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はじめに 
 
「研究会補足資料 –初級ライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI）」は、 ELLI に特化した資料です。

この研究会補足資料の目的は、初級ライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI）の準備と実施に限定し

て、必要な情報、ツール、リソースを提供することです。 

初級ライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI）の目標とは、ライオンズがクラブレベルでの指導的地

位に向けて備えられるようにすることです。適格な参加者は、グッドスタンディングの会員で、クラブ

の委員会で委員を務めた経験があり、クラブ会長の役職には就いたことのないライオンズです。 

クラブ第一副会長には ELLI に参加することを強くお勧めします。 

 
 
 
 
 

補足資料の使用方法 
 
この補足資料は、「研究会計画ガイド」と併せて使用するように作成されており、「初級ライオンズ・

リーダーシップ研究会（ELLI）」の準備と実施に限定した追加情報とリソースを記載しています。本書

には、以下の情報が含まれています。 

 ELLI の準備と提供における追加の責任。 
 プログラムおよびセッションの目標。 
 事前課題（ライオンズクラブ国際協会の五つの重点分野に関するLCIF題材の割り当て）の情報と

説明 - 参加者への確認通知。 
 付録–  ELLI のニーズに役立つリソース：  

• 題材の選択 
• 参加者への確認通知 
• 備品一覧 
• 配布資料 

 
研究会補足資料（ELLI）は変更される可能性があります。また、すべての地域の特性や時間配分に対応

しているわけではありません。準備段階でご質問がございましたら、institutes@lionsclubs.orgまでお問

い合わせください。   

mailto:institutes@lionsclubs.org
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研究会コーディネーターの責任 
 
研究会コーディネーターは、研究会を成功させる上で極めて重要な役割を担います。研究会コーディネ

ーターの主な役割および責任に関するタイムラインの詳細は、研究会計画ガイド-準備チェックリストを

確認してください。 

研究会コーディネーターは独自の責任を果たさなければならないため、コーディネーターを務めるライ

オンは講師を兼任しないでください。 

 研究会コーディネーターが初級ライオンズ・リーダーシップ研究会 (ELLI) を成功させるために果たすべ

き追加の責任は以下のとおりです。   

研究会実施前 
 

事前課題の調整と伝達 
 

 5つの各重点分野に関する、LCIFの題材を研究会の各参加者に割り当てる。 
 研究会の3～4週間前に、事前課題の情報を記載した参加者への確認通知を参加者に送付する。 

 

 
研究会当日 

 

研修室の設営–研修室の割り当て（教室が複数の場合） 
 

 事前課題の割り当てに沿って参加者に研修室を割り当てる。 
 

 

評価 
 

 最終セッション終了時にすべての評価を回収するように講師に依頼する。 
 

 
研究会終了後 

 

研究会終了後の要件については、研究会計画ガイドを参照してください。 
 
注: 研究会に指導力育成研究会補助金プログラムを申請している場合は、研究会実施後の具体的な要件

について、ライオンズ国際協会ウェブサイトの指導力育成研究会補助金プログラム払い戻し資料一式
を参照してください。 
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目標 
 
プログラムの目標： 

初級ライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI）は、ライオンズがクラブレベルでの指導的地位に向け

て備えることができるように設計されています。推奨される参加者は、 グッドスタンディングの会員で

、クラブの委員会で委員を務めた経験があり、クラブ会長の役職には就いたことのないライオンです。 

クラブ第一副会長には ELLI に参加することを強くお勧めします。 

 

セッションの目標： 

ELLI カリキュラムは、以下の目標を達成するように作成されています。 

 ライオニズムの基本とライオンズ指導者の役割との関係を認識する。 
 変化を受け入れる段階を説明する。 
 チームリーダーとしてチームをサポートするための戦略を特定する。 
 傾聴力を身につけ、いわゆる聞き下手な態度にならないようにする。 
 会議の効果を確実にするために、会議のフォローアップを実行する。 
 同化と多様性の概念を区別する。 
 目標達成のためのメンタリング計画を作成する 
 社会に貢献するライオンズ事業の創造的なアイデアを生み出す。 
 財団の重点分野について話し合う。 
 クラブを成功させるために、クラブ活性化計画を活用する。 

 
注：ELLI は、決められたカリキュラムとテーマで実施されます。すべての題材とセッションの所要時間

は、規定通りに行う必要があります。全体の開始時間と終了時間は、講師と参加者のニーズに合わせて

調整することができます   
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研究会日程例 
 
以下は、3日間の初級ライオンズ・リーダーシップ研究会 (ELLI ) の日程例です。ELLI の規定により、セ

ッションの所要時間を変更することはできません。ただし、講師や参加者のニーズに合わせて、研究会

の開始・終了時間を調整することができます。 

 
例：金曜日の午後に研究会を開講し、日曜日の夜に締めくくる。 
 
 

研究会日程例 
 

 
到着日 1日目 2日目 3日目 

研修会場到着 

朝食 朝食 朝食 
8:00-8:30 am 
最終登録 

8:00-10:00 am 
コミュニケーション 

8:30-10:00 am 
独創的思考 8:30-10:00 am 

オープニング・セッショ

ン 
10:00-10:15 am 

休憩 
10:00-10:15 am 

休憩 
10:00-10:15 am 

休憩 
10:15 am-12:15 pm 

ライオンズ：過去、現在, 
そして未来 

10:15 am-12:15 pm 
効果的な例会の運営 

10:15 am-11:45 pm 
LCIF 

12:15-1:15 pm 
昼食 

12:15-1:15 pm 
昼食 

11:45-12:45 pm 
昼食 

講師準備 

1:15-2:45 pm 
変化への対応 

1:15-2:45 pm 
多様性 

12:45–2:15 pm 
クラブ成功の実現 

2:15-3:00 pm 
閉会 

2:45-3:00 pm 
休憩 

2:45-3:00 pm 
休憩 

3:00 pm 
解散 

3:00-4:30 pm 
ライオンズ・チームの支

援 

3:00-4:30 pm 
ライオンズ・メンター・

プログラム 
4:30–5:30 pm 

LCIFプレゼンテーション

準備 

4:30-5:30 pm 
テーマ・ディスカッショ

ン 

夕食 懇親会 
 

毎日の最終セッション終了後、講師陣は夕食前に報告会を行います。研究会コーディネーターは、研究

会終了後に研究会最終報告書に記載できるようにメモを取ります。研究会最終報告書は研究会終了後の

要件の一つであり、研究会の認定を受けるためにライオンズクラブ国際協会に提出しなければなりませ

ん。   
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題材の選択シート 
 
講師用の題材の選択シートは、研究会の種類に応じて異なり、各研究会の目標を達成するためのセッシ

ョン一覧が記載されています。講師が準備・実施を希望するセッションの題材を、講師間で共有するこ

とが望まれます。 

題材の選択シートを、カリキュラム承諾フォームおよび研究会日程例のコピーと併せて講師にEメールで

送付します。 

講師が希望する題材を、署名されたカリキュラム承諾フォームと併せて研究会コーディネーターに返送

してもらうよう依頼します。研究会コーディネーターは、題材に関する講師の希望を確認し、最終的な

講師任命を行います。 

初級ライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI）のための題材の選択シート（付録A）を参照してくださ

い。  
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参加者への事前課題 
 
参加者は、初級ライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI）に参加する前に、5つの事前課題を完了する

ことが必須です。これらの事前課題は、セッションで取り上げる資料を参加者が学習し理解するために

極めて重要です。 

研究会実施の約4週間前に、研究会コーディネーターは各参加者に参加者への確認通知（付録B）を送付

します。参加者への確認通知では、研究会の手配内容や必須の事前課題を参加者に知らせます。 

事前課題はライオンズクラブ国際協会ウェブサイトの「ELLI カリキュラム」フォルダに、他の研究会資

料とともに掲載されています。研究会コーディネーターは事前課題をダウンロードして、参加者への確

認通知に添付します。 

事前課題の題材は次のとおりです。 

 ライオンズ：過去、現在、そして未来 
 ライオンズのチームを支援する 
 ライオンズ・メンター・プログラム 
 効果的な例会の運営 
 LCIF 

 
LCIF題材の割り当て 

研究会コーディネーターとして、題材を割り当てるときは注意してください。事前課題の作業は、仲間

のライオンズと交流し、新しい友情を築き、新しいアイデアを共有する機会になります。各グループは

、可能な限り、さまざまなクラブ、別の地区など、様々のメンバーで構成することをお勧めします。 

ELLI の各教室では参加者を5つのグループに分けます。各グループに、5つのLCIF題材の1つを割り当て

ます。ELLI での「LCIFセッション」は、各グループの人数を5名として想定しています。可能な限り、

グループは5名にしますが、参加者人数に応じて調整が必要になることがあります。各グループあるいは

割り当てられた題材に応じて、参加者人数を適切かつ均等に配分します。 

参加者、グループ分け、LCIF題材の割り当てリストを作成すると良いでしょう。参加者への確認通知は

、割り当てたLCIF題材の番号に基づいてカスタマイズします。この番号は参加者マニュアル（PM）の事

前課題セクションに記載された題材に対応しています。この事前課題についての情報の詳細については

、その17〜18ページを参照してください。この情報を印刷したリストは、講師と共有することもできま

す（任意）。 

 

注：ELLI で複数の教室を使用する場合は、教室を参加者に応じて割り当てることが重要です。教室を割

り当てる際は、事前課題を参考にしてください。同じ題材に取り組むメンバーが同じテーブルに着席す

るかどうかが重要なのではなく、「LCIFセッション」でのグループ発表で同じ教室にいることが重要で

す。 
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評価 
 
評価は、この研修プログラムの重要な要素です。結果として得られるデータは、研修の内容、教材、形

式、講師の有効性、さらには研修全体の成果を把握するために役立ちます。 

参加者の評価は、参加者マニュアル（PM）に添付されます。 

参加者は、各セッションの終了時に評価を記入する必要があります。初級ライオンズ・リーダーシップ

研究会（ELLI）終了時に、講師がすべての評価を回収し、研究会コーディネーターに渡します。評価は

研究会終了後の要件の一つであり、研究会の認定を受けるためにライオンズクラブ国際協会に提出しな

ければなりません  
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付録  
 
以下のリソースは、研究会の準備段階でニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 

研究会補足資料–初級ライオンズ・リーダーシップ（ELLI）は変更される可能性があります。また、すべ

ての地域の特性や時間配分に対応しているわけではありません。準備段階でご質問がございましたら

institutes@lionsclubs.orgまでお問い合わせください。  

  

mailto:institutes@lionsclubs.org
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付録 A：題材の選択シート 
 
以下の通知をカリキュラム承諾フォームと日程例のコピーと併せて、講師にﾃﾞﾝｼEメールで送信し、講師

が選択した題材を研究会コーディネーターに返送してもらうよう依頼します。研究会コーディネーター

は、題材に関する講師の希望を確認し、最終的な講師任命を行います。必要に応じて通知を編集してく

ださい。 

希望する題材 

初級ライオンズ・リーダーシップ研究会 
開催地：[開催場所] 

日付：[日付] 
 
 

[講師名]様： _________________________________ 

 

希望されるセッションを5つ選択していただき、空欄に1～5の数字をご記入ください。 

 
_____ライオンズ 過去、現在、そして未来 

_____ 変化への対応 

_____ライオンズのチームを支援する 

_____ コミュニケーション 

_____効果的な例会の実施 

_____多様性 

_____ライオンズ・メンター・プログラム 

_____ 創造的思考 

_____ LCIF 

_____クラブの成功のために 

 

選択結果を［日付］までに［研究会コーディネーター］［メールアドレス］にEメールでご返送ください。 

宜しくお願いいたします。 

研究会コーディネーター[氏名]  
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付録 B：参加者への確認通知 
 
この通知では、研究会への参加を確認するとともに、事前課題の詳細を伝えます。各メールに事前課題

の文書を添付します。題材の正しい割り当てが含まれていることを確認してください。必要に応じてこ

の通知を編集してください。 
 

初級ライオンズ・リーダーシップ研究会へようこそ 
[コースの日程] – [コースの場所] 

 

研究会参加者各位 
 
このたびは初級ライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI）にご参加いただきありがとうございます。

本研究会は、協会においてリーダーシップを担う皆様にとって重要ないくつかのテーマについて学び話

し合う貴重な機会です。また、他のライオンズと意見や経験を分かち合い、新たな友情を育む場ともな

るでしょう。 
 
事前課題 
 
ご参加いただく研究会では、5つの事前課題を完了していただくことが必須となっています。いくつかの

セッションで、事前課題の題材を取り上げます。LCIFの事前課題については、研究会への参加前に、オ

ンラインでアクセスして割り当てられた題材について調べていただく必要があります。 
 
あなたに割り当てられたLCIF題材番号：＃[題材の番号] 。 
 
この番号は参加者マニュアル（PM）の事前課題セクションに記載された題材の番号です。この事前課題

の必要物の詳細については、その17〜18ページを参照してください。 
 
研究会に到着される前に、事前課題を完了していただく必要があります。事前課題をよくお読みくださ

い。課題がわかりづらい場合は、私［研究会コーディネーターのEメール］にお問い合わせください。 
 
研究会当日 
 
[場所]に[時間]にお越しください。ご到着日に研究会の資料をお渡しいたします。 
 
宿泊 
 
ご宿泊が必要な方は、［ホテル、研究会コーディネーター、またはその他の宿泊手配担当者］にお問い

合わせください。 
 
指導力開発に関心をお寄せいただき、ありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。 
 
宜しくお願いいたします。 
 
研究会コーディネーター[氏名] 
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付録 C：備品一覧 
  
研究会の準備にあたって、ライオンズクラブ国際協会は以下の備品を推奨しています。ただし、必要な

備品すべてを網羅しているとは限りませんので、講師ガイド（IG）を確認の上、予定している実習等に

合わせて調整してください。数量は参加人数に応じて異なります。 

研究会備品 - 必須 

X 品目 数量 単位 
 名札およびストラップ 1 各人（講師および参加者） 
 卓上名札 1 各人（講師および参加者） 

 フリップチャート（ホテル/施設から提供され

る場合あり） 2 各クラス 

 掲示用粘着パテまたはマスキングテープ（フ

リップチャートを壁に貼る際に使用） 1 

各クラスにパテ一箱またはテープロ

ール  
*ホテル/施設に掲示の許可を得た上

で指示に従ってください 
 フリップチャートマーカー 1 各テーブルに1セット 
 鉛筆 1 各人（必要に応じて追加） 
 ペン（ホテル/施設から提供される場合あり） 1 各人（必要に応じて追加） 
 付箋（中サイズ） 2 各テーブル 

 

研究会備品 - 任意 

X 品目 数量 単位 
 インデックスカード（小） 1 箱 
 インデックスカード（大） 1 箱 
 スティックのり 1 各テーブル 
 蛍光ペンセット 1 各講師 
 修正液 1 ボトル 
 セロハンテープ 1 ロール 
 ホッチキス 1 ホッチキス 
 ホッチキスの針 1 箱 
 ホッチキスリムーバー 1 リムーバー 
 黒サインペン（細字） 3 マーカー 
 ハサミ（中サイズ） 1 各テーブル 
 輪ゴム 1 パック 

 ライオンズ紋章（ライオンズ国際協会クラブ

用品部/オセアル調整事務局に発注） 任意 1クラスに3個 

 

セッションごとに配布が必要な備品については、講師ガイド（IG）を参照してください   
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付録 D：配布資料 （印刷物） 
 
講師用の講師ガイド（IG）と参加者用の参加者マニュアル（PM）に加えて、ELLIでは追加の印刷物が必

要なセッションがあります。 

 
研究会の準備にあたって印刷が必要な配布資料を、その数量および適切な印刷方法と併せて以下に記載

します。セッションごとに必要な資料の詳細は、講師ガイド（IG）を参照してください。  
 

 
配布資料 （印刷物) 

 
セッション 資料名 数量 印刷方法 

    
オープニングセッション 人探し 1人につき1部 白黒・片面印刷 

 私は誰？（ラベル) 1クラスに1個 10x5センチ大ラベル

に印刷 
 文章を完成させる 1クラスに1部 白黒・片面印刷 

 グループの代表作 
1クラスに6セット
（グループごとに1

セット) 

カードストック、片

面印刷 

    
ライオンズの過去、現在、

そして未来 クラブ活性化計画 1人につき1部 カラー、小冊子スタ

イル 

 クラブと地域社会のニー

ズ評価 1人につき1部 カラー、小冊子スタ

イル 
    

ライオンズのチームを支援

する ストーリーとは–写真 １クラスに1セット カラー、片面印刷（

合計8枚) 

 ストーリーとは–説明 1人につき1部 白黒、片面印刷 

 ストーリーとは–解決策 1人につき1部 白黒、片面印刷 

    

多様性 ロールプレイ–ペンギン

の国の孔雀 1人につき1部 白黒、両面印刷、上

隅をホッチキス留め 
    

ライオンズのメンタリング メンタリング基本ガイド 1人につき1部 カラー、小冊子スタ

イル 

 上級メンター・ガイド 1人につき1部 カラー、小冊子スタ

イル 
    

創造的思考 創造的ウォーミングアッ

プ・ソリューション 1人につき1部 白黒、両面印刷 

    
クラブの成功のために 

 
クラブ優秀賞申請書 – 

DA1 1人につき1部 白黒、片面印刷 
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