
15年間のワークショップ体験から感じた
対面とリモートの違い

～リモートワークショップで触発は起こせるか？～

WAKUTOKI（NPO申請中）
代表 相内 洋輔



1985年 仙台で生まれる。夢はお花屋さん

2002年 17歳でワークショップにハマる

2008年 ㈱リクルート入社

2013年 東日本大震災復興支援財団へ転職

2016年 ソフトバンク㈱へ兼務出向

2018年 地元仙台で独立(フリーランス)

2019年 ワークショップ41回開催

2020年 ワークショップ70回を目標に！

相内 洋輔(Ainai Yosuke)

ワークショップデザイナー / コーチ



■WAKUTOKI(NPO申請中)
代表

■㈱フューチャーセッションズ
ソーシャルビジネスプロデューサー

■Slow Innovation㈱
ワークショップデザイナー

■㈱Pallet 
ワークショップデザイナー / コーチ

■LEGO®️SERIOUS PLAY®️メソッドと
教材活用トレーニング修了認定ファシリテータ

■青山学院大学ワークショップデザイナー育成
プログラム修了

など

肩書や資格等



ワークショップに取り組む意図



自己理解
組織開発

市民協働
イノベーション

現在扱っているワークショップの領域と割合



NO. タイトル カテゴリ 関り方 使用ツール

1 マイプロジェクトSTART UP CAMP東北 Day1 自己理解 主催 Zoom＋Slack

2 マイプロジェクトSTART UP CAMP東北 Day2 自己理解 主催 Zoom＋Slack

3 マイプロジェクトSTART UP CAMP東北 Day3 自己理解 主催 Zoom＋Slack

4 宮古市大人のマイプロジェクトDay3 自己理解 主催 Zoom

5 あなたの時間はいま何時？ 自己理解 主催 Zoom＋Googleスライド

6 あなたの時間はいま何時？ ~教職員Ver~ 自己理解 主催 Zoom＋Googleスライド

7 オンラインワークショップはどこまで可能か アイディア創発 主催 Zoom

8 オンラインワークショップはどこまで可能か2 自己理解 主催 SpatialChat

9 『恋路・転落・志』 セミナー 主催 SpatialChat＋質問箱

10 東北の高校生＆大学生集まれ～！ 自己理解 主催 Zoom

11 東北学院大学キャリアセミナー キャリア講和 スピーカー Zoom

12 企業研修 組織開発 主催 Zoom

13 LEGO®️SERIOUS PLAY®️飲み会(趣味) - - Zoom

14
藤崎町 未来志向の地域デザインプロジェクト

2020キックオフセッション
チーム形成

テクニカル
サポート

Zoom＋Mural

2020年4月からのリモートワークショップ・イベント実績



実施イメージ

Zoomでのワークショップ スぺチャを使ったオンライン対話 スぺチャでの自己紹介コーナー

Googleスライドの同時更新手持ちホワイトボードでの指示Web仕様のグラウンドルール



今日はリモートワークショップの運営を重ねて

「ぼくの意識がどう変わったか」

を中心にお話しさせていただきます



ファシリテーション

運営体制

ワークショップ設計

触発の起こし方

1. 円滑なリモートワークショップ運営に向けて意識を変えたこと

ⅰ バラエティーの司会者 から ラジオのパーソナリティへ

ⅱ スタープレイヤーの大活躍 から ONE TEAMでの協働 へ

ⅲ 足場をかけるお手伝い から 灯台の設置 へ

ⅳ 存在による触発 から キラーワードによる触発 へ



ⅰ バラエティーの司会者 から ラジオのパーソナリティ へ



全員の表情や仕草が
読み取れる

反応や進捗を見ながら
トーンやテンポを

調整できる

対面でのファシリテーション



参加者の反応がまるで分からない…！

画面OFFの人もいるし、25名までしか一画面に映らない

リモートワークショップのファシリテーションで起こること



①確認の増加 ②テンポの悪化 ③参加意欲の低下

ワークの流れが
ぶつ切りに

参加者の没入感
が削がれる

理解度の確認を
たびたび実施

結果



参加者に話しを振って
場の空気を作ったり

場を盛り上げたりする

自分のリズムで話し続けながら
出来る範囲で参加者と交流する

バラエティー番組の司会からラジオのパーソナリティへ



ⅱ スタープレイヤーの大活躍 から ONE TEAMでの協働 へ



参加者100人程度までは
ファシリテーター1人

でもなんとかなる

対面でワークショップを実施する場合



Zoomに入れません…

音が聞こえません…

声が出ません…

落ちてしまいました…

途中から参加しました…

1人じゃゼッタイ対応できない！

リモートワークショップ中に必ず起こること



オンラインでは複数の声
が聞こえるほうが参加者の

集中力が高まる

あるいはリラックスできる

リモートワークショップを実施しての肌感覚



主に1人でなんでもやる
ファシリ、チャット対応、Zoom操作など

完全分業にはせず役割を横断的に担当

スタープレイヤーの大活躍からONE TEAMでの協働へ



ⅲ 足場をかけるお手伝い から 灯台の設置 へ



一人ひとりに丁寧に介入

間違っていたら修正

悩んでいたら助言を

早く終わったら先へ

必要に応じて内容変更

対面でワークショップを実施する時に大切にしていること



ひとりでできる領域

支援者がいればできる領域

できない領域
足場かけ

ヴィゴツキー 発達の最近接領域



個々人がどんな状況か分からないから
介入しようがない…！

リモートワークショップ 個人作業中のPC画面(イメージ)



にもかかわらず、リモートワークショップでは迷子が生まれやすい！

・得られる情報が限定的(視覚と聴覚)

・集中力が切れやすい(家族や携帯)

・他の人の様子を見ることができない

・質問しづらい空気感



明確な行き先を示して
辿り着き方やスピードは各自に委ねる

足場をかけるお手伝いから灯台の設置へ

参加者の状況をつぶさに観察して
それぞれの進捗に合った介入を行う



参考：視覚的に確認可能なフレームを提示し迷子を予防

Googleスライドでワークシートを共有 スぺチャの空間にテーマとエリアを明示



ⅳ 存在による触発 から キラーワードによる触発 へ



ワークショップで意識している『互恵的』な関係

自分の気づきを共有することで

お互いに触発が生まれ合う場



①安心安全な空間 ②パラダイムシフト ③気づきの共有

自明性に気づき
新たな思考や行動を

気づきや学びを
全体で共有しあう

自分を持ち出せる
空間の形成

触発を生むワークショップを実施するために基本としているステップ



対面でのワークショップにおいて触発が生まれる時

躍動感やクリアさ

緊張感や重々しさ

溢れる喜び

不意に流れた涙

オンラインでも伝わらないことはないけど、どうしても薄まる



リモートでのワークショップにおいて触発が生まれる時

みんなが納得する

キラーワードの誕生

議論を包括するキャッチコピー、新しく魅力的な概念など



感じたことを『言葉に戻す』時間を意図的にデザインする

・今日の体験をひとことで表現してみる

・キャッチコピー風にしてみる

・擬音語や擬態語にしてみる

・五七五で現してみる

・抽象度を高めてみる

・具体度を高めてみる など



セッションの成果を現わす
象徴的な言葉から触発が生まれる

存在による触発からキラーワードによる触発へ

参加者が自分のピュアな気持ちを持ち出すこと
を通じてお互いの心が動き触発が生まれる



まとめとこれから



リモートワークショップに参加してくれた人たちの声

■誰にも邪魔されず内省に集中できた

■対面よりも参加の心理的ハードルが低い

■アイスブレイクで体を動かしたりさせられないのがイイ

■初対面の人と気軽に話すことができた

■リアルな場ではなかなか言えないことが言えた

■移動時間が無いから前後の予定がギリギリでも参加できる

■全国の人と同じ空間で過ごせるのが嬉しい



リモートワークショップの特長

参加ハードルが低い

最初から一定の安心感

参加者の意欲が高い



リモートワークショップは大変だけど

参加者の貴重な自己内省の機会となっているし

充分に相互の触発を起こせる！



大きなパラダイムシフト！

家にいながら良質な自己内省が生まれる場

にアクセスできるのは全人類にとって大チャンス！



Workshop from Home！

今後への意気込み

が当たり前の世界をつくる



NO. タイトル カテゴリ 関り方 使用ツール

1 マイプロジェクトSTART UP CAMP東北 Day1 自己理解 主催 Zoom＋Slack

2 マイプロジェクトSTART UP CAMP東北 Day2 自己理解 主催 Zoom＋Slack

3 マイプロジェクトSTART UP CAMP東北 Day3 自己理解 主催 Zoom＋Slack

4 宮古市大人のマイプロジェクトDay3 自己理解 主催 Zoom

5 あなたの時間はいま何時？ 自己理解 主催 Zoom＋Googleスライド

6 あなたの時間はいま何時？ ~教職員Ver~ 自己理解 主催 Zoom＋Googleスライド

7 オンラインワークショップはどこまで可能か アイディア創発 主催 Zoom

8 オンラインワークショップはどこまで可能か2 自己理解 主催 SpatialChat

9 『恋路・転落・志』 セミナー 主催 SpatialChat＋質問箱

10 東北の高校生＆大学生集まれ～！ 自己理解 主催 Zoom

HPに実施レポートをUPしていますのでご参照ください



ワークショップで人生を自分らしく！ http://workshop-design44.com/

http://workshop-design44.com/


ご静聴ありがとうございました！


