
ワールドカフェ進行表 Ver.1.0 20110710

ID 開始からの
累計時間

所要時間
【分】

項目 進行役のセリフ 進行上のポイント 映し出すスライドの名前
（別資料の右下に対応）

1 0:00 0:03 頭だし ・それではこれから、「ワールド・カフェ」という方法を使って、話し合いをしていきたいと
思います。

・「ワールド・カフェ」に参加したことがある、という方はどのくらいいらっしゃいますか？

（会場の返答を確認する）

・ありがとうございます。今日は大体、「○○割」位の方が、ワールド・カフェを経験され
たことがあるんですね。

・では、そういった方々にはひょっとしたらおさらいになるかもしれませんが、まず 初
に、このワールド・カフェという話し合いの方法について、簡単にご説明したいな、と思
います。

・それから、以前ご経験されたものと、ひょっとしたら進め方などが少し違う場合もある
かもしれませんが、今回はぜひ、今からご紹介する方法をお試しいただければな、と思
います。

・以前に参加したワールド・カフェが、必ずしも良いものでな
かったり、運営側の問題で、ポイントを外したワールド・カフェ
だったりする場合があります。そこで、「参加したことがある」と
いう人たちにも、もう一度まっさらな気持ちで、今回の進行方
法を守ってもらうために、このように「おさらい」という形で、進
め方を聞いてもらいます。

頭だし

2 0:03 0:02 ワールド・カフェの
コンセプト説明

ワールド・カフェという方法ですが、

【スライド読み上げ】
会議室で日々繰り返される機能的な会議よりも、「カフェ」で行なうような、オープンで自
由な会話を通してこそ、活き活きとした意見の交換や、新たな発想の誕生が期待でき
る、という考え方に基づいた話し合いの手法
【スライド読み上げここまで】

みなさん、実際にご経験になられたことがあるかと思いますが、会議室で話している
と、話が煮詰まったり、ぐるぐると堂々巡りの話になったり、いいアイデアがでてこな
かったりと。

ですが、ふとタバコを吸いにいったりですとか、ちょっとそのあたりのスターバックスに
コーヒーを飲みに行こうと、そんな感じで雑談風にしていると、意外とそっちのほうがお
もしろかったり、あるいは話しているうちに新しいアイデアがわいてきたりと、そんなこと
がよくあるんじゃないでしょうか？

だったら、そういうカフェのような状況を作り出して、もっと自由な発想をお互いに交換し
あって、自由な発想ができる、そんな話し合いをしましょう、と。
つまり、カフェのような話し合いのできるような場をつくりましょう、というのがこのワール
ド・カフェの、基本的な考え方です。

・ワールド・カフェの根幹にある「カフェにいるときに自由な発
想が拡がる」ということの説明となりますので、「借りてきたセ
リフを読み上げている」と感じられたり、ちょっとちゃかされたり
して「なんか小難しいですよね？」などと迎合してはいけませ
ん。

・この部分の説明でぶれることがないと、参加者からの信頼を
得られますし、ここで茶化したり、逃げたりしてしまうと、この
後の進行が台無しになってしまいます。

・練習をする際には、開始直後からここまでの説明のところま
でを、特に何度もしっかりと行なってください。この説明がしっ
かりでき、信頼感を得ることができれば、この後の進行が、飛
躍的にスムーズにできるようになります。

ワールド・カフェのコンセプ
ト説明
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3 0:05 0:02 ワールド・カフェの
仕掛け「他花受粉」
についての説明

それから、ワールド・カフェの大切な要素として、他花受粉という考え方があります。

このスライドにありますように、

【スライド読み上げ】
ミツバチによる「他花受粉」というのがありますが、ミツバチは、
　・花から花へ、花粉を体につけて飛び回る
　・花粉は、どんどん拡がっていく
　・異なる遺伝子が出会い、新たな種が生まれる
【スライド読み上げここまで】

そういった概念が、このワールド・カフェには入っていまして、

【スライド読み上げ】
自分が 初に話したテーブルでのアイデアが、 この「他花受粉」のように、どんどん他
の テーブルへと拡がり、交わり、新たな発想が 生み出される
【スライド読み上げここまで】

こんな仕組みが、ワールド・カフェには含まれて居ます。

こんなことも頭に置きながら、どんな風に進めるか、説明したいと思います。

・「ワールド・カフェのコンセプト説明」と同様に、ぶれることな
く、堂堂と説明してください。

ワールド・カフェの仕掛け
「他花受粉」についての説
明

2 ページ



ワールドカフェ進行表 Ver.1.0 20110710

ID 開始からの
累計時間

所要時間
【分】

項目 進行役のセリフ 進行上のポイント 映し出すスライドの名前
（別資料の右下に対応）

4 0:07 0:02 ワールド・カフェの
進め方

まず、ワールド・カフェがどんな風に進むかの概要ですが、
１つ目
【”カフェスタイルのテーブルに4人で座る”という項目をレーザポインタなどで指しなが
ら】
ここに、カフェスタイルのテーブル、というものがありますよね。
ここにですね、みなさんに基本的に、４人で座ってもらいます。
４人というのは素晴らしい数でして、４人より少なくなってしまうと、例えば３人、２人とな
ると、しゃべる時間が長くなりすぎて、お互いに十分に相手の話を聞くことに集中するの
が難しくなっていくと。
今度は、５人・６人となってしまうと、お互いにしゃべる機会が少なくなってしまって、どう
しても聞き手に回ることが多くなり、十分に自分の考えをいえなくなってしまうと。
これが、４人で話し合いをすると、 も「話す時間」と「聞く時間」のバランスがいいと、言
われています。

２つ目
【”20分～30分の会話を３ラウンド行い、 各ラウンドでメンバーを入れ替える”という項
目をレーザポインタなどで指しながら】
１つあたり大体２０－３０分の会話を行ないます。これをワンラウンドと呼びます。このラ
ウンドを、今回は３回、行ないます。
各ラウンドを経るごとに、メンバーを入れ替えさせていただきます。

３つ目
【”テーブルの上に拡げてある模造紙に、自由に 書き込みをします”という項目をレー
ザポインタなどで指しながら】
テーブルの上に模造紙が拡げてありますよね。
この模造紙の中に、自由に書き込みをしてOKです。残った書き込みは、次にそこに
座った人たちのアイデアの刺激になったりもします。

・この直後に、それぞれの進め方については細かい説明をし
ますので、ここでは説明が細かくなりすぎないように注意し
て、あくまで「要はどんな風に進むんだっけ？」ということが、
大まかに参加者にイメージできるようにすることが大切です。

・参加者や、状況によっては「人数を合わせるために、５人
テーブルを２つ」という風になることなどがよくありますが、極
力、本当に極力、４人を死守してください。話し合いの成否の
５０％は、人数で決まります。４人＞＞＞３人＞５人というイ
メージです。

ワールド・カフェの進め方

5 0:09 0:02 進め方詳細：
ラウンド１

そうしましたら、細かい進め方を確認したいと思います。

１つ目のラウンド、テーマを探求するということで、

【スライドの読み上げ】
■各テーブルの中で、テーマについて自由に話し合いを行い、探求をします
■気づいたこと、発見したことなどを、自由に敷いてある模造紙に落書きOK
【スライドの読み上げ　ここまで】

２０－３０分しましたら、ラウンド２に映ります

進め方詳細：ラウンド１
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6 0:11 0:02 進め方詳細：
ラウンド２

２つ目のラウンド

【読み上げ】
■「ホスト」をテーブルに残して、他の人は、自分が興味のある他のテーブルに移動し
ます
【読み上げここまで】

この図（４色に色分けされた図）にありますように、元いたテーブルには、お一方だけホ
ストということで、テーブルに残っていただきます。
それ以外のお３方については、自分が興味のある他のテーブルに移動してください。
模造紙がありますよね。その模造紙にいろんなことが書いてあったり、あるいはその
テーブルにどんな人がいたかと、そんなところを見ていくと、ご自分の興味のあるテーブ
ルが見つかってくるんじゃないかと、こういう風に思います。

【読み上げ】
■「ホスト」は、ラウンド１でどんな話があったかを、そのテーブルに来てくれた人と共有
し、それを聞いた方も意見を述べて、探求を深めます
【読み上げここまで】

これもまた２０－３０分やります

・この説明の際に、口頭で説明しないですが、前提として、「ホ
ストは 初から決めておくことはせず、ラウンド１が終わった時
点で決める」「ホストは書記ではなく、あくまで話し合いの結果
として、誰に残ってもらったほうがいいかを後で決める」としま
す。
・これは、カフェで楽しんで会話をするときに、 初から書記な
んて決めておかないし、書記みたいなことをやってたら、会話
を楽しめないよね、ということが理由です。
・また、敢えて説明をしないのは、これを口頭で説明すると、
説明量が多くなりすぎ、分かりづらくなってしまうためです。

進め方詳細：ラウンド２

7 0:13 0:02 進め方詳細：
ラウンド３

今度はラウンド３ということで、この話し合い(＝ラウンド２のこと）が終わったら、皆さ
ん、元いたテーブルに戻っていってください。

この、元いたテーブルに戻って、ラウンド２のところで、いろんなテーブルにちらばってま
すよね。
これはイメージで言うと、みつばちがいろんなところに飛んできて、情報をあつめてきた
と。
これがまた、自分の巣に、色んな要素を持ち込んで、もどってくる、というイメージです
ね。

ここでさらに、どんな話があったかというのを踏まえて、元居たメンバー４人で、さらに話
し合いをしていただければなと思います。

以上が、このワールド・カフェの進め方になってくるんですが、何かここまででご不明な
点はありますでしょうか？
（質疑応答後に）
また、進行中に分からなくなったら、私を含めてスタッフにお気軽にお尋ねください。

そうしたら、早速中身に入っていきたいと思います。

・ここでよくある勘違いに、３ラウンド目はまた別のところにさら
に散っていく、というものがあります。あるいは、１ラウンド目が
始まるもっと前の席に戻ってしまうと勘違いすることもあるの
で、「１ラウンド目に座っていたテーブル」に戻ることを、明確に
してください。

・「以上が、このワールド・カフェの進め方になってくるんです
が、何かここまででご不明な点はありますでしょうか？」という
問いかけは、極めて大切です。ここで「とりあえず次に進めた
い、質問くるなよ・・・」という心持にならず、じっくりと待ちましょ
う。
その上で、「進行中に分からなくなったら、私まで聞いてくださ
い」という風に伝えることで、進行への不安をケアします。

進め方詳細：ラウンド３

8 0:15 0:02 初の席への移動
インストラクション

まずラウンド１、テーマの探求へというところから始めたいのですが、みなさん、今お座
りのところから、一旦お立ちいただけますでしょうか？折角の機会ですので、なるべくで
すね、それぞれのテーブルに、お互いに話したことのない方、あるいは自分とタイプが
違うなあ、というような方同士で、座っていただければな、と思います。

それでは、移動をお願いします

・セミナーやカンファレンスなどの場合、知り合い同士で来て
いて、同じテーブルに元々座っている場合が多いため、必ず
この方法で着席場所を変えてもらい、フレッシュな状況で話し
合いを始めてもらえるようにします。

・社内や、チーム内でのワールド・カフェの場合、「全く話をし
たことのない」ことはないかと思いますので、そうした場合に
は「普段あまり話さない人同士になるようにしてみてください」
などとします。

初の席への移動

4 ページ



ワールドカフェ進行表 Ver.1.0 20110710

ID 開始からの
累計時間

所要時間
【分】

項目 進行役のセリフ 進行上のポイント 映し出すスライドの名前
（別資料の右下に対応）

9 0:17 0:05 初の席への移動 （参加者は、席を移動） ・この移動時に、人数が４人にならないケースがいくつか発生
しますが、その場合は、極力こちらが介入をして、なるべく、な
るべく４人になるようにします。それくらい、「４人」というところ
に、こだわりを持ってください。

・少人数で開催する場合ですが、下記のような人数がお勧め
です。７人以下の場合は、あまり関係ない人でも構わないの
で、誰かを巻き込んで８人以上になるようにします：

８人⇒４人＋４人(ラウンド２では２人を交換）
９人⇒４人＋５人（ラウンド２では２人を交換）
１０人⇒４人＋３人＋３人（ラウンド２では２人をそれぞれ交
換）
１１人⇒４人＋４人＋３人（ラウンド２では２人をそれぞれ交
換）

・ここは、 初の全体としての行動の場面なので、しっかりと
すべてのテーブルが落ち着くまで、次に進んだりせず、回りを
確認してください。これができることで、全体からのあなたへ
の進行に対する信頼度が上がります。

初の席への移動

10 0:22 0:01 本日のテーマ発表 さて、今日のワールド・カフェのテーマですが「○○○」でいきたいと思います。こちらの
言葉を、模造紙の中央に、大きく書いていただけますか？

・テーマの発表は、 初の席へ移動した後に、必ず行なってく
ださい。理由は、 初の席に移動する前は、知り合い同士で
座っていている方が少なからずいらっしゃるため、その「日常
の思考」で、テーマを捉えてしまう恐れが高いためです。

・テーマをその場で考える、という方法は本当にお勧めできま
せん。ありがちな失敗として、ここでテーマのことを場に委ね
てしまい、ぐちゃぐちゃになっていくということがよくあります。
これは、テーマをその場で考えるという方法が、ファシリテー
ション的にとても高度なスキルを要求されるためです。事務局
側が、事前に確定させておくことが、大切です。

・進行役として肝に銘じておいて欲しいこととして、”テーマは
あくまで仮止めであり、そこから様々な話が展開される”という
点があります。これは、カフェで、話のきっかけと、そこから話
し合われる内容が大きく違ってくることがよくある、ということ
から連想していただければいいかと思います。

・模造紙の中央にテーマを書いてもらうことで、「ペンで模造紙
に文字を書く」という行為へのハードルが下がります。

本日のテーマ発表
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11 0:23 0:01 各テーブルでの
テーマ書き写し

（各テーブルで、テーマの書き出しが行なわれる） ・ここは、各テーブルが、テーブルとして 初の行動を行なうタ
イミングですので、各テーブルが指示通りに書き込みをしてい
るかどうか、サポートする目線で確認してください。ここで「や
り方がよくわからないけれど、フォローしてもらえない」と感じ
てしまうと、そのテーブル内の精神安定度が下がり、オープン
な話し合いが難しくなってしまいます。気持ちは、気の効くカ
フェの店員です。

12 0:24 0:01 ラウンド１の
インストラクション

よろしいでしょうか？そうしましたら、早速ラウンド１をはじめていきたいと思います。
ラウンド１は、あの時計で○○時○○分までです。
それでは、どうぞよろしく、お願いいたします。

(と言って、ラウンド１の終了時間をホワイトボードなど、見やすい場所に明記する）

・時間が何分までか、そしてそれはどの時計で確認すればい
いか、という制約条件を意識してもらうことは、とても大切で
す。これによって、各集団は、こちらから「時間になったら手を
止めて！」としつこく言われて、それでしぶしぶ行動をやめる
という受動的な心理になることなく、かつ、「○○分あるんだ
な」という確認により、気持ちが落ち着きます。

・「さらっ」と開始し、進め方が分からない人・グループについ
て、丁寧にフォローする、という組み合わせが、テンポのよさ
につながります。

ラウンド１

13 0:25 0:25 ラウンド１ （ラウンド１の進行中） ・途中で会場に入ってくる人がいたときは、人数が揃うところ
に入ってもらえるよう、こちらで誘導し、その上で「進め方は、
他の方に教えていただいてください」とすればOKです。

ラウンド１

14 0:50 0:01 ラウンド１から、
ラウンド２への移動
インストラクション

それでは、お時間になりましたので、ラウンド１を終了したいと思います。

みなさん、テーブルの中でお一人、残る方（ホスト）を決めていただきまして、他の方
は、それ以外のテーブルに散っていってください。

お願いいたします。

・時間になったら、頃合などは一切見計らわずに、すぱっと
「それでは、お時間になりましたので、・・・」といい、スライドを
ラウンド２に切り替えて、進めます。このとき、大抵盛り上がっ
ているテーブルなどが、こちらを無視して進めていることがあ
りますが、そこを無理にとめようとせず、全体に「移動してくだ
さい」と呼びかけてください。徐々にどんどん、移動が始まりま
す。

ラウンド２

15 0:51 0:03 ラウンド１から、
ラウンド２への移動

（参加者、移動） ラウンド２

16 0:54 0:01 ラウンド２の
インストラクション

よろしいでしょうか？それでは、ラウンド２は、あの時計で○○時○○分までです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

・ある程度移動が終わりつつあったら、完全に終わらない状
態で、「よろしいでしょうか？それでは・・・」と、進行し、テンポ
をよくします。

ラウンド２

17 0:55 0:25 ラウンド２ （ラウンド２の進行中） ラウンド２
18 1:20 0:01 ラウンド２から、

ラウンド３への移動
インストラクション

そうしましたら、ラウンド２、お時間になりましたので、終了にしたいなと思います。
またですね、元いたテーブルに戻っていただけますでしょうか？

・この場面、元いたテーブルに戻らず、他に行こうとする人が
発生しがちなので、注意してください。

ラウンド３

19 1:21 0:03 ラウンド２から、
ラウンド３への移動

（参加者、移動） ラウンド３

20 1:24 0:01 ラウンド３の
インストラクション

そうしましたら、元いたテーブルに戻られましたら、お時間○○まで、よろしくお願いい
たします。

ラウンド３
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21 1:25 0:25 ラウンド３ （ラウンド３の進行中） ラウンド３

22 1:50 0:01 ラウンド３の終了 それでは、お時間になりましたので、ラウンド３、終了としたいと思います。 ・このラウンド３の終了時間のみ、状況に応じて延長ありで
す。ですが、その延長については、参加者には口頭で伝え
ず、あくまで終了するときに「それでは、お時間も過ぎましたの
で・・・」とすればOKです。

・このラウンド３を終えたときに「もっと話したい、話し足りない」
と感じるのが自然であり、そういう気持ちになることを大切に
することで、明日以降の、さらなる話し合いなどにつながって
いきます（それは、カンファレンスの参加者が、新たに自分で
ワールド・カフェなどを実施することも含めて）。

ラウンド３

23 1:51 0:01 話し合いの
内容共有
インストラクション

それでは、どのテーブルからでも結構ですので、どのような話し合いがあったか、どん
な発見があったか、簡単に共有していただけますでしょうか。

・この場面で、「こちらから順番を決める」「全てのグループに
発表してもらう」というのは、ナンセンスです。特に、５グループ
以上ある場合は、有志グループだけにしないと、「言わされて
いるから言う」ということになってしまい、折角のワールド・カ
フェの余韻を台無しにしてしまいます。同様の理由で、「順番
をこちらから決める」のは、「言わされている」ことに他ならな
いので、避けてください。

・一方で、「順番を決めずに」となると、しばらく沈黙が流れたり
しますが、その際には、進行役はステイして、無理な声がけな
どはしないでください。

スライドなし

24 話し合いの
内容共有

（あるグループの誰かが発表） スライドなし

25 話し合いの
内容共有

ありがとうございます。他のかたは、補足など、いかがですか？ ・無理に、他のメンバーにしゃべってもらう必要なし。あくまで
「しゃべりたくて仕方が無い」という人をピックアップできれば
OKです。

スライドなし

26 話し合いの
内容共有

（上記の共有を続け、終了） スライドなし

27 ポストイットでの
まとめ

後になんですが、今からポストイットをお配りしますので、自分が今日大切だと思っ
たこと、新たな発見だったことなど、なんでも結構ですので、１枚につき１つの内容、いく
つでもお書きいただけますでしょうか。
５分ほど、お時間をとりたいと思います。

・これを行なうことで、参加者の【言いっぱなしだとなあ・・・】と
いうひっかかりを解消します。

スライドなし

28 ポストイットでの
まとめ

（参加者：ポストイット記入） スライドなし

29 ポストイットでの
まとめ

書き終わられましたら、こちらの方に貼り付けていただけますでしょうか。
本日の模造紙、それからお書きいただいたポストイットについては、こちらから後日、電
子データにて共有させていただきます。

・基本的に、この共有を推奨します。理由は、参加者の中に
は「形としてのアウトプットがないと不満」と考えていらっしゃる
かたもいるため、そうした気持ちもカバーするために、このプ
ロセスは有効です。また、そうでない方にとっても、当日の発
見を確実に形に残しておく意味で、有意義なプロセスとなりま
す。

スライドなし

30 ポストイットでの
まとめ

（参加者：ポストイット貼り付け） スライドなし

0:101:52

0:102:02
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31 2:12 0:01 終了の挨拶 それでは、これにてワールド・カフェセッションを、終了としたいと思います。みなさん、
ありがとうございました。

・ 後、「みなさんありがとうございました」というところで、間を
しっかりととり、参加者のみなさんが拍手のできるタイミングを
つくりましょう。これによって、参加者の方々同士が満足され
ていれば、その充実した気持ちを、拍手という形で確認しあう
ことができ、今日の発見を、さらに前向きなものと捉えること
ができるようになります。

スライドなし

2:13 ←累計時間
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