見を言えませ
ん。カスタマー（商売という言葉から引き出され
た言葉）は、売り手が興味を持つ資源との交換で
提供される、品物やサービスに興味を持つことで
す。オーガナイザーの仕事は、コミュニティ（共
通の価値観や関心を共有する人々）を同志（それ
らの価値観や関心のために行動する人々）に変化
させることです。

• リーダーシップ
　同志はあなたの仕事の焦点ですが、オーガナイ
ザーとしてのあなたのゴールは彼らの中にリー
ダーシップを見出すことです。その結果、同志は、
他の人たちをオーガナイズする仕事をあなたと一
緒に引き受けます。リーダーとしてのあなたの仕
事のように、彼らの仕事もまた「不確かさに直面
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した状況で、他の人々が目標を達成できるように、
その責任を引き受ける」ことです。リーダーの役
割を引き受けた同志は、共有する目標を達成する
ために、彼らのメンバーがしなければならない仕
事を手助けします。彼らは他者に対して同志を代
表し、同志 ( 彼ら ) への説明責任があります。こ
れらリーダーと一緒に行うあなたの仕事は、あな
たが学んだように五つのオーガナイジングの実践

（関係構築、ストーリーテリング、組織構造の構築、
戦略、そしてアクション）を彼らが学べるように
することです。彼らのリーダーシップを発展させ
ることによって、あなたはオーガナイザーとして、
実行プランを作るだけでなく、あなたの同志の中
に、アクションのための新しい能力＝パワーを生
み出すのです。本エクササイズの目的のために、
ここにいるあなたたちのチームをリーダーシップ
チームとします。

• 反対派
　同志の関心を追求すると、彼らは、他の人た
ち（個人）や組織との対立に巻き込まれることが
あります。たとえば、雇用主の関心は利益の最大
化で、適切な給金を稼ぐことに関心がある被雇用
者と争うかもしれません。タバコ会社の関心は喫
煙反対グループの関心のみならず、一般的な人々
の関心と対立を生み出します。ストリートギャン
グの関心は教会の若い人たちの関心との対立を生
み出すかもしれません。同じ選挙区での、共和党
下院議員候補者は民主党候補者との争いになりま
す。時に、反対派の存在は明らかなこともありま
すし、キャンペーンの最中に、誰が反対派かがはっ
きりとみえてくることもあります。

• 支持者
　自身の関心が直接、目に見える形で悪影響を受
けない人々は、彼らの関心の範囲で組織の仕事を
経済的に、政治的に、自発的に支持します。同志
の一人ではないかもしれませんが、統治組織のメ
ンバーとして役割を果たすかもしれません。たと
えば、教会組織と財団は公民権運動に多大な支援
をしました。

• 競争相手と協力者
　彼らは、ある関心を共有する個人あるいは組織
であったりしますが、他の事は共有しません。彼
らは同じ同志や、同じ支援の源を目標にするかも
しれませんし、同じ反対に直面するかもしれませ
ん。例えば同じ全従業員を組織しようとする二つ
の組合は、争うかもしれませんし、協力するかも
しれません。同じ同志に奉仕する二つのコミュニ
ティグループは、寄付金集めで争うかもしれませ
んし、協力するかもしれません。

• 他の関係者
　他の関係者とは、現在抱える問題に大きな影響
力を持ちえる個人です。しかし、いろいろな違っ
た方法で、問題を解決することに貢献するかもし
れませんし、あるいは逆に解決をむずかしくする
かもしれません。これは、たとえば、メディアや
法廷や一般大衆を含みます。関係者をマッピング
することは同志が直面する問題に誰が責任があ
るのか、同盟者を探す事が出来るか、他にその問
題に関心がある人々がいるか特定するのに役立
ちます。

ステップ２　彼らが求める変革とは何か？（ゴール）
　そして、キャンペーンの戦略的ゴールを決定す
る必要があります。その際、以下の質問をしてい
きます。私達が本当に解決したい問題は正確には
どんな問題なのか？　解決されたら世界はどのよ
うになるのか？　なぜ、それらの問題は解決され
ていないのか？　そしてその問題を解決するため
に何をすべきか？

• 問題は何か？
　人々の日々の生活に本当に関連した問題は、正
確には何なのか？
できるだけ具体的に、何が問題かを理解するため
に、チームでいろいろなアイデアをだします。

• 私たちが問題解決をしたとき、世界はどのよう
に違ってみえるのか？

　もし、行動しなかったら何がおきるか？　待ち
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受ける「悪夢」とは何か？　あるいは既に「悪夢」
は起きているのか？　他方、もし成功したら何が
起きるか？　「夢」は何か、可能性が現実になる
のか？

• なぜ問題はまだ解決されていないのか？
　もし問題が解決されていたら、同志にとってこ
の世界がよりすばらしいものになるとしたら、そ
の問題はなぜまだ解決されていないのか？　誰
も解決しようと考えなかったのか？　挑戦した
ものの、あまりに大きな抵抗を受けたのか？　解
決する方法を知らなかったのか？　情報が不足
していたのか？　技術が不足していたのか？　
解決の試みが頓挫するほど関心が妨げられてい
たのか？

• 問題を解決するには何が必要か？
　多くの情報か？　高い意識か？　新しいツー
ルか？　よりよい組織か？　よりよいコミュニ
ケーションか？　多くのパワーか？　その問題
が解決されるためには、どのような人によるどの
ような変化が求められるのか？

• ゴールは何か？
　問題の完全なる解決には至らないかもしれない
が、少なくとも私たちをその道程へと導くため
に、どのようなゴールを目指すべきか。それは本
当の変化を生み出すものであり、私たちの能力を
高め、他者を動機づけ、次のステップに向かって
基盤を生み出すようなものであるべきです。一つ
のキャンペーンがすべての問題を解決するとい
うことはありません。しかし、もし私たちがある
明確な結果に向かって力を注ぐことができなけ
れば、本当に目指すべきゴールに向かう上で貴重
な資源を無駄にするリスクを引き起こすことに
なります。以下、動機と戦略の面でリーダーシッ
プとパワーを構築するようなキャンペーンゴー
ルを考える際のいくつかの基準を示します。

Ⅰ）焦点が具体的に絞られたものであること
　具体的かつ計測可能で、意味があるもので
あること。あなたの同志がこの目標を達成す

ることにより、彼らの日常には目に見える形
である重要な変化が起こります。ゴールを「高
等教育の公正を勝ち取ること」に設定するこ
とと、「ある大学において親の財務状況によっ
て学費が支払えなくなった学生が、奨学金を
受け取れるプログラムを作ること」に設定す
ることとの違いは、そのような点にあります。
特定の意思決定者に働きかけて、資源を具体的
な方法で再分配することで初めて、前者のゴー
ルに向かって前進することができます。行動
に移すために、あなたの同志は焦点を絞る必
要があるのです。

Ⅱ）動機を高めるものであること
　ゴールが良いストーリーを作るものである
こと。ゴールがあなたの同志にとって重要な
価値観に根ざしたものであり、真の困難に立
ち向かうものであり、資源を拡大するもので
あること。それは、明日達成できてしまうよ
うなものではありません。

Ⅲ）同志の強さと反対派の弱点が活かされる
　　ものであること
　そのゴールがあなたの同志の強さ、経験、資
源を最大限に発揮できるものであること。一
方で、そのゴールは反対派の強さや経験の及
ばないところにあること。

Ⅳ）能力が蓄積されるものであること
　組織の力を高めるために、同志をオーガナイ
ズするリーダーシップが構築されること。そ
のゴールが複数のターゲットや参加の機会を
提供するものであること。

Ⅴ）同様の取り組みが広がるようなもので
　　あること
　同様のゴールを掲げる他者が見習うことが
できること。

　次のピラミッドの図は戦略が重ね合わさるこ
とを描いています。キャンペーンの各段階は、結
果が想像でき、結果に達成するために使用可能な
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資源を評価することが必要です。そして状況を考
慮して 、それらの資源を、戦術やタイミングや
焦点を理解して、結果に到達するためのパワーに
どのように変化させるかという変革の仮説を考
察します。バスボイコットキャンペーンでは、最
初のミーティングで、長期間キャンペーンを持続
させる戦略を練ったのです。異なる人々が、組織
のそれぞれのレベルで、それぞれの期間、それぞ
れの範囲の戦略に責任をもったのです。良く練ら
れた戦略が全てのレベルで要求されたのです。ど
んなひとつの戦略的ゴールも全ての問題を解決
することはできません。しかし、もし私たちが、
焦点を絞るべく「一つの」ゴールを選択しなかっ
たら、資源を積み上げることができず、わたした
ちの重要な資源を無駄にするリスクを犯すこと
になるのです。
　よい戦略的ゴールを作る基準に合意したあと、
再びいろいろなアイデアを出し合い、できるだけ
たくさんの達成可能なゴールのリストを作りま
しょう。それから、あなた方が決めた基準に照ら

し合わせて、一つ一つのアイデアを評価しましょ
う。それから、「もしこうしたら、こうなる」と
いうフレーズを作り、同志が彼らの資源を使う方
法をイメージしてみましょう。

ステップ３　彼らはパワーをどこから
　　　　　　得られるのか？（変革の仮説）
　戦略的ゴールの達成方法を見つけ出すには、

「変革の仮説」を作り出さねばなりません。私た
ちはみなどのように変化が起きるのかについて、
仮説をたてるものです。「問題について情報を十
分広く共有すれば（あるいは「気づきを呼び起せ
ば」）物事は変化する」とある人々は思っていま
す。 ある人たちは、「利害関係者全員を一部屋に
集めて、互いに話をすることで、分裂させている
ものよりも共通のものを発見し、問題を解決でき
る」と信じています。さらに別の人たちは「解決
策を見つけるには、私たちはもっと賢くなること
だけが必要だ」と思っています。

資 源

結 果

結 果

資 源
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　コミュニティのオーガナイザーは、コミュニ
ティ、つまり同志に焦点を合わせます。コミュニ
ティ自体が問題解決の能力（資源・スキル等）を
育まなければ、問題は未解決のままになるであろ
うと信じるからです。「問題解決の能力」の別の
言葉は「パワー」ですが、マーティン・ルーサー・
キング牧師は「目標を達成する能力」と定義して
います。私たちが互いに与える影響力からパワー
はだんだん成長します。もし、私の資源へのあな
たの関心が、あなたの資源への私の関心より大き
ければ、あなたを支配するパワーが私に与えられ
ます。私はあなたの資源を自分の目的のために使
うことができます。 他方、もし私たちが、各自
の資源に同じように興味を持っていたなら協力
し、単独でよりもずっと大きなゴールに達成する
ためのパワーを互いに作り出すでしょう。
　私たちが望む変化に勝利するに十分なパワー
に変化する資源を、どのように前もってオーガナ
イズできるのでしょうか？　パワーは関係性の
一種です。4 つの問いを追いながら答えを書き出
しましょう。

Ⅰ）私たちは何を望むのか？
Ⅱ） 変化を生み出す資源を誰が持っているのか？
Ⅲ）彼ら（資源を持つ人）は何を望むのか？
Ⅳ） 彼らが望む、あるいは必要などんな資源を
　　私たちは持っているのか？

　私たちが必要とする資源を自分達が持ってい
ることがわかったなら、もっと協力して資源を使
うことが必要なだけです。これをパワー・ウィズ
の状況といいます。私たちが必要とする資源を他
の人から手にいれねばならないとわかったなら、
その状況はパワー・オーバーといいます。ゆえに、
質問は、「同志はどのようにして新しい方法で資
源を使い、ゴールを達成するに必要な能力を作り
だせるか？」です。もし、私たちがそうしたら、
変化はおきる。この「もしこうしたら、こうなる」
という一文を元に、アイデアを試してみましょ
う。ここで満足するものができたら、オーガナイ
ジング・センテンスを書く準備ができています。
　「私たちはある変革を達成するために、誰を

オーガナイズし、どんなゴールにむかって、どの
ように変化を起こす（変革の仮説）」

ステップ４　彼らはどのような戦術を
　　　　　　使えるのか？
　 「戦術」とは何か覚えていますか？　戦略を現
実のものにする活動です。戦術なしの戦略はただ
のよいアイデアにすぎません。戦略なしの戦術は
資源の無駄使いです。ゆえに、オーガナイジング
のスキルは戦略と戦術のダイナミックな関係性
なのです。戦術を把握するために戦略を使い、戦
略を（状況にあわせて）適応するために戦術から
学ぶのです。
　たまたまある戦術に詳しいだけで、ゴールを達
成するためにその戦術が実際有効かを理解せず
に、その戦術を使ったなら、あなたの組織はすぐ
に問題に直面するでしょう。同様に、必要として
いる戦術を巧みに使う方法を学ぶための時間と
努力とスキルを投下せずに、戦略をたてることだ
けに時間を使ったのなら時間の無駄です。実際、
戦略は一種の推測です。もしこれをしたら（戦
術）、これ（ゴール）がおきる。そしてあらゆる
推測と同じ様に、それを試すことで証明されるの
です。

• 有効な戦術の基準

Ⅰ） 戦略：キャンペーンゴールに対して具体的で、
計測可能な前進がある

Ⅱ） あなたの組織を強める：共に働く人々の問題
解決能力を進歩させる

Ⅲ） 個人個人の成長と発展を支援する：新しいス
キル、新しい理解、そしてもっとも重要なの
は新しいリーダーシップが育つこと

　この世界には、物事を行うのに二つの方法があ
ります。多くの組織のように何かに反応して行動
するか、あるいは自分が率先して行動するか。率
先して行動するには、自分自身のキャンペーンの
ゴールとタイムラインを決め、戦術をオーガナイ
ズしなければなりません。その結果、時間ととも
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に問題解決能力と組織の推進力を構築できるの
です。

ステップ５：彼らのタイムラインは
　　　　　　どのようなものか？
　キャンペーンのタイミングは展開していく物
語やストーリーのように構成されます。まず基
礎を作る期間から始まります（プロローグ）。身
を引き締めてキックオフでスタートします（幕が
あがります）。連続する険しい峰を、ゆっくりと
登ります（第一幕、第二幕）。最後の峰で最高点
に達し、結果がでます（大団円）。問題は解決さ
れ、結果を祝います（エピローグ）。魔法ではな
く、雪だるまのように、私たちの努力が推進力を
生み出すのです。私たちが各自の目標を達成した
とき、次のより大きな目標の達成に用いられる新
しい資源を生み出すのです。それぞれの小さな成
功が「次の成功も達成可能だ」と私たちに信じさ
せると、私たちのモチベーションは成長し、そし
て私たちのコミットメントも成長するのです。
　キャンペーンのタイムラインは、明確なフェー
ズ、そしてそれぞれのフェーズの最後にピークが
あります。それは新しい能力を生み出すことがで
き、次のピークに到達するためにあらたな活動
をはじめる境目となる時です。たとえば、一つ

のフェーズは二か月の寄付金集めとハウスミー
ティングキャンペーンで、キャンペーンの開始時

（キックオフ）のピークとなります。次の局面は、
2 か月間、解決しようとする問題に影響を受けて
いる同志とともに一軒一軒を訪ねる個別訪問で
す。目標にしている数の署名を集め、最終的には
皆で行進をしながら市役所の市長に届ける、これ
が一つのピークです。それぞれのフェーズには予
測可能なサイクルがあります。ある意味、それ自
体がミニキャンペーンで、トレーニング、立ち上
げ、アクション、さらにアクション、ピーク、評
価というサイクルがあります。ピークをオーガナ
イズするとき、そのピークで生み出したい具体的
な結果を心に留めておきましょう。たとえば、イ
ベントで 50 人の新しいボランティアに入会して
もらいたい、３つの近隣チームを立ち上げたい、
ではどのように実現するのか？と。
　それぞれのピークのあと、ボランティアやメ
ンバーは休息と、あらたなトレーニングと次の
フェーズへの計画が必要です。組織の人はよく、

「そんな時間はない」と言います。しかし、振り
返り、調整し、再トレーニングに時間をかけない
キャンペーンは人間という資源を燃え尽きさせ、
時間が経つにつれ問題にただ反応だけするよう
になってしまいます。
  

基礎作り

評価と
次のステップ

問題解決能力
（人々、スキル、他）

時間

キックオフ

ピーク

ピーク

戦略的ゴール
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チーム演習
戦略Ⅰ

◆ この演習のゴール
　　   どのような関係者がいるかを見極める。誰が同志か？　誰が他の関係者か？
　　   問題の解決を助ける戦略的ゴールを決める。
　　   「変革の仮説」を作り上げる。どのようにゴールを達成するのか？
　

◆演習内容　—　合計 100 分＋ 25 分（振り返り）

チームとして、オーガナイジング・キャンペーンの戦略的ゴール、関係者のマップ、そして変革の仮説
を作り出しましょう。

１．チームで集まります。

3 分• チームで集まったら、タイムキーパーと書記を決めます。
• 演習内容を確認し、コンセプトを明確にします。

２．焦点を絞っていきます。
45 分

• 誰が「あなたの同志」か？　ゴールは？

３．関係者をマッピングします。
15 分

• 誰が関係者か？

４．変革の仮説を作ります。 20 分

５．今までの作業を振り返り、まとめて、視覚化します。 15 分

６．他のチームと振り返りをおこないます。 2 分
（準備）• 2 人の発表者（オーガナイジング・センテンスと戦略的ゴールの絵）を決めてください。

振り返り：他のチームと合流しましょう。

25 分• 各チームは 2 分間でオーガナイジング・センテンスと戦略的ゴールの絵を発表します。
• 聞き手のチームは 10 分間でコーチングをしましょう。
• 役割を交替して、同じ作業を繰り返します。
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今から同志は誰か、彼らが必要とするものは何か、どのように必要なものを得られるか、分析に基づい
て戦略的ゴールを作っていきます。以下のステップに従って進めます。

１．焦点を絞る：あなたの「同志」は誰か、ゴールは何か（45 分）

ステップ１　以下の表を埋めて下さい。

①あなたの同志は誰か？

変革

②彼らが直面する問題は何か？
③その問題が解決されると、世界はどのように
違って見えるか？

④それらの問題はなぜ解決されなかったのか？ ⑤その問題を解決するためには何が必要か？

ワークシート
戦略 I：人々、パワー、変革：変革の仮説
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ステップ 2　大ゴールは何か？

ステップ 3　良い戦略的ゴールの基準を確認しましょう。
Ⅰ）焦点が具体的に絞られたものであること
Ⅱ）動機を高めるものであること
Ⅲ）同志の強さと反対派の弱点が活かされるものであること
Ⅳ）能力が蓄積されるものであること
Ⅴ）同様の取り組みが広がるようなものであること

ステップ 4　戦略的ゴールを決めましょう。
同志が必要とするものを得ることに近づく、どんな具体的な結果を目指しますか？　最初にブレインス
トーミングをして、アイデアを積み重ね、基準を使って評価し、決めて下さい。

キャンペーンの戦略的ゴールは何か

大ゴール

戦略的ゴール
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２．現場を明確にする。誰が関係者か？（15 分）
関係者のマッピング
このキャンペーンで役割をもつかもしれない全ての関係者をあなた達自身から始め、作ります。関係構
築で学んだスキルと関心を使いましょう。そして、このキャンペーンに関わる他の関係者について、地
域、都道府県、国レベルで洗い出し、名前と特定のポジションを可能な限り明らかにします。彼らの関
心と資源を書きます。それぞれの名前を、彼らがそこにいるのがもっともふさわしいと、あなたが思う
位置に置きます。できるだけ具体的に書いて下さい。これはまだスタート地点です。問題についてより
学び、そしてキャンペーンがより展開していくと、競争者は協力者になるかもしれません。同盟者は敵
になるかもしれません。

a）誰があなたの同志になり得ますか？　
b）誰が反対派になるかもしれませんか？　
c）あなたの同盟者は？　
d）誰が競争を仕掛け、誰が協力的ですか？
e） どのように彼らが集められるかにより、誰が鍵となる決定者の役割を演じると思いますか？
　　（法廷、メディア、投票者など）。
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関係者のマップを下記の表に書きます。
①名前を書き出しましょう。
②時間があれば、その方の関心と資源を書き出しましょう。

サイドライン

変化に最も関心がある
人たち

アクション 現状維持に最も関心がある
人たち

サイドライン
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３．変革の仮説（20 分）
変革の仮説
あなたの同志が、問題を解決するために、彼らが必要と思うパワーを生み出すよう、彼らの資源をどの
ように使うことができるのか、という仮説です。
あなたの同志がゴールを達成するのに必要な資源を誰が（意思決定者も含めて）持っていますか？　互
いに協力することによって（power with）、必要なすべてのパワーを構築できますか？
同志は他の関係者たちが持つ資源を使う必要があるでしょうか？　どのように他の関係者たちが必要と
する彼ら自身の資源の影響力を増して、他の人たちが所有している資源を得るように出来るでしょうか

（power over）。

ステップ１　パワー分析

まず同志が所有している資源から始めます。以下の質問に答えましょう。

ゴールを達成するために、同志が持ち、使える資源は何か？（創造的で具体的なリストを作る）

これらの資源だけで、同志はゴールを達成することができますか？

YES / はい NO / いいえ

POWER WITH
パワー・ウィズ

POWER OVER
パワー・オーバー

次ページの左側の質問に答えましょう。 次ページの右側の質問に答えましょう。
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POWER WITH ／パワー・ウィズ
同志がゴールを達成するのに必要な資源を持っ
ていて、互いに協力することによって、必要な
すべてのパワーを構築する。

POWER OVER ／パワー・オーバー
同志はゴール達成のために、他の関係者によって所
有されている資源を使う必要があり、　他の関係者
たちが必要とする同志自身の資源の影響力を増
して、他の人たちが所有している資源を得る。

なぜ、ゴールを達成するために、同志は自分たちの
持っているの資源を使ってこなかったのか？

ゴール達成のために同志が必要とする、他の関係者
によって所有されている資源は何か？

（具体的なリストを作る）

どの関係者がこれらの資源を所有しているのか？

ゴール達成に必要なパワーを創造するために、どの
ように同志は共に協力しあうことができるか？

上記の関係者が必要な資源で、同志が所有している
ものは何か？

上記の関係者が必要とする同志の資源をどのように
最大限活用すれば、ゴール達成のために必要な、こ
の関係者によって所有されている資源にアクセスで
きるか？
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ステップ 2　あなたの変革の仮説を書いてみましょう。

あなたの変革の仮説を書いて下さい。

もし、「私たちの同志」が（方法）…

したら、結果は（戦略的ゴール）…

でしょう。なぜなら…

４．まとめ（15 分）

ステップ 1　今までの作業をレビューしましょう。
・あなたの同志は明確ですか？
・戦略的ゴールをより具体的に明示した方がよいですか？
・あなたの変革の仮説は明確ですか？

ステップ２　あなたのオーガナイジング・センテンスを模造紙に書きましょう。

私（たち）は（大ゴール）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を成し遂げるために、
（誰）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をオーガナイズし、
（方法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　することで、
（いつまでに）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（結果）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（戦略的ゴール）を達成します。

＊バスボイコットの例：
私たちは、アメリカにおける日常的な人種差別を終わらせるために、モンゴメリーのアフリカ系アメリカ人をオー
ガナイズし、バスをボイコットすることで、バスでの人種隔離を無くすことを達成します。

３．あなたの戦略的ゴールを模造紙に絵で描いてみましょう。
もし、あなたがゴールを達成したら世界はどのようになるでしょうか？

４．他のチームにコーチングしてもらう際に報告する人を決めます。



戦略

91Community Organizing Japan

チーム演習
戦略Ⅱ

◆ この演習のゴール
　　   あなたの戦略的ゴール達成を助ける戦術を決めます。
　　   これらの戦術をキャンペーン・タイムラインにいれ、ピークに達する様にします。
　

◆演習内容　—　合計 60 分（移動時間も含みます）

チームとして、あなたの戦略的ゴールを達成する助けとなる戦術リストを作ってみましょう。キャンペーン・
タイムラインの各ピークになるよう戦術を並べてみましょう。キックオフ戦術を視覚化してみましょう。

１．チームで集まります。

2 分• チームで集まったら、タイムキーパーと書記を決めます。
• 演習内容を確認し、コンセプトを明確にします。

２．変革の仮説と戦略的ゴールをレビューします。
5 分

• 戦略 I の際のフィードバックを反映させます。

３．戦術とタイムラインを作ります。

25 分• どんな戦術がゴールを達成するのに役立ちますか？
• どんなタイムラインですか？
• 次ページのワークシートを、戦略を立てるのに使ってください。

４．キックオフ時の戦術のアイデアのリストを作り、視覚化してみましょう。

20 分• ワークシートを使って、あなたのキックオフ時の戦術のアイデアのリストを作り、視覚
化してみましょう。

５．他のチームと合流しましょう。

2 分• 講義室で、あなたのオーガナイジング・センテンス、キックオフ・イベント（絵）、キャ
ンペーン・タイムライン、戦略的ゴール（絵）を発表します。

• 各チーム持ち時間３分です。
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１．戦術とキャンペーン・タイムライン（合計 25 分）

ステップ１　戦術のリストを作って下さい。（10 分）
チームで 10 分間、戦術を思いつくままリストにして、模造紙に書き出してください。戦術は変革の仮
説に基づいてください。同志が望む変革を生み出すために、彼らの資源をどのようにあなたはオーガナ
イズしますか？よい戦術は、あなたの同志の文化と、経験に根差し、彼らの価値観を反映するものです。

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

次の基準を使いながらトップ３の戦術をきめましょう。
• 私たちが同志の資源を上手く使う事ができますか？　
• 能力を培うことができますか？　
• 戦略的ゴールを達成する助けとなりますか？

 ①

 ②

 ③

ワークシート
戦略を発展させる　戦術とタイムライン
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ステップ２　一連の戦術を各ピークにしましょう。（15 分）
時間的逆方向から戦略をたてます（戦略ゴール時点から考え始めます）。戦略的ゴールを達成するために、
どのようにあなたの戦術をオーガナイズしますか？
それぞれの戦術で、ピーク・ゴールをきめましょう。ピーク・ゴールを達成するとどんな風になるでしょ
うか？　ピークは同志と共に行う典型的なイベントかアクションです。そこでは過去のピークから生み
出された全ての問題解決能力が展開されます。キャンペーン・タイムラインに（下記の例を参考）、ピー
クを順番に配列するために、最終ピークの戦略的ゴールからはじめて、時間的逆方向に戻って考えてみ
ましょう。
それぞれのピークが、過去にやり遂げたことの上に建てられていきます。したがって、パワーと能力を
徐々に得て、戦略的ゴールで最高潮に達するのです。それぞれのピークからどんな結果をあなたは得た
いですか？（たとえば、新しい人が何人署名するか？　あるいは何人が行進に参加するか？）

基礎作り

評価と
次のステップ

問題解決能力
（人々、スキル、他）

時間

キックオフ

ピーク 1

ピーク 2

戦略的ゴール

●何をやるか？
●いつ、どこでやるか？
●何人集めるか？

●何をやるか？
●いつ、どこでやるか？
●何人集めるか？

●何をやるか？
●いつ、どこでやるか？
●何人集めるか？
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２．キックオフ戦術（20 分）
ステップ１　キックオフ戦術のアイデアを挙げる（１０分）
時間的前方向に戦略をたてる : 最初のピークに焦点をあてる。
あなたのキャンペーンがスタート（キックオフ）する時、この最初のキックオフであなたが達成したい
計測可能な結果は何でしょうか？ あなたの同志にとってこのキックオフがどのように動機付けとなる
でしょうか？ このキックオフ戦術は自分達の資源、勇気、一体感を、どのようにあなたのコミュニティ
に見せるでしょうか？
キックオフ戦術のアイデアを、10 分間で出来るだけたくさん模造紙に書き上げてください。「いいえ、
でも」よりも「そうだ、それで」という言葉を重ねてアイデアを広げて行ってください。それぞれのア
イデアを並べてください。次に、チームの意思決定プロセスを使って、（昨日のチーム名決定演習から）
チームとして、どの戦術をオーガナイズするか決めます。

ステップ２　視覚化（１０分）
Ⅰ）チームとして、あなたのキックオフ戦術の絵を描いてみます。
どのように見えますか？　いつ行われますか？ どこで？　誰が関係しますか？　何人？　何を彼らは
しますか？　何を着ますか？　何をしますか？　いつですか？

キックオフ戦術の視覚化

Ⅱ）キックオフ戦術を有効にオーガナイズするために、今からそれまでの間で、
　　すべきことのリストを作りましょう。

・
・
・
・
・
・
・



Mobilizing Shared 
Commitment:
Action

共有のコミットメントを創造する：

アクション

共にアクションをとるために

いかに人々を動機づけるのか？
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アクションとは何か？ 

　アクションとは、勝利に必要なパワーを生む
方法で、同志の資源を結集し、展開することです。
　第一に、有効なアクションはゴール達成に貢献
をする結果を生むものです。
　第二に、有効なアクションはあなたの組織を強
め、新たな人々をひきつけ、関与させます。それ
は、未来の変革に影響を与える私たちのコミュニ
ティの能力を増します。
　第三に、有効なアクションは、キャンペーンに
身を投じている一人一人の成長と発展を支援する
ものでなければなりません。それがリーダーシッ
プをつくりあげます。

有効なアクションには何が必要か？

有効なアクションにはコミットメントと意欲が必
要です。

どのようにして
明確なコミットメントを得るか？

　まずアクションでは、リーダーは、具体的で計
測可能な結果を達成することへの、明確なコミッ
トメントを得るために人々を動かさなければなり
ません。
　人々に活動にコミットしてもらう時、私達は彼
らが気にかける活動に意義ある貢献をする機会を
提供しているのです。では、なぜ私たちはいつ
もただお願いしているだけなのですか？　私た
ちは、他の人たちに重荷を背負わせるのでは？　

「ノー」と言われると自分が拒否された気分にな
る？　彼らが「イエス」と言ったなら、その時は
私たち自身がもっとコミットしないといけなくな
るのでは？　と、ときどき心配になるからです。
　人々に私達に加わるよう呼びかける時、明確で
簡潔な言葉を使うことが非常に重要です。時折、
コミットメントを最小化し、現実には重要なのに
重要でない様に見せる傾向が私たちにはありま
す。人々に敬意を払うという事は、仕事の内容を
きちんと伝え、それに対して組織からどんな支援
を受けられるかを説明し、コミットをするか否か
の選択を彼らに委ねることです。
　意欲がわく有効なコミットメントを求める時は
4 つのステップが必要です。

１．つながりをもつ／ Connection
　お互いを知りましょう。 あなたのストーリー・
オブ・セルフの一部を引用しながら、話しかけて
いる人に、あなた自身がなぜこの問題を気にかけ
ているかを知ってもらいましょう。でも、一方的
に話してはいけません。相手を知るために質問を
し、そして耳を傾けてください。共有する価値

　計測できる共通のアクション
　 ◆ このセッションのゴール
　　   人々がアクションに加わることにコミットする方法を学ぶ。
　　   人々が更に参加することを再びコミットするようなアクションの設計を学ぶ。

アクション・プログラムの評価

個 人
成長したか

問 題
解決されたか

組 織
組織化されたか

資源を
結集する

コミットメント

資源を
配置する



計測できる共通のアクション

97Community Organizing Japan

観を伝えるためにストー
リー・オブ・アスも引用
出来るでしょう。

２．背景／ Context
　参加をお願いするアク
ションがなぜ重要なのか
を説明します。（ストー
リー・オブ・ナウから引
用します）私たちが直面
している困難のみならず、
チャンスと希望について
も、具体的に説明しなけ
ればなりません。ただ話
しかけるだけではいけません。質問をし、彼らに
も会話に入ってもらいます。たとえば、「この課
題についてどう思いますか？」　「なぜ？」　ある
いは「この問題があなたの家族やコミュニティに
どんな影響を与えたと思いますか？」

３．コミットメント／ Commitment
　はっきりと相手があなたと一緒に活動に参加す
ると見込んでよいか尋ねます。日にち、時間、場
所について具体的に伝えましょう。

• 「　　　　　に、あなたが参加されると予定し
ていいですか ?」

• 「　　　　　をすることにあなたも参加する予
定ですね ?」

　注意深く答えを聞きましょう。
• 「もちろん、必ず」（成功！　詳細を確認します）
• 「たぶん…」（どんな疑問を彼らが持っているか

を聞き、今後もどのように連絡をしていいかを
聞きます）

• 「いいえ、ごめんなさい」（理由を聞きましょう。
彼らが気を変えたときのためにあなたの連絡
先を伝えましょう）

４．カタパルト／ Catapult（引き込む）
　もし、「いいですよ」と言ってくれたなら、彼
らに敬意を払い、あなたのアクションに関するき

ちんとした仕事と責任を与え、そこに至るきちん
としたプランを伝えます。
尋ねること
• 「イベントに何か持ってきてくれますか？」（た

とえば食べ物、ポスターなど）
• 「イベントの前に二人で話せますか？」
• 「あなたと一緒にお友達を二人、必ず連れてき

て頂けますか？」
• 「イベント会場までどのようにくるつもりです

か？」（計画がある人は参加する可能性が高い
です）

どのようにコミットメントを
確認し、経過をみるか？

　最初のオーガナイジングの導入セッションで、
リーダーシップの定義を以下のようにしました。

「不確かな状況下で、人々が目標を達成できるよ
うにする責任を引き受ける。」責任を引き受ける
こととは、アクションへのコミットメントを得る
ことだけではないですし、アクションが終ったあ
と、おつりを受け取ってポケットにいれて歩き去
られてしまうようなことではありません。今後も
連絡をとりあい、人々が私たちの活動に参加でき
るよう支援するために必要なことは全て行う責任
が私達にはあるのです。そして最も重要なのは再
確認電話で、イベント日が近づくにつれ、再確認
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電話はより重要で、有効になっていきます。

１．リクルート
　他の人たちをリクルートし、アクションへの具
体的なコミットメントを得ます。

２．確認
　数日後、コミットメントを確認してください。
コミットの約束をした人たちがアクションの現場
まで送迎が必要か。他の人たちを招いたか？　ア
クションの一部の責任を引き受けたか？　アク
ションの前日に確認してください。細部にいたる
までのアクションの全ての情報を提供しましょ
う。 場所、時間、アクションの目的、日程や参
加者に関する新しい情報も含めてです。アクショ
ンの 30 分から 60 分前に（緊急に対処しなけれ
ばならないことがよく起きる時間帯です）もう一
度確認をします。あなたのアクションに彼らが参
加してくれることでどんなにあなたがワクワクし
ているかを彼らに伝えます。

３．アクション！
　他の人たちの時間に敬意を払った、意欲が湧く
アクションに導きます。とはいえ、十分なトレー
ニング、関係構築への機会、そして目的があり、
計測可能なアクションを提供しましょう。

４．評価とお祝い
　アクションを一緒に評価し、お祝いしましょ
う。計測できる全ての結果を記録すると、全ての
人が、大きな全体の一部の成果を担ったことがわ
かります。何が上手く行ったか、何を次に改善す
べきかを細部まで共有し、振り返りましょう。そ
れからお祝いをしましょう！　楽しいことがなく
て、誰が一体自分の自由時間を使いたいと思うで
しょうか？ あなたの組織の人々が一緒にお祝い
をする機会を定期的にもちましょう。食べ物や音
楽やその日に起きたことをメンバーに語ってもら
いましょう。

５．全員に感謝を示す
　アクション参加の翌日、全員にお礼を言いましょ

う。キャンペーンにおけるこのアクションがどん
なインパクトがあったかを具体的に彼らに伝えま
しょう。活動がどうであったか、次は何をすべきか、
彼らのアドバイス、アイデアを聞きましょう。

６．リクルート
　リーダーシップの次のレベルへと参加者をリク
ルートします。あなたやあなたのチームが、彼ら
の市や近隣で、さらなるアクションの計画を立て
るのを助けます。

意欲の湧くアクションのデザイン

　二番目に、資源を使いつくすのではなく拡充す
る方法で、人々がアクションに関与できるように
心がけてアクションの設計することが必要です。
もし、自分が今やっていることが重要だと人々が
思えなかったなら、「使われているだけ」だと思っ
たなら、あるいは、コミットメントをきちんと遂
行しても成長も学びもないと思ったなら、率先し
て取り組むことも、課題を解決しようとも、再び
コミットしようともしないでしょう。

意欲の湧く仕事を設計する
こととは？

結果
　仕事がうまく設計をされているとき、参加する
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仕事の設計評価表

レベル１ レベル２ レベル３

仕事の重要性
仕事の帰属性
技術・能力の多様性

自主性

フィードバック

人々はより意欲を感じ、率先して問題を解決し、
仕事へより深くコミットするという結果が生まれ
ます。

設計
　これらの結果を生むような人々の経験を作るた
めに、以下の仕事の設計に関する 5 つの要素に
配慮する必要があります。
• 仕事の重要性：世界に対するその仕事の影響を

実感すること
• 仕事の帰属性：ある部分の仕事を、「自分の仕

事である」と認識すること
• 技術・能力の多様性：心（動機）、手（技術）、

頭（戦略）を含む多様な技術を用いること
• 自主性：仕事をするにあたり、十分な選択の余

地があること
• フィードバック：仕事の結果が目に見えるこ

と、仕事の途中であってもそれが見えること

意欲の湧く仕事のデザイン

　下の表を使うことで、仕事がどの程度意欲の湧
くものであるかを評価し、より意欲の湧くものに
再設計し、リーダーシップのはしご（リーダーと
しての発展度合いを段階的に整理したもの）を創
り出せるよう構成し、より大きな責任感を持つ機
会を作れます。

アクション！　今でしょ！

　このトレーニングでは、あなたの仲間に、具体
的で計測可能なアクション、キックオフ戦術への
参加を求め、その他の人々に電話してあなたの
キックオフ戦術への参加を呼びかけます！

仕事の特性

仕事の重要性
仕事の帰属性
技術・能力の多様性
自主性
フィードバック

仕事の結果

動機
問題解決
コミットメント
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チーム演習
アクション

◆ この演習のゴール
　　   人々が彼らの価値観のために行動するよう、真の選択、真のコミットメントに
　　　　 彼らを関与させるオーガナイジングのコアのスキルを実践する。　

◆演習内容　—　合計 70 分（移動時間も含みます）

１．チームで集まります。

2 分• チームで集まったら、タイムキーパーを決めます。
• 演習内容を確認し、コンセプトを明確にします。

２．チームで、この演習におけるゴールについて決めます。

10 分• キックオフイベントを行うのに、何人からコミットメントを得る必要があるのか？
• 何人に参加や協力を「お願いする」「求める」必要があるのか？
• 次ページのワークシートに記入します。

３．個人で、意義ある会話のためのガイドを作ります。

5 分
• 個人で、会話をうまく進めるための鍵となる質問、自分を理解してもらうための鍵とな

る自身のストーリー、具体的に求める事について考え書き留めます。
• これはあなたが読み上げる「脚本」ではありません。意義ある会話のためのガイドです。
• 次ページのワークシートを使ってください。

４．ペアを組んで意義のあるコミットメントを交わすロールプレイをします。

15 分 

Ⅰ）コミットメントを得る練習（4 分）
• オーガナイザーは、オーガナイズされる人から、キックオフのイベントのための、

意義のあるコミットメントを得る練習をします。
Ⅱ）オーガナイズされた人は、オーガナイザーにフィードバックします。オーガナイザー
　　がうまくできていたところは？どのようにしたらオーガナイザーはより改善できる
　　か？（２分）
Ⅲ）６分後に役割を交替します。
Ⅳ）チームでの振り返り（３分）

• チームに戻り、振り返りを行います。
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5．講義室全体でロールプレイをします。

15 分

• 講義室全体の半分がオーガナイザー、半分がオーガナイズされる人になり、ペアを組ん
で意義のあるコミットメントを交わすロールプレイをします。

Ⅰ）コミットメントを得る練習（10 分）
• オーガナイザーは、オーガナイズされる人から、キックオフのイベントのための、

意義のあるコミットメントを得る練習をします。
• 次ページのワークシートに、何人に声をかけたか、何人からコミットメントを得る

ことができたかを記録します。
Ⅱ）チームでの振り返り（5 分）

• チームに戻り、振り返りを行います。オーガナイザーだった人からの報告をまとめ、
チーム全体で得たコミットメントの合計を計算します。

6．オーガナイザーを交代します。

15 分

Ⅰ）コミットメントを得る練習（10 分）
• 先ほどとオーガナイザーを交替します。同様に、ペアを組んでキックオフイベント

へのコミットメントを求めます。
• 次ページのワークシートに、何人に声をかけたか、何人からコミットメントを得る

ことができたかを記録します。
Ⅱ）チームでの振り返り（5 分）

• チームに戻り、振り返りを行います。オーガナイザーだった人からの報告をまとめ、
チーム全体で得たコミットメントの合計を計算します。

7．講義室に戻ってください。 2 分

ステップ１　この演習におけるチームのゴールを決め、下に書き留めます。（10 分）

チームの名前

チームのゴール：
全体で何人からコミットメントを得る必要があるか？

ゴールを達成するために、何人に声をかける必
要があるか？

ワークシート
真のコミットメントを得るスキルを育てる
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ステップ２　意義のあるコミットメントを得るための会話の準備をします（5 分）
今まで学んだストーリーを作る方法は、「リクルート」をするための電話や呼びかけの脚本を書く手助
けになります。鍵は、相手のモチベーションを理解するための質問をすることです。自分自身について
の話もしましょう。行動を起こすようになったあなたの動機も話しましょう。あなたが共に活動してい
るグループはどんなグループか。なぜ、彼らはこの活動を今、一緒にするようになったのかについても
話してみましょう。そして相手がしなければならない選択（今度のキャンペーン・アクションに参加す
るか否か）についても話します。
きちんと正しくやろう、と心配する必要は全くありません。人の会話は、どちらにしても進むにつれ予
定と異なってくるものです。ただ、会話になっていなければなりません。聞き手に対し応えるものでな
ければなりません。必要以上に脚本的であることもなければ儀礼的であることもありません。話す際の
ポイントの事例があります。あなた自身の話を方向付けるのに使ってください。

＜脚本＞

こんにちは。私の名前は　　　　　　　です。この週末　　　　　　　に来ています。
　　　　　　　さんからあなたのことを伺いました。
子供達が通う公立学校の質について、来月この地域での活動を始めるのですが、あなたは私たち
の活動を助けてくれるのにうってつけの方とのお話でした。

Ⅰ）つながりをもつ
あなたがどんな人間かを相手に知ってもらいましょう。なぜあなたはこの問題を心配しているのか。人々
がどのようにこの問題に影響を受けているかを尋ねてくさい（あなたのストーリー・オブ・セルフとア
スから作っていってください）。

会話を継続させることができる鍵となる質問（相手の話を聞くことを忘れずに）
• 私たちが　　　　について活動しているのをお聞きになったことがありますか ?　もしなければ、

説明させてもらえますか。
• ここで、あなたの経験、これからスタートするキャンペーン、人々や　　　　についても話すこと。
• どのように組織をスタートしたのですか？ どんな環境で？（学校内外で？ あなたのコミュニティで？）
• 公立教育において、すでに何らかの活動に関与していますか？

この活動に参加するあなたの動機を明らかにする、あなたのストーリーから、鍵となる部分を書き出し
てみてください。
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Ⅱ）背景
あなたとあなたのチームが、考えている計画について説明してください。あなたのグループについての
詳細な情報を提供してください。今、あなたをアクションへと突き動かす困難そのもの、真の希望、そ
して戦略的選択について話して下さい。

Ⅲ）コミットメント
コミットメントを得る。

• 相手が考え、返事をするのを待ちます。
• 日時、時間、場所を確認します。来てくれると思ってよいですか？ 
• 他に私が連絡できる人を教えてもらえますか？　あるいはその人をリクルートするのを手伝って

くれますか？

　　　　　　　（何月何日）に　　　　　　　をするために、このキャンペーンをスタートさせ
るのですが、参加しませんか？　どう思いますか？

Ⅳ）カタパルト
引き込む。

• 次のステップ：相手がくれた時間に感謝を述べます。数日後に連絡しリクルートの次なるプロセ
スを説明します。

もし、彼らがあなたの活動に参加すると言ったら、リードする機会を彼らに与えましょう。あなたのリー
ダーシップチームでどの役割が空いていますか？イベントを準備するのに、どんな仕事を終えていない
となりませんか？　彼らはどのようにあなたを手伝えますか？
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ステップ３　ロールプレイ
オーガナイザーになった際、1 行目にあなたの名前を書きます。ロールプレイで、何人に声をかけたか、
そして実際いくつのコミットメントを得たかを記録します。

チームメンバーの名前
何人に声をかけた
か？

何人からコミットメ
ントを得たか？

何人のカタパルトが
得られたか？

チーム全体の合計

ステップ４　チームでの報告と振り返り
まとめのためにチームで集まったら、各メンバーが声をかけた人数と得たコミットメントの数を報告し
あい、上の表を埋めます。チーム全体での合計を計算し、最初に設定したゴールに対してどの程度達成
できたかを確認します。



Tying It All Together:
Story of Now and Linking 
Self/Us/Now

共有価値とコミットメントを創造する：

ストーリー・オブ・ナウと、セルフ・アス・ナウを結び付ける

どのようにして私たちの

ストーリーと戦略に命を与えるのか？
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　ストーリー・オブ・ナウはあなたが行動を起こ
してほしいと思っている「アス／私たち」が直面
する緊急の選択について語ります。行動しなかっ
たらどのような困難な状況が起きるのか、行動し
たらどのような希望があるのか、必要なアクショ
ンにコミットメントを呼びかけます。ストーリー・
オブ・ナウは「なぜ私たちは行動すべきなのか」、

「戦略」、「そしてどのように私たちは効果的に行
動できるのか」というストーリーに橋を掛けます。
　これまで、なぜあなたが使命を思い立ったの
かを私たちは理解しました。そしてあなたの使命
に参加するよう呼びかける「アス／私たち」とは
誰かを理解しました。ではあなたが今ここで使命
のために必要なアクションは何なのでしょうか？　
力強いストーリー・オブ・ナウを語り、他の人々
に行動に加わる様に求めるとき、あなた達の生活
にある困難に対応するために、あなたの周りのコ
ミュニティから新たな力を共に生み出しはじめる
ことになるのです。ストーリー・オブ・ナウは緊急で、
他のことを置いておいて、注意を払うことを求め
ます。あなたのストーリー・オブ・セルフとアスで
語った価値観に根ざし、行動を求めるのです。
　ストーリー・オブ・ナウの登場人物はあなた、
共に部屋にいる人々、そしてあなたが行動に加わっ
てほしいと思っているより広いコミュニティです。
　1963 年 8 月 23 日、ワシントン DC で、マーティ
ン・ルーサー・キング牧師は「すさまじく差し迫っ
た今」についてのストーリーを語りました。わた
したちは皆、アメリカがどのような国になれるか
という彼のビジョン、彼の夢を覚えています。し
かし、アメリカの白人が、アフリカ系アメリカ人
への「約束手形」を守ることを失敗した結果、人
種差別の「悪夢」のためにアクションが緊急を要

していると語ったことを忘れがちです。この借り
を取り戻すことはもはや一刻の猶予もならないと
彼は論じました。もし、今行動しなければ、決し
て夢を実現できないとも論じたのです。
　ストーリー・オブ・ナウではストーリーと戦略
が重なり合います。なぜなら希望の鍵を握る要素
は戦略、つまりここからあそこへとどうたどり着
くか、という確かなビジョンだからです。
　私たちが提案する「選択」は、「私たち全員が
より良い人間にならなければならない」、あるいは

「全員がこのリストにある 53 項目のアクションの
中からどれでもよいから一つを選ばなければなら
ない」というようなものではありません。意味の
ある選択は、私たちが今一緒にできるアクション
であり、達成できる結果がなければなりません。

ストーリー・オブ・ナウの要素

困難（チャレンジ）：私たちが今直面している困難（統
計的な話ではなく、ストーリーを通して聞き手が現実味
を帯びて感じられること）

　ストーリー・オブ・ナウ
　 ◆ このセッションのゴール
　　   ストーリーが私たちをどのように行動に向かわせるか学ぶ
　　   どのように戦略と行動を繋げるか学ぶ
　　   ストーリー・オブ・ナウを語り、フィードバックを得る
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希望：私たちが困難（チャレンジ）を乗り越えられる
可能性を感じる源は何か？

選択：行動の過程は何か？　私たちが行動しなかった
ら、何が起きるか？　私たちが行動したら、何が起きる
か？　なぜ一緒に行動する必要があるのか？　各聞き手
がしなければならない明確なコミットメントは何か？
ストーリー・オブ・ナウは次の文章で終わります。

「○○に私と加わってくれませんか？」

なぜそれが重要なのか？

　私たちが取ろうと思い立った選択は戦略的アク

ションを取るという選択です。問題を説明するだ
けで、行動する方法を見出せず、人々と共に問題
解決に取り組むことができないリーダーは良い
リーダーではありません。あなたが真の困難に向
き合うことを思い立ったのなら、困難が非常に緊
急で他の人達にも向き合ってほしいと思うのな
ら、成功する可能性のある行動にあなたと共に参
加するように人々を導く責任があなたにはあるの
です。ストーリー・オブ・ナウは、行動する選択
を呼びかけるという単純なものではありません。
それは「希望のある」アクションを呼びかけるこ
となのです。

映画「ガンジ－（ベン・キングスレイ主演）」の中で、マハトマ・ガンジーがストーリー・オブ・ナウ
を語る部分を観ましょう。観ながら、彼をアクションへと決断させたストーリー・オブ・ナウの要素を
考えてみましょう。

困難（チャレンジ） 結果 選択

• どのように彼は現実の、緊急を
要する困難と共に、聞き手に向
き合ったのですか？

• どんなイメージを彼は創った
のですか？

• 希望の源を彼はどこに見出し
たのですか？

• もし、コミュニティが一緒に行
動すると選んだら、どう違って
くるでしょうか？

• 彼はコミュニティに何を求め
ましたか？

• 何がそのアクションを意義あ
るものにしましたか？

ビデオを観終わったあとに以下の点について考えてみましょう。
1. なぜガンジーは最初あのように語り始めたのでしょうか？ 
2. これらのストーリーのどの細部、どのイメージ、どの瞬間がストーリーを生き生きとしたものにし

ていますか？ 
3. 彼は聞き手のどんな価値観と直面している困難を語りましたか？

ワークシート
ビデオ鑑賞：ガンジー
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パブリック・ナラティブを創りだす

もし、私が私のためにあるのでなければ、私
は誰のためにあるのか？
私が私のためだけにあるのなら、私は何なのか？
そして、もし今でなければいつなのか？
—1 世紀のラビ・ヒレル　エルサレムセージ

　ラビ・ヒレルの力強い言葉は、自分自身の力で
立ち上がるのは第一歩だが、十分な一歩ではない、
と提唱しています。あなたと一緒に立ち上がるコ
ミュニティを作り、そのコミュニティを今共に行
動するよう動かさねばなりません。セルフ、アス
そしてナウのストーリーを一つにするためには、
あなたがなぜ使命を思い立ったのか、コミュニ
ティがなぜ使命のために立ち上がるのか、私たち
の使命は今何をするように言っているのか、この
セルフ、アス、ナウの三つのストーリー共通の繋
がりをみつけなければなりません。ストーリー・
オブ・ナウから始め、あなたが働きかけている「私
たち」の話、ストーリー・オブ・アスに戻り、あ
なたの使命の基となっているストーリー・オブ・
セルフへと、展開してもよいのです。
　ストーリー・オブ・セルフ、ストーリー・オブ・
アス、ストーリー・オブ・ナウを繋ぐのは共有価
値観で、土台は常に強いストーリー・オブ・セル
フにあります。あなたが世界においてどんな変化
をおこしたいか（ストーリー・オブ・ナウ）を問
いましょう。そして何故気にかけるのか（ストー
リー・オブ・セルフ）、部屋にいる人々が、あな
たが目指すゴールに向かう結果を得るために出来
ることが何か問います（ストーリー・オブ・アス

とナウ）。そして最初の一歩で今何が出来るかを
問いましょう（ストーリー・オブ・ナウ）。
　ストーリーを繋げるにはあなたが作ったセル
フ、アス、ナウのストーリーを絶え間なく再考す
ることが必要です。
　ストーリーを語る事は直線的ではなく、変化を
伴うプロセスです。

ストーリーテリングは動的で、
非直線的なプロセスです
　ストーリーは語る度に作り直して行きます。あ
なた自身が明確に伝わるように、異なる聞き手に
合わせられるように、異なる文脈や背景に自分自
身をおくために、そうします。ストーリー・オブ・
アスを作りながら、特に二つのストーリーの関連
性がより見え始めた時、ストーリー・オブ・セル
フを手直ししたくなるかもしれません。ストー
リー・オブ・ナウを作る時も同様に、その前に作っ
たストーリーに影響することに気付くかもしれま
せん。前に作ったストーリーを再考すると、ストー
リー・オブ・ナウを手直ししたくなるかもしれま
せん。

パブリック・ナラティブは
練習が必要である
　このワークショップでの目標はあなたが今後何
度も繰り返し使うパブリック・ナラティブの最終

「台本」を作ることではありません。目標は、あ
なたが今後何度も、何度も、いつ、どこ、どのよ
うにでも物語を作り、あなた自身と他の人々が明
確で戦略的な行動を起こすように動機づけられる
プロセスを学ぶことなのです。

　全てを一つにする：セルフ、アス、ナウをつなげる
　 ◆ このセッションのゴール
　　   筋の通ったパブリック・ナラティブにおける、ストーリー・オブ・セルフ、アス、
　　　　 そしてナウのつなげ方を学ぶ。
　　   パブリック・ナラティブにおける、ストーリー・オブ・セルフ、アス、そしてナウの
　　　　 つなげ方を他の人たちに指導することを学ぶ。
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パブリック・ナラティブ・クラスの生徒であったジェームズ・クロフトの 5 分間スピーチを観ましょう。
観ながら、彼のストーリーで語られるセルフ、アス、ナウの三つの要素について考えましょう。

セルフ アス ナウ

• どんな経験が彼の価値観を形
作ったのですか？　

• それらは誰の選択ですか？
• な ぜ そ れ ら は ス ト ー リ ー と

なったのですか？

• 彼が訴える「アス」は誰ですか？
• どんな瞬間の選択を彼は思い

出しているのですか？
• どんな価値観ですか？

• それらの価値観に対するどん
な困難を彼は描きましたか？

• 希望の源は何ですか？　
• どんなアクションに私たちの

参加を求めていますか？

ビデオを観終わったあとに以下の点について考えてみましょう。
1. なぜクロフトはあのように話始めたのですか？ 
2. どんな困難、選択、そして結果が、彼が語るそれぞれのストーリーの核ですか？ 
3. どんな細部、イメージ、瞬間がこれらのストーリーを生き生きとさせましたか？ 
4. これらのストーリーはどんな価値観を伝えていますか？

ワークシート
ビデオ鑑賞：ジェームズ・クロフト
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チーム演習
ストーリー・オブ・ナウ＆セルフ、アス、ナウをつなげる

◆ この演習のゴール
　　   あなたのストーリー・オブ・セルフ / アス / ナウをどのようにパブリック・ナラティブに
　　　　 統合するかを学びます。
　　   他の人達が取るべき具体的な選択を明確に説明して、コミットメントを求めます。

注： これは「求める」以上のことを意味しています。サイドラインに留まるか、彼らの価値観に
基づきすぐに行動に移すか、それは彼らの選択です。あなたと一緒に参加するのは、彼らにとっ
ても一つのチャンスなのです。

◆演習内容　—　合計 65 分（移動時間も含みます）

１．チームで集まります。

5 分• チームで集まったら、タイムキーパーを決めます。
• 演習内容を確認し、コンセプトを明確にします。

２．個人で静かにパブリック・ナラティブを作る時間をとります。

5 分• あなたのストーリー・オブ・ナウと、ストーリー・オブ・セルフ、ストーリー・オブ・
アスを結び付けてください。

• 次ページのワークシートを使ってください。

３．グループで１人ずつナラティブを語ります。

30 分

Ⅰ）パブリック・ナラティブを練習するために、グループで１人ずつナラティブを語ります。
• パブリック・ナラティブを語るのに 3 分、フィードバックを 2 分で行います。
• 最後に必ず、あなたのプロジェクトや戦略に根差した明確なコミットメントを求め

ます。
Ⅱ） 3 分間の時間制限を守って、ストーリーを語ってください。時間が過ぎたらタイムキー

パーにストップしてもらいましょう。それにより集中力を高め、全員が語る機会を確
保します。

4．フィードバックを基に、個人でパブリック・ナラティブを作り直します。 5 分

5．ペアになり、パブリック・ナラティブを語ります。

10 分Ⅰ）パブリック・ナラティブを語るのに 3 分、フィードバックを 2 分で行います。
Ⅱ） ５分後に役割を交替します。

6．チーム全員で気づき、良く出来たこと、改善すべきことを振り返ります。 5 分
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②ストーリー・オブ・セルフ

リーダーシップをとることを思い立たせた経験や価値観についてどのようなストーリーを語れるか？
直面した特定の困難、行った選択、その経験における結果を考える。

③ストーリー・オブ・アス

話しかける人々の共有する価値観や経験を強調するどのようなストーリーを語れるか？
コミュニティとして直面した困難、一緒にした選択、その経験の結果を考える。

あなたが求めることは何ですか？

ストーリーを組み立てる際は、以下の順番で考えてください。

①ストーリー・オブ・ナウ

コミュニティが直面する緊急の困難についてどのよ
うなストーリーを語れるか？

コミュニティに希望を与えるどのようなストーリー
を語れるか？

ワークシート
セルフ、アス、ナウをつなげる
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リンキング・チャート
　全てをつなげるパブリック・ナラティブを作る際、価値観がそれぞれのストーリーを一つに結びつけ
ることを思い出して下さい。そのため、全体を通じて明確で一貫した価値観が伝わることを確かめて下
さい。またセルフ、アス、ナウとそれぞれの困難、選択、結果も含まれるようにしましょう。つなげた
ナラティブを作ると、下表のそれぞれの□に✓をつけられるはずです。

困難 選択 結果（希望）

セルフ □　　　　　　　　　 □　　　　　　　　　 □　　　　　　　　　

アス □　　　　　　　　　 □　　　　　　　　　 □　　　　　　　　　

ナウ □　　　　　　　　　 □　　　　　　　　　 □　　　　　　　　　

□明確で一貫した価値観はありますか？
□全体を通じて価値観はありますか？

ストーリー・オブ・アス
Story of US

なぜ私たちは気にかけなければ
ならないのか？

私たちが共有する価値とは何か？
どのようにそれを知ったのか？

変化を起こすために
何ができるのか？

ストーリー・オブ・ナウ
Story of NOW

今どんな変化を起こしたいか？
どんな結果を達成したいか？
なぜそんなに緊急なのか？

なぜ問題なのか？
希望はどこにあるのか？

ストーリー・オブ・セルフ
Story of SELF

なぜ気にかけるのか？
いつから気にかけ始めたのか？

なぜ他の事よりこの事を
気にかけるのか？

ここから考え始めましょう
START HERE
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◆すべきではないこと
「よかったね」というようなあいまいなコメントをしてはなりません。（「本当に素晴らしいお話ですね！」
も同じです。）

◆すべきこと
次のポイントで互いに指導しあいましょう。
１．困難（チャレンジ）
私たちが直面した具体的な困難とは何であったのか？　ストーリーテラーは生き生きとして切迫感のあ
る困難の様子を描いていましたか？

「困難は切迫感が十分になかった。なぜ　　　　について触れないのか？」

２．結果
もし、私たちが一緒に行動したら起こる、特別な結果とはなんですか？　もし、私たちが今、行動した
らどのように未来は変わりえるかというクリアで希望に満ちたビジョンはありましたか？

「もし、あなたが　　　　を描いたら、結果はもっと希望に満ちるでしょう」

３．選択
困難に対して、私たちが求められた、はっきりとした選択がありましたか？　その選択をどう思いまし
たか？（希望にあふれていましたか？）　

「あなたは私たちに一体何をしてほしいのですか？　いつ、私たちはそれをすべきですか？　どこで？」

４．価値観
このストーリーテラーとどんな価値観を共有できますか？　ストーリー・オブ・ナウはこれらの価値観
に訴えていましたか？

「この問題を気にかけるよう私たちに語る代わりに、もしとるべき選択を、あなたが重んじるという価
値を描いて示したなら、ストーリーはもっと有効なものになったでしょう」

５．細部
ことのほか生き生きとした細部、あるいはイメージ（たとえば風景、音、匂い、その瞬間の感情）を持
つ場面はストーリーにありましたか？ 

「　　　　のイメージで、あなたが何を感じているかがよく理解できました」
「　　　　について、もっと細部を語ってみませんか。すると私たちは共有した経験にもっと共感する
ことができます」

６．セルフ、アス、そしてナウを織り合す
ストーリー・オブ・セルフとストーリー・オブ・アスはストーリー・オブ・ナウに関係していましたか？　
もしそうなら、何が共通の話を結ぶ「糸」でしたか？もしそうでなければ、セルフ、アス、ナウの関係
性を考えなおすために、どんな「糸」をストーリーテラーは使うことができますか？

コーチングのヒント：
パブリック・ナラティブ
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あなたのパブリック・ナラティブに対するチームメンバーからのフィードバックをここに記録しましょう。

チームメンバーのパブリック・ナラティブをコーチングしましょう。
メンバーのストーリーを聞きながら以下に記録してください。振り返りの際に役立ちます。

名前 価値観 セルフ アス ナウ

ワークシート
パブリック・ナラティブに対するコーチング
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