ＦＡＪ第１回 九州フォーラム「見つけよう 磨こう 人と人をつなぐ力
〜あなたももしかしてＦ？〜ファシリテーションって知っていますか？」
アンケート報告書
Ｑ１： 本日のフォーラムになにを期待して、来場なさいましたか？ 【自由記述】
【ファシリテーションへの関心】
●ファシリテーションを学ぶこと
●ファシリテーションを知ること
●ファシリテーションとは何かと？
●ファシリテーションとは何か？ 何にどのように利用できるのか？
●ファシリテーションとは何かを知るため
●ファシリテーションとは何かを知ることを期待
● ファシリテーションって何？ を知るために来ました。
●ファシリテーションとは何かを知りたくて来ました。
●ファシリテーションとは何かを知りたいと思い来ました。
●ファシリテーションとは何なのかを知ることを期待していました。
●ファシリテーションって何かということを知りたくて参加しました。
●「ファシリテーション」とは何ぞやを知りたかった。
●ファシリテーションについてもっと知りたい。
●ファシリテーションの理解
●ファシリテーションに対する発見。
●ファシリテーションの意味を分からずに、それを知りたいと思っていました。
●ファシリテーションとは何か？を具体的に知りたかった。どんな方が関わっているのか知りたかった。
●とにかく、 ファシリテーションって？ と言うことから分からず来ました。職場や身近なところですぐできるものなら使いたい・・・と
思っていました。
●まず、ファシリテーションって何？という段階だったので、少しでもとっかかりができればと思って参加。
●ファシリテーション初体験だったので、「どのようなものか？」を知るために来ました。
●ファシリテーションはまだ勉強し始めたばかりなので、どんな手法があるのかを学びに来ました。
●過去に一度、ファシリテーションの研修を受け、興味があったので、より実践的な内容に触れられることを期待してきました。
● F の実体は何なのだろうか？
●日本の？Fの現状を知る。Fの手法を理解する。
●ファシリテーションの概要を把握し活用すること。
●ファシリテーションの中味を知りたかった。
●ファシリテーションの考え方、やり方等の基本的事項の習得。
●ファシリテーションをもっと良く知り、今後の自分の活動に役立てたいと思って。
●ファシリテーションとはどういうものか、自分の目で見て、体験すること。
●ファシリテーションを体験するため
●ファシリテーションの場に触れる機会が少ないので、色々な「F」を知り、体感するために。
●ファシリテーションの実例と手法（どのような場で活用されているか）を知りたいと思った。
●最近よく耳にする「ファシリテーション」について体験したかったので来ました。ファシリテーターになりたいと思いました。
●ファシリテーションの根本的な考え方からちょっとしたテクニックまで色々と勉強したいと考えてきました。
●ファシリテーションの活かし方、可能性を知りたかった。
●ファシリテーションとはどんなもので、どのようなところで活用できるかを知りたかった。
●ファシリテーションがどのような場面、具体的な使い方がされているかを知りたくて。
●ファシリテーションはどんな場面で、どのように活用できるのかを知りたかったです。
●方法。また、ファシリテーションに興味を持っている人にはどんな人がいるのか知りたかったから。
●Fのスキル、Fの効果を知ること。
●ファシリテーションのやり方を学びたい。
●ファシリテーションを身に付けたい、理解したい。
●ファシリテーション能力の向上
●ファシリテーションスキルの向上
●ファシリテーションスキルの向上
●自分のファシリテーションスキルアップ
●ファシリテーション（ファシリテーター）のスキルを学びたいと思って来ました。しかし、それ以上に様々な分野でファシリテーショ
ンが用いられていることを知り、ためになりました。
●ファシリテーションがすぐに明日から簡単にできる方法が何か得られないかと期待してました。何でも良いから、ヒントみたいなの
もほしかったです。ファシリテーションの現状と可能性を知りたかったです。
●ファシリテーション体験
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●ファシリテーションのワークショップを体験したかった。
●ファシリテーションを体験したい。成功したファシリテーション例を見てみたい。
●知識を少し得始めたところだったので、実際に体験して感じたいと思いました。
●ファシリテーションそのものの理解と少しでも体と頭と心に残ればと。
●ファシリテーターは何をする人なのか知りたかった
●ファシリテーターとしての立場
●良いファシリテーターになる為のヒント

【仕事などにファシリテーションを活かすため】
●仕事に役立つと思って
●仕事で関わりがあり、勉強したかったので。
●仕事の悩み（進め方）の解決のヒントを得るために来場した。
●自分の仕事にどのようにファシリテーションを活かせるか。
●ビジネスでの活用（社内コミュニケーション、社外コミュニケーション）
●職場の業務改善。研修会や教室でのファシリテーション力のアップ
●組織の動かし方
●会議等の進行の仕方
●会議を上手くまわすにはどうしたらいいか、答えを見つけに！！
●会議の進行に役立つスキルの習得
●会議運営、合意形成のノウハウ
●会議等での自分の思いこみやミスリードについて気づく糧とするため。
●会議の円滑なやり方を教わりたかった。
●意味のある会議をするための方法。人をつなぐ。
●会議でポイントを絞って効率よく進めて、みんなが納得してもらうためにはどのような点を注意して進行していけばいいのか？そ
のポイント。
●会議がよりよい方向で進められるため、ファシリテーターとしての技術を身につけたいと思ったから。
●仕事（会議）で「もっと活発に意見が出る場にならないものか」といつも思っているので、そのヒントになあるものを見つけたい。
●現在仕事で担当している、教育、研修に役立つものがあると考えたので、思い切って応募しました。
●ファシリテーションへの理解を深めること。社内研修導入への評価。
●人のつなぎをする事の大切さ、暖かさを肌で感じ、今やっている業務を振り返る機会としたい。
●部下の意見を引き出し、会議にて共有の結論が出せるようになりたい。そのファシリテートの仕組みを体験したかった。
●自分の周りの人たちの意見が言いやすくするテクニック。その意見をみんなが納得するまとめ方。
●会議やセミナーで使える技を伝授してもらえたらと思ってやって来ました。
●ジョブカフェでキャリアカウンセラーとして働いています。セミナーの講師として、また問題解決のカウンセリングでファシリテーシ
ョンが役に立つのではないかと思い、どのようなものか知りたくて参りました。
●ボランティア団体の運営に役立つと思ったこと。抽象的な事柄を体系的にまとめる能力が身に付くと思ったこと。
●今後のまちづくりの手段として重要なワークショップに活かすため。
●仕事や普段の人間関係において役立つかと思ってきました。
●職場や家庭、友人との付き合いをより円滑にするヒントが得られれば。
●コミュニケーション手段の見直し
●コミュニケーションに役立つのではないかと思って来ました。

【他分野のＦへの関心など】
●様々な分野におけるファシリテーションについて話を聞いてみたかった。パネルディスカッションが良かった。
●様々なファシリテーションの現場の苦労話
●他の人のファシリテーションを見る。
●他分野のファシリテートの現況
●活躍されているファシリテーターの思想、哲学、考え方を聞き、意見交換をしたいと思った。別のフィールド（ビジネス・まちづく
り）ではＦがどのような役割を担っているのかを感じたかった。

【「協会」への関心・「人」への関心など】
●日本ファシリテーション協会・加留部さん・どんな人たちが来られるのかを知りたくて。
●堀さんの講演・ファシリテーションスキルの向上・人脈の拡大・F協会九州支部の雰囲気を知る
●ファシリテーション協会の取り組みを見てみたい。堀さんの講演を見てみたい。どのように活用しているのか知りたい。
●ファシリテーションはどのような位置付けなのかを知りたかったので。堀さんのお話を聞いてみたかったので。
●フォーラムの進め方・人の出会い

【自己啓発・趣味など】
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●自己啓発
●楽しみたい。一つでも気づきがあれば。
●何か一つでも自分のプラスになることを見つけたい。
●充実感・満足感・スッキリ感

【その他】
●海のものとも山のものとも、見当がつかずの状態でした。
●全く何も知らない状態でやって来た。子育て中（子供2才）でコミュニケーションがひとりよがりになっていないか確認したい。
●人の気持ちを引き出して次の力に変えていく・・・そんなものが学べるかなぁ・・・と思って。
●堀氏基調講演・第二部Ｆの現場、ファシリテーションの現場、現状、実例、最前線の話
●コーチングの延長線上の部分。昔のワークショップ（60〜70年代）の延長の部分。新しいスタイルがあるのか。
●基礎講座受講後のおさらい。会社の上司に来ていただいたので、ファシリテーションの重要性、必要性について感じて頂くこ
と。
●ファシリテーションの極意。何名の参加者があるのだろう。
●困ったちゃんのさばき方
●期待はしていませんでした。
●ファシリテーターとしてもう一度原点を知りたいと思った。
●フォーラムの成功

Ｑ２： 「ファシリテーション」をどう思いましたか？ 【自由記述】
【重要性・有用性】
●これから仕事でも必ず必要になるスキルだと思いますし、人間関係を構築する上でも大事な技術だと思いました。
●会合の参加者や目的によってファシリテートに必要なスキルは違うとは思いますが、会社のミーティング等で、あるいは研修で使
えるスキルを少し知ることができたと思います。司会者として当たり前のことだと思うことが多く含まれている概念だと思いましたが、
その重要性を再認識しました。
●これからぜひかなりの人が必要になるスキルだと思います。
●私自身聞き慣れないコトバでしたが、必要不可欠なものだと思いました。
●今後必須のスキル
●将来的にも必要なスキルと思いました
●役立つ・合意形成に効果有り・皆が知るべき
●とてもおもしろく、色々な場面で役に立つ技術であると思いました。
●使えると思った。
●その気になればどこでも活用できる
●色んな場で活用できるし、結局「人」とのやりとりであり「ツール」に頼ってはいけないという事が勉強になった。
●習得すると役に立つ
●色々な立場、役割で使える。
●非常に役立つものであると感じた。
●色々な場面で使えるやり方と思いました。向き不向きもあると思いました。
●効果的な調整スキルと思いました。
●思っていたよりもずっと自由に活用できるものだというのを確信しました。
●今の自分には必要なものです。
●確かに非常に有効的な会議になると実感した。でもファシリテーターは結構大変。
●大は小を兼ねるという時代では無くなった今、本当に必要な能力だと感じました。
●社内に全面的に導入するのに必要と確信した。
●これからのまちづくり（公私協働）における有効な考え方、手法として期待できると思いました。
●多様な立場、使い方、色々な手法があり大変活用範囲が広いと実感した。
●人と人をつなぐ、重要な役割だと思う。
●極めて広範囲でありながら、物事を「まとめる」にあたって不可欠な手法、考え方であると思った。
●ワークショップだけでなく通常行う会議にも活用ができる。
●合意形成に必要なもの。
●合意形成の手法として重要だと思う。
●様々なスキルを組み合わせた知恵袋（まさに21世紀最大の重要なスキル）
●難しいが、身に付ければ大変ためになるスキルだと思いました。信頼、聞く、etc、コミュニケーションの基本も十分におさえてい
ることに大変好感が持てました。
●必要性を認識できた。「ファシリテーターとなるためには」を念頭に置いて会議等に望みたい。
●様々な局面で使えるテクニックだと思いました。また、ファシリテーションを正しく使えば会議等ではより速く、より的確に答えが出
るものだと思いました。
●組織、地域、子育てに関わらず、色んな場合で活用できる。より楽しく、心地よい関係が築ける。
●今後必要性が高まるスキルだと思う。ぜひ自分でも取り入れたい。
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●意見の合意形成に効果的
●効率的で充実した話し合いができる進行方法だと思う。
●人とコミュニケーションを取る。（特に初めての人と）に有効な方法と技術だと思います。
●ファシリテーション技術で全ての穴は埋められないと感じた一方、様々なシーンで活用はできると思った。
●基本的なスキルについては学んだが、実感できる場がなかったので、今回のことでどういった場での活用ができるかを知れて、
ファシリテーションの活躍の場の広いことに改めて驚いた。
●ビジネスなどの会議の場で活用することを考えていましたが、コミュニケーションスキルとしても考えてみたいと改めて実感しまし
た。
●組織で「成果を出す」ために重要なスキル

【自分もやりたい、もっと知りたい、等】
●これからの活動に活用したいです。
●とても興味深く、もっともっと勉強、そして使っていきたいと思いました。
●ものすごく未来と可能性を感じます。ぜひ自分もファシリテーションできるようになりたいと思いました。
●正直、具体的にはまだよく分かりませんが、感覚的にはやってみたいと思いました。（案外好きなんじゃないかな？って思いまし
た。）
●温かいプロセス。テクニックもあるけれどもやっぱり場数が必要なのだなと感じました。これから意識して学んでいきたいと思いま
す。
●難しそうと感じましたが、どなたか言われたように、場数を踏みたいです。小学校の班別会議や学級会を思い出しました。
●役立てて行きたい。
●やってみたいと思いました。
●早く身につけたい
●人と人をつなぐ力になる・・・と思いましたが、どう活用するのかもう少し知りたいと思います。
●もっと勉強してみたいと思いました。
●すばらしい技法だと思います。今後もっと勉強して、リーダーシップのとれる人になりたいと思います。
●場づくり、意見の集約、動機付け、全て私には必要なものであり、今後もファシリテーションを勉強したい。
●さらに詳しく勉強して身に付けたい。
● 学びたい と思いました。そして、ぜひ職場で活かしたいと感じました。
●経験するためにも、まずは知識やスキルを得て、役立てたいと思います。勉強に行きたいと改めて感じました。
●私もできるかもしれない・・・？と思いました。
●思っていたより簡単というか、身近に感じました。

【難しい、等】
●一言では難しいという印象です。場面の違い。自分の意見は言わない。会議を引っぱらないなど我慢が必要だと思いました。
●うーん・・・。まだ分かりません。同専門的なのでしょうか。
●非常に参考になったが、まだ理解不十分。場数が必要と感じた。
●幅が広くあって、共通する部分の抽出と応用的な部分などのシステム開発が難しそう。個々人の体験中心になるのでしょうか？
●正直まだ十分理解できていない。
●難しい
●やはり「むずかしい」と思いました。もう少し勉強してみたい。
●難しいけど、やってみたくもあります。

【奥が深い】
●思った通り楽しい。さらに深い部分（人間関係や長いスパンでのまちづくりなど）もあると感じた。
●確実に身につけるためにもっと勉強したい。ファシリテーションは知る（学ぶ）ほどに奥が深く面白い。
●奥深い！！

【その他】
●面白い。
●大変良い。
●すばらしい手段
●勉強になりました。
●やはり「心」が第一
●ベクトルを合わせる
●前向きにヒトの気持ちを変えていくメソッドであると思った。
●いい仲間が集まる
●日常性の中でも、自然に使っている場面があることを知った。ちょっとした工夫でもっとよい場ができるのではないかと思いまし
た。
＊4＊

●日常の中に何らかの形で存在しているものであるが、それを導き出すには相当な場数を経験することが必要であると思った。
●立場的に、難しいのかと思いました。でも、自分の立場、相手の立場をよく見つめ、人を知るということなんだと思いました。
● 心 を込めて、技を使えば、何か新しい世界が広がりそうです。
●コミュニケーション、人の感情など、ファシリテーションで重要な要素が少し明確になった。
●スキルについて学ぼうと思っていましたが、それよりも「思いやる気持ち」が大切なんだなぁと感じました。
●内容はごく当たり前のことの積み重ねなのだなと。ただ、それを知って、意識しながら生活していくと、自分が変わり、周りも変わ
ってくるのかも知れないと感じた。良いですね。
●構造をつくる。ということかな？と思いました。
●特定の技術というよりは、個人がその状況の目的に添って行うものであるということ
●皆の意見を引き出し、目的・目標に向かっていくのが面白いと思いました。
●最初は当たり前のことだなあと感じて話を聞いていたが、体験しておもしろいと思った。
●人をまとめる力を持った手法である。一方、進め方を理解できない人にどう対処すべきかが疑問である。
●今回のフォーラムだけでは十分に理解できたとは言えないと思いました。会議の司会だけではないはずでは・・・と感じました。
●存在するようで存在しないもの。でも必要なもの。入り口、きっかけとしては F を技術として捉えた方が、今の時代ではおしゃれ
なのかなということかな？
●今まで、「みのもんた＝ファシリテーター」と思っていました。実際に受講して、もっと身近な存在だと思いました。まだ理解が不
足していますが、これからもっと知りたいです。
●今まで会議の効率的な進め方と思っていました。
●新しいルール（みんなが納得する）作りが興味深かった。
●屋台のワーキングで、構成自体が大ワザになっているのがおもしろかった
●パネルディスカッションに対して、もう少し話にテーマがあった方がよかったと思う。
●経験を積む度に（経験のステージに応じて）課題や疑問は変わってくるのではないかと思いました。なので、定例会のような実
践だけでなく、実際にファシリテーションをされている方のパネルディスカッションは有効だと思います。
●様々な場面で多様な方法でのファシリテーションがあるのだなぁと感心しました。また、講師のみなさんのスキルの高さがスゴ イ
と思いました。
●本当にこんなに上手くいくのか？ファシリテーションのデメリットはないのか？
●遅れてきたので、基調講演、Ｆ劇場も体験したかった。
●アイディアのファシリテーションは面白いと思ったが、人間関係のファシリテーションは怪しい。
●どう？というのは抽象的な質問で何を答えたらよいのか分かりませんが、私が触れている人間関係Ｆとその他のフィールドでは
全然違うんだなと思いました。人間関係Ｆは世の中を変える力を持っていると感じています。
●私の実践しているファシリテーションとは違うものでした。方法、コンテンツの部分が多かったので、こういうものもあるのだなぁと
感じました。
●テクニカルな部分だけでなく、沢山の方に広めることが必要だと思う。
●現在やっている仕事がファシリテーションだと思った。
●Fとして特に表現することにはまだ疑問がある。
●この質問は答えがムズカシイですね。講演を聞いて、日本に必要なのかー！！ともっとやる気出ました。
●これだ！という答えがある訳ではなく、やはり、自分でやって悩んで体験しながら見つけていくことだな〜と思いました。

Ｑ３： 本日のフォーラムをどこで（何で）知りましたか？（複数回答可）
Q3
(1)テレビ

(8)その他
●会員です
●水上氏よりの紹介
●メンバー
●ワイフ
●関西フォーラム
●定例会の時の告知で
●前回の研修で
●ＨＰを見られた方が直接
メールをくれました
●市役所内のOA掲示板
●会社よりのすすめ
●社内メール

1

(2)新聞

0

(3)雑誌

0

(4)HP/blog

20

(5)メール／メルマガ

11

(6)チラシ

5

(7)知人からの紹介

77

(8)その他

11
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Ｑ４： プログラムについて教えてください。質問の答えに○をつけてください（複数回答可）。
【１】おもしろかったプログラムはなんですか？
Q4【1】

基調講演

42

F劇場

72

パネルディスカッション

38

F屋台街

84
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70

80

90

【２】「ファシリテーション」の理解に役立ったプログラムはなんですか？
Q4【2】

基調講演

45

F劇場

62

パネルディスカッション

40

F屋台街

52
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【３】活用できそうなスキルを得たと思ったプログラムはなんですか？
Q4【3】

基調講演

17

F劇場

47
25

パネルディスカッション
F屋台街

84
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Ｑ５： 「日本ファシリテーション協会（ＦＡＪ）」を知っていましたか？
(1)知っていた

41

(2)今回知った
(3)既に入会している

61
12

Q5

11%
36%

(1)知っていた
(2)今回知った
(3)既に入会している

53%

Ｑ６： あなたの主な活動領域はどの分野ですか（ひとつお選びください）
(1)ビジネス

24

(2)行政

53

(3)まちづくり

5

(4)地域活動

3

(5)NPO・ボランティア

5

(6)教育・学術

6

(7)子育て

5

(8)自然・環境
(9)人間関係・
コミュニケーション
(10)アート・芸術

1

1

(11)その他

2

9

114
Q6

(1)ビジネス
(2)行政
(3)まちづくり

2%

1%
4%
5%

(4)地域活動

1%
8%

21%

(5)NPO・ボランティア

4%

(6)教育・学術

3%

(7)子育て

4%

47%

(8)自然・環境
(9)人間関係・コミュニケーション
(10)アート・芸術
(11)その他
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(11)その他
●医療
●ビジネスだけど
コミュニケーション

Ｑ７： 「ファシリテーション」をどの分野で活用したいですか（複数回答可）
(1)ビジネス

66

(2)行政

24

(3)まちづくり

24

(4)地域活動

29

(5)NPO・ボランティア

22

(6)教育・学術

13

(7)子育て

23

(8)自然・環境
(9)人間関係・
コミュニケーション
(10)アート・芸術

3
58
3

(11)その他

4

Q7
66

(1)ビジネス
(2)行政

24

(3)まちづくり

24
29

(4)地域活動

22

(5)NPO・ボランティア

13

(6)教育・学術

23

(7)子育て

3

(8)自然・環境

58

(9)人間関係・コミュニケーショ ン

3

(10)アート・芸術

4

(11)その他
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(11)その他
●研修
●マンション理事会
●医療
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Ｑ８： 今日一日を通じて、誰か周囲の人に、「ファシリテーション」を紹介したいと思いましたか？
(1)Yes
(2)No
無回答

101

Q8

7
6
114

6%

5%
(1)Yes
(2)No
無回答
89%

（Ｙｅｓ）なら誰に？
●上司、部下、同僚など（４１人）
●家族、友人、知人（２０人）
●地域の人たち、ボランティア仲間など（１４人）
●必要としている人、すべての人（４人）
●その他（５人。教育者、公務員、クライアント、会社の取引先の方、自分のブログで）

Ｑ９： ほかにお気づきの点が、ございましたらご意見・ご感想をお聞かせください 【自由記述】
【進行全般について】
●「フォーラム」というものの概念を覆された感じがしました。
●構成が大変良かったです。非常に参考になりました。お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。
●cafeコーナーのハーブティーとてもおいしかったです。交流会以外のフリータイムを少しとれれば、名刺交換などに良いので
は？

【基調講演について】
●基調講演の時間を一番楽しみにしていたので、1時間ぐらいは聞きたかったです。充実した一日で楽しかったです。ありがとうご
ざいました。

【Ｆ劇場について】
●F劇場のように会議での話がまとまらなかった時のファシリテーションとしての対応やケースをもっと知りたかった。参考にしたか
ったのですが・・・・。様々なケースにおいての「ファシリテーション」の在り方があまり参考にならなかった。
●劇場がフラットな場所だったため、見えにくく感じました。

【パネルディスカッションについて】
●パネルディスカッションはテーマを決めてそれについて掘り下げる形で進めてほしかった。初心者には、どのテーマも完結しな
い感がぬぐえず、理解が深まらなかったため。
●パネルディスカッションの声がもう少し大きいとより聞きやすく、納得しやすかったです。
●パネルディスカッションはいまいちでした。
●パネルディスカッションに期待していたのでが、お声が聞き取りづらいところもあり、少し集中力がとぎれてしまいました。もったい
ないことをしました。本日はありがとうございました。
●立場の違う人が話をするパネルディスカッションは面白かった。

【屋台について】
●WS（屋台）の位置付けがよく分からなかったが、ファシリテーションの経験にはなったことが、終わってから分かった。
●屋台の中身が少し違っていたが、楽しかった。
●他の屋台ものぞいていきたかったです。時間的なものがあると思いますが、2〜3個廻れたら良かったです。
●一つの会場で7つの分科会を開催されたので周りがやかましいので、ファシリテーターが言っていることが良く聞こえなかった。
分科会は別々の会場にしてほしい。
●予算もあるかとは思いますが、屋台は小部屋（別々の）がいいですね。声が聞こえないときもありました。
●屋台はとても良かったので、次回2部屋を使って頂きたい。（今回は少しうるさかったので）
●屋台の30分はつらいですね。テーマを持つ場合、アイディアの発散まででOKとして、進めるのも一つの方法かと思います。
●屋台の時間はもっとあっても良かった。
●本日はおめでとうございました。ワークショップはもうちょっと時間があっても良いかな。
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●最後のグループによる活動は良かった。
●ファシリテーション屋台街は詰め込みすぎではないかと感じました。早すぎて何が何だか分かりませんでした。最後に全員で言
葉を作ったということになりましたが、スピードについていけず、途中で意識が飛んでいました。そのために最後の言葉には共感
を持てませんでした。それと、参加した人々との共感を持つまでには至りませんでした。
●プランニング屋台がとても参考になりました。
●パネルディスカッションの時、パネラーの方の声が聞こえづらく残念でした。もっと音量を大きくしてほしかったです。

【その他】
●とっても、心暖まる時間となりました。もっともっと皆で輝ける空間を作っていきます。ありがとうございました。
●ぜひ続けてフォーラムを開催してください。また参加します。楽しみにしています。
●とても楽しい会でした。また参加したいと思います。ありがとうございました。
●良かったです。
●とても有意義でした。又、参加したいと思います。
●今日は楽しいひとときが過ごせました。これから日々の生活に活かしたいと思います。ありがとうございました。
●機会があれば研修会等にも参加させていただきたいと思います。
●ファシリテーションを体感できて、学びの多い有意義な時間でした。一歩でも前に進んで行きます。
●ありがとうございました。相手あるコミュニケーションだけでなく、自分の頭の中もファシリテーションすることでスッキリ目標達成で
きるのかなと感じています。
●とても楽しい会でした。気づきがたくさんありました。
●もっともっと体験したいと思う。
●ファシリテーションはどこでもいつでも使えますね。今日は有意義な時を過ごさせていただきました。ありがとうございました。
●今後も参加したいと思います。
●今日はありがとうございました。
●具体的手法をもっと知りたい。
●ありがとうございました。大変勉強になりました。
●本日は本当にありがとうございました。
●ありがとうございました。
●勉強になりました。ありがとうございました。
●楽しく、リラックスした中でできました。もっと時間がほしかったです。みなさんと知り合いたかったです。自分自身へのテーマも見
つけ、明日から続けていきたいと思います。最後になりましたが、店主の「ありがとうございます」の言葉と笑顔、私も心がけようと
改めて思いました。 ありがとうございました。
●もっと勉強して、活用していきたいと思っています。
●毎年開催してください。
●とても楽しく参加させて頂きました。地域、仲間、家庭でのヒントをたくさん見つけたような気分です。
●関西フォーラム同様にためになりました。
●お疲れさまでした。もっと深く・・・と思いました。
●色々な人の話が聞けて楽しかったです。ありがとうございました。
●多くの人々の参加と熱心な様子に大変驚きました。楽しく思いました。ありがとうございました。
●とても分かりやすく、私の実体験に活用していきたいと思いました。
●よい企画をありがとうございました。
●もっとよく勉強をして役立てたいと思う。今後の必要性を感じた。
●とても勉強になりました。
●スタッフの皆様、ありがとうございました。
●参加を迷ったけど、勇気を持って一歩踏み出して良かったです。ありがとうございました。
●熊本から来ました。熊本でもこのようなフォーラムが開催されることを期待します。今日はどうもありがとうございました。
●おもしろそうだけど、紹介したい！とまでは感じていない。今日はサワリだけって感じかな・・・。定例会など参加してもう少し知り
たいと思っている。今日はありがとうございました。
●大学生の子供が最近コミュニケーションについてよく聞いてきます。学生にも案内等があって、参加しやすい場となればと思い
ます。
●2500円はお買い得でした。ありがとうございました。
●今後も様々な分野にアピールしてほしい。
●普及していくことを期待しています。
●来期（2004/4〜）よりファシリテーションの社内研修を予定していますので、講師の紹介をお願いします。
●研修など講師派遣がありましたら案内してほしい。（パンフレットを置く）スタッフのみなさん大変ありがとうございました。勉強にな
りました。
■
■

実施日：2005.11.12（土）
配布数：138/回答数：114/回収率：82.6％
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