第 1２回 ソリューションランド
星生まるる佐賀から解決維新！
１日目 ９月１５日 土曜日 13:00～17:30 会場 佐賀市 アバンセ 第１研修室
12:30～

受

付

13:00～13:10

オリエンテリング&ウエルカムスピーチ

スパークリング・モーメント

ソリューションランド 竹之内

「We Are The Evidence」

13:20～15:00

佐賀星生学園の生徒さん

15:00～15:20

休

憩

「佐賀星生学園の目指すもの 解決志向アプローチをどう活かすか」

15:20～16:40

加藤 雅世子さん（佐賀星生学園校長）

16:40～17:00

佐賀星生学園に移動

17:00～17:30

「佐賀星生学園」 見学

17:45 星生学園から懇親会会場までバスで移動

18:00～20:00

懇親会 ～ 佐賀の夜 ～

会場

２日目

９月１６日 日曜日 9:45～16:30

会場 佐賀市 アバンセ 第１研修室

9:30～

受
会場

付

第１研修室 A

第１研修室 B

9:45～11:45

「 “解決志向のクラスづくり”

セッション１

ワイガヤ（賑やか）発表会！」

「職場の笑顔と成果を増やす
肯定型コミュニケーション」
青木安輝さん

黒沢幸子さん（目白大学）

ランチタイム

11:45～13 :00

13:00～14:45

（株式会社ソリューションフォーカス）

「けいこせんせいの WOWW ！」

「SFBT と葛飾北斎

大西惠子さん

北斎を参考に focus について考える」

セッション 2

四国 SFA 研究会 WOWW コーチ・精神保健福祉士

休

14:45～15:00

三島 徳雄さん (福岡聖恵病院)

憩

全体シェアリングとフィナーレ 長田 清さん (長田クリニック)

15:00～16:30

次回大会のご案内

<参加費> 1 日目 2,000 円

2 日目 5,000 円

※社会人でない学生は 1 日目 1,000 円

懇親会 5,000 円
2 日目 2,500 円

参加お申し込みは、ソリューションランドの HP でお願い致します。
http://www.solutionland.com

懇親会 5,000 円

各セッションの概要
１日目
「Ｗｅ Ａｒｅ Ｔｈｅ Ｅｖｉｄｅｎｃｅ」

９月１５日 土曜日 13:00～17:30
の生徒さん

佐賀星生学園の生徒さんたちが企画出演した、様々なプログラムをお楽しみください。
「佐賀星生学園の目指すもの 解決志向アプローチをどう活かすか」

加藤 雅世子さん

佐賀星生学園校長の加藤雅世子さんが学園に目指すもの。 解決志向アプローチをどう活かしているかに
ついてご紹介します。
「佐賀星生学園」 見学
実際に学園の中の様子をご覧ください。

２日目 ９月１６日 日曜日 ９:４５～１６:３０
9:45～11:45 セッション１
第１研修室 A
「ワイガヤ（賑やか）発表会！」
黒沢幸子さん（目白大学 教授）

「解決志向のクラスづくり」は、クラスの子ども達のできていることに注目し、最高のクラスの姿を皆で考え、クラスのス
ケーリングを楽しく行うことで、子ども達の輝く笑顔とともに素敵なクラスを皆で実現していくプログラムです。各地で
実践されている先生方に、その取り組みを本音で紹介していただく、実践持ち寄り会です。実際にどんなふうにやっ
ているの？ 何が良いの？ 工夫は？ 苦労は？ 成果は？
参加者の皆様とともに、ワイワイガヤガヤ、質疑応答や意見交換をして、明日からの解決志向の学校実践のさら
なる一歩に繋がればと思います。黒沢からは、少しだけ、効果研究などをお伝えします。
実践持ち寄り隊員（予定）：丹治静子さん、笹原英子さん、廣瀬広美さん、鶴田芳映さん
ワイガヤ推進隊員：加藤雅世子さん（かき混ぜ役）、黒沢幸子（火付け役／進行役） 他
ワイガヤ一般隊員：会場の参加者の皆様

第１研修室 B
「職場の笑顔と成果を増やす肯定型コミュニケーション」
青木安輝さん (株式会社代表取締役 ソリューショニスト＆“場”デザイナー)
今回竹之内さんから「行政組織に招かれて或いは招かれずに外から解決志向で風土改革に入る時の
方法について」のお話をとリクエストをいただきました。2007 年に初めて東京都の「特別区職員研修所
（23 区の区役所職員向け研修所）」で「ソリューションフォーカス（SF）研修」を実施して以来、11 年以上
に渡って全国各地の職員研修所や自治体で研修をさせていただき、職員の皆様が SF を活用するのを
支援してきました。研修参加後に職員の皆さんが SF 自主研究会を立ち上げることもあり、それらの応援
もしてきました。「風土改革」と言えるまでの動きになっているかはわかりませんが、小さな一歩を踏み出して
いることは確実なので、何かお話できることがあるかと思い、今回の講演をお引き受けいたしました。
滋賀県の JIAM（全国市町村国際文化研修所）では 2008 年以来、初回研修のあと一か月の実践期
間を設けて、その後にフォローアップ研修で成果確認をするという形式での実践的ソリューションフォーカス
研修が 11 年間継続開催されています。JIAM 機関誌で「組織風土のイノベーション」という特集記事にも
なりました。参加された皆さんの生の声も収録されていますので、どうぞご覧ください。→
https://www.jiam.jp/journal/vol76-385.html
この研修は現在「職場の笑顔と成果を増やす肯定型コミュニケーション」という名称になっていますが、
この「職場の笑顔と成果を増やす」というフレーズは参加された職員の皆さんの声で変更されたものです。
以前「組織風土のイノベーション」というタイトルだった時は、それを見て難しい研修と思った方が多かった
ようです。ところが、実際に参加してみると もっと身近でとっつきやすいものなので、名称変更した方が良い
という声が寄せられました。オンラインでアンケートを実施したところ、「笑顔になれる」ということと「実際に
変化が起きる（成果）」という２点の回答が多く、それらを採用しました。現在自治体向けの研修では
可能な限りこのフレーズを挿入したタイトルを使っています。
SF が組織に導入されると「活発なコミュニケーション」「創造性」「自発性」が生まれるとレクチャーしていま
すが、SF 研修を受けた自治体職員の皆さんが「LG-SOL の会」や「上を向いて歩く自治体ソリューショ
ニストの会」等の SF 自主研究会を発足させ継続していることは、それがある程度実際に証明されている
事例だと捉えています。
私がこの１０年余りで自治体職員向けに実施してきたソリューションフォーカス・プログラムの概要や重要な
ポイントと思われることを皆さんと共有したいと思います。

13:00～14:45 セッション 2
第１研修室 A
WOWW って なあに？「 けいこせんせいの WOWW ！」
大西惠子さん 四国 SFA 研究会 WOWW コーチ・精神保健福祉士
☆ 2008 年に WOWW の実践を始めて以来、これまでの 10 年間をふり返って、 分かったこと、起こったこと等、
WOWW 効果のいろいろをお伝えします。
実践スタートまでの助走から始まった、先生方との関係作り。
これって WOWW の効果？と思った、ある日の子どもたちの反応や変化。
先生方は、授業の進行や学校行事を、解決志向で取り組み始めました。
WOWW によって、学校にさまざまな展開や連携が生まれました。
教室にも、職員室にも、学校にみんなの笑顔があふれています。
☆ コンプリメントが WOWW のかなめ！
コンプリメントの威力はすごい。
☆「担任 WOWW のシンプル実践」もご紹介します。
担任ならではの WOWW の醍醐味を味わえるチャンスです！
☆佐賀ランドでお会いしましょう！

第１研修室 B
「SFBT と葛飾北斎

北斎を参考に focus について考える」

三島 徳雄さん (福岡聖恵病院)
皆さんは focus という言葉をどんなふうに捉えているでしょうか。わが国では solution-focused approach という表現
が「解決志向アプローチ」と訳されて以来、focus という言葉は注目されなくなりました。focus を「焦点（化）」と訳す
と日本語になじみにくいのは、私自身感じていますが、この focus という言葉は非常に重要な意味を持っていると、
私はずっと考えてきました。この言葉についてもっと考えてみたいと思ったときに、偶然にも葛飾北斎のドキュメンタリ
ーと出会いました。それを観て、北斎の偉大さを十分に理解していなかった自分の知識の浅さを恥じましたが、同
時に北斎が残した様々な版画や絵画が focus を考える上で重要なヒントを与えてくれることにも気づきました。
ワークショップでは、このような視点から自由に意見を出し合って、focus について考えたいと思います。また、ここで
の議論を参考にして、今年の米国での集まり（SFBTA2018）でも発表して来たいと思っています。皆さんが貢献し
ていただいた意見が、私たちの発表に反映されます。皆さんもご自分の意見を通して、米国の人たちとの議論に参
加しませんか。

15:00～16:30
全体シェアリングとフィナーレ 長田 清さん (長田クリニック)

ソリューションランドの会場
アバンセ
佐賀県立男女共同参画センター・佐賀県立生涯学習センター
〒840-0815 佐賀県佐賀市天神三丁目 2-11(どんどんどんの森内)
TEL：0952-26-0011 FAX：0952-25-5591

星生学園

アバンセへのアクセス方法
1.JR 佐賀駅から徒歩で 10 分
JR 佐賀駅の南口から「西友」に沿って 200 メートルほど進み「駅前交番西」交差点を右折、そのまま 400 メートルほど進
み「神野東一丁目」（国道 264 号線が交差）付近で左前方にアバンセ（薄いピンク色の 4 階建）が見えます。
2.3.佐賀大和インターチェンジから車で
国道 263 号線を佐賀市街方面へ 5 キロほど進み「国立病院前」交差点（右手に佐賀県総合グラウンド、国道 34 号線
との立体交差）を通過、直後の「機動隊前」交差点を右カーブして道なりに進み、1 キロ先の JR 長崎本線の高架を通
過、200 メーター先の「神野東一丁目」交差点を右折し一方通行の標識に従って、「どんどんどんの森」周回道路に入る
とアバンセ（薄いピンク色の 4 階建）が見えます。
※駐車場に限りがありますので、できるだけ公共の交通機関をご利用ください。

懇親会 ～ 佐賀の夜 ～

のご案内

日時 ９月１５日 土曜日 18:00～20:00

ソリューションランドでは毎回、とっても “楽しい” 懇親会を開催しています。いつもの自分の殻から
一歩飛び出して、自然と笑顔になり、自分の中にエネルギーが満ちてくる、そんな、手作りの会です。
一説によれば ‘大人の学芸会’ だとか・・・。
懇親会が楽しみでやって来る人もいます。講師も参加者もみんな自由に打ち解け合える会を目指し
ています。あの講師が、あの参加者が。昼間とはまた違った一面をのぞかせてくれます。

会場

パーティールームレント

佐賀県佐賀市中央本町 3-18 アルファー318 ビル 3F
0952-24-1700
会費 ５，０００円
※佐賀星生学園からお店のバスで移動となります。

