
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都の跡取りは誰？ 

ユースACTプログラム 
2014年度 報告書 主催：シチズンシップ共育企画 

共催：公益財団法人京都市ユースサービス協会 



 



 日本青少年研究所「中学生・高校生の生活と意識・調査報告書」（2009年）によれば、「私の参加により、私の変えてほ

しい社会現象が少し変えられるかもしれない」という項目に「全く思う」「まあそう思う」と答えた中高生は30.1％です。

米国の69. 8%、韓国の68. 4%、中国の62. 7％と比べても、低い数値を示しています。この数字からは、今の中高生世

代が「社会はどうせ変わらない」と考えているとも言える状況が見て取れます。こうした背景の中で、学校内外でのボラ

ンティア学習やサービスラーニングへの注目が高まっています。しかし、大学生対象のプログラムと比較して、高校生対

象のプログラムはまだまだ多くありません。高校時代に、若者は「こども」から「おとな」への本格的な移行をスタート

させ、人格形成を大きく進めます。この人格形成のタイミングに、若き市民として「まちの跡取り」の自覚と自信を育む

ことを目的に、ユースACT(Active Citizenship Training)プログラムは実施されています。 

 

■ユースACTプログラムとは？ 

◆目 的：「既に私も社会をつくる一員である」という自覚と、「私にも自分も社会を変えられる！声をあげていい！」と

いう自信を育み、「まちの担い手」を育てること 

◆期 間：2014年4月～2014年3月（高校生の活動期間は8月～） 

◆参加者：高校生8名（今年度は京都市立日吉ヶ丘高等学校、立命館宇治高等学校の高校生が参加） 

◆体 制：〈主催〉シチズンシップ共育企画（日常的な活動の支援を大学生スタッフ6名が担当） 

    〈共催〉公益財団法人京都市ユースサービス協会 

 

■2014 年度設置コースの紹介 

 2014 年度は、「NPOインターンシップコース」と「プロジェクト企画実践コース」の２つのコースを設け、プロジェ

クト企画実践コースの参加者には第一ステップとして、NPOインターンシップコースへの参加を原則必須といたしまし

た。 

（1）「NPOインターンシップコース」-京都地域のNPO等の活動現場にメンバーとして参加する 

 社会づくりの担い手として育っていくためには、知識や技能の取得のみではなく、行動する態度の形成や知識や技能を

状況や場面で使いこなすセンス、応用力が必要です。そうした態度や力量を形成していくには、「現場」での実践体験活

動が不可欠だと言えるでしょう。「NPOインターンシップコース」では社会問題解決のために日々活動するNPOのスタッ

フと共に、高校生もスタッフの一員として役割を担い、市民公益活動の実際を体験的に理解していきます。 

 
◆協力団体（括弧内は担当者の方のお名前） 
・NPO法人山科醍醐こどものひろば（梅原美野さん） ・NPO法人京都コリアン生活センター「エルファ」(南珣賢さん) 
・京都市北青少年活動センター(森田みどりさん)   ・NPO法人テラ・ルネッサンス（牧野由紀子さん） 
・NPO法人京都子どもセンター（竹内香織さん）   �NPO法人地域環境デザイン研究所ecotone（太田航平さん） 
 

（２）「プロジェクト企画実践コース」-社会の問題を自分で見つけ出し、解決に向けて企画をつくる 

 高校生が「用意された活動に参加する」ことから一歩先に踏み出し、「私」が変えたい社会問題と向き合い行動を起こ

す機会は、まだ少ないと言えるでしょう。「プロジェクト企画実践コース」では、インターンシップやワークショップを

通じて（地域）社会に対する自己の問題意識に気づき、その気づきに立脚しながら（地域）社会の問題を解決するプロジェ

クトを企画立案します。その上で、ニーズや既存取組に関する調査等を行い、企画内容のブラッシュアップを行いながら、

企画の実施に向けての取り組みを進め、市民公益活動の実践力を鍛えていきます。 
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(1) ここから始まった！「プレプログラム」の実施 
■企画名称：「京都 de インターン大作戦」 

■日時：2014 年 8月 3日（日）10時 30 分～17 時 

■場所：中京青少年活動センター 和室 

■参加者数：4名 

■協力団体：NPO法人山科醍醐こどものひろば、NPO法人京都コリアン生活センター「エルファ」、  

            NPO 法人地球環境デザイン研究所 ecotone、NPO京都コミュニティ放送 ラジオカフェ、   

            公益財団法人京都市ユースサービス協会（北青少年活動センター）、 

            NPO 法人テラ・ルネッサンス、NPO法人京都子どもセンター 

(2) インターン START！！ 
■期間：2014 年 8月 4日（月）～8 月 15 日（金）約 2週間 

■インターン先：NPO法人山科醍醐こどものひろば…3名 

      公益財団法人京都市ユースサービス協会（北青少年活動センター）…1名 

    NPO 法人京都コリアン生活センター「エルファ」…1名 

 

(3) 第 2のコース「企画立案合宿」で幕開け 
■日時：2014 年 8月 22日（金）～24日（日）、9月 4 日（木）、9月 15 日（月） 

■場所：中京青少年活動センター、Flag 三条、ヴィラージュ京都（8月実施分） 

    学生 Place＋（キャンパスプラザ京都）、東山いきいき市民活動センター（9月実施分） 

■参加者数：5名（8月実施分）、3名（9月実施分） 

(4) 企画の折り返し地点「中間報告会」の実施 
■日時：2014 年 10 月 29 日（水）19 時～20時 35 分 

■場所：学生place＋（キャンパスプラザ京都） 

■ゲスト：近江兄弟社高校SSW 野本実希さん、チャイルドライン京都 若林周子さん 

     寺子屋NPO轍代表 蔵田翔さん、立命館大学4回生 長坂華奈絵さん 

     滋賀大学 3回生 元生旭さん 

(6) 体験を通じた学びを言語化する「ふりかえり」を実施 
■日時：2015 年 2月 11日（水）、2月 27 日（金） 

■場所：学生Place＋（キャンパスプラザ京都） 

 

 

(7) ユースACTプログラムの集大成！「報告会」を実施！！ 
■日時：2015 年 2月 28日（土）14時～18 時 

■場所：中京青少年活動センター 大会議室 

(5) 参加者それぞれがプロジェクト企画を実施！！ 
� （期間：2015年 1月～3月） 

スケジュール 
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◆インターンシップ概要 
 

 

 

 

 

 
 
 
◆インターンシップ活動内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆インターンシップを通じて得られた成果・学び 
 ●「エルファを選んできてくれてありがとう」 

「エルファを選んできてくれてありがとう」、これは杉村志帆さんが介護をしていた在日コリアン 2世のハルモニに

言われた言葉です。杉村さんは、とても嬉しかったそうです。しかし、杉村さんの中では、お茶入れや髪の毛を乾か

すといった要求されたことはできていたものの、自分から積極的に話しかけに行けなかったことが心残りだったそう

です。エルファさんにとって、杉村さんがきてくれたことは良い時間になっただけでなく、杉村さんにとっても自分

が不得意な部分に気づくことができる良い時間でありました。（スタッフ） 

 

  ●在日コリアンと関わる 
杉村さんは、介護を通して在日コリアン 2 世のハルモニと関わることで、普段自分が接するおばあちゃんとは少し

違うように感じたと言っていました。例えば、杉村さんがあまり話さなかったら「喋らへん子や」と指摘されたり、

いきなり歌を歌うことになったりといったことに違いを感じたそうです。こうした体験を経て、杉村さんは思ったこ

とは口にすること、遠慮せず積極的に話すことの必要性を感じたそうです。そのこと以外にも在日コリアンのハルモ

ニとの関わりはとても貴重なことで、関わってみて感じたことは大切にしてほしいなと思います。（スタッフ） 

 

活動報告 [NPOインターンシップコース] 
①インターンシップ先 

NPO法人京都コリアン生活センター「エルファ」 
②インターンシップ実習参加高校生 

杉村志帆さん（立命館宇治高等学校2年生） 
③インターンシップ先を選んだ理由 
  昨年度に子どもと関わり、自分はまだまだいろいろなタイプの人に応じた接し方ができ

ていないと感じた。そして今年は子どもではなく、高齢者と接してみたかったから。 
④活動概要 
  居宅介護支援、障がい者支援事業 

 

 

エルファの南珣賢さんからお話を聞く 

 最初に南さんから在日コリアンが日本人から差別を受けてきたということ。そして、まだ
それは続いているという話、そういう在日コリアンを支援するために、NPO法人京都コリア
ン生活センター「エルファ」を設立したという体験弾を含めた貴重な話を聞くことができま
した。 

在日コリアン2世のハルモニの介護 

 エルファの主な活動として、介護があります。お風呂から上がってきたハルモニの髪の毛
を乾かしたり、お茶出しをしたりしました。また、一緒にご飯食べたり、ババ抜きをして遊
んだり歌を歌ったりと交流する時間もありました。また、ソウル大学生との交流もありまし
た。 
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◆インターンシップ概要 

 
 
 
◆インターンシップ活動内容 

 

 

◆インターンシップを通じて得られた成果・学び 
 ●伝統工芸への考え方の変化 
  実際にインターンとして活動していくなかで、今まで漠然としか理解していなかった伝統工芸の西陣織への考えが変 

わりました。例えば、活動前までは、跡継ぎ問題が深刻なので、若い世代にも伝統工芸の価値を伝えていくべきだと 

思っていました。インタビュイーの「もう産業としては大きくならないと思うから、自ら伝統工芸を広めるような活 

動はしない」という言葉を聞いて、とても意外だったそうです。実際に伝統工芸をしている方の話や考えを聞かせて 

もらうことで、自分の考えとは違うことに気づくことができ、自分の想像で物事を考えるのではなく、実際に話を聞 

いてみることの大切さを感じていました。（スタッフ） 
 
 ●記事を書くこと 
  インタビューした内容を記事にすること。寺園さんにとっては、良い体験だったようです。「楽しかったことは？」 

と寺園さんに聞くと「記事を作る作業は、大変だったけど楽しかった」、「感動したことは？」と聞くと「記事ができ 

あがったこと」と答えました。また、褒めてもらいたいこととして「記事に対する熱意」と答えました。ふりかえり 

でほとんどの話が記事に絡んでいました。記事を書くという経験は、寺園さんにたくさんの学びや感情を与えたよう 

です。（スタッフ） 

①インターンシップ先 
 京都市北青少年活動センター 西陣ひと･まち･もの語り  
②インターンシップ実習参加高校生 
 寺園日向さん（立命館宇治高等学校２年生） 
③インターンシップ先を選んだ理由 
 伝統工芸に触れてみたい、また京都ならではの経験をしたいと思ったから 
④活動概要 
 西陣ひと・まち・もの語りでは、西陣で生活をしている人たちにインタビューをし、 
 それを発信するという活動を行っている 

西陣で生活する人にインタビュー 

今回、寺園日向さんは、西陣織の工程の一つの撚糸という作業をされている人にインタビューに行

きました。仕事場に赴き、木や鉄でできた昔ながらの機械が常に動いており、その風景や音を通して

伝統工芸を身近に感じながらも、必死にインタビューする寺園さんの姿が印象的でした。 

インタビューしたものを発信 

インタビューが終わった後、寺園さんはその内容を発信するために記事にしました。また、その記

事の主編集者になったことは、寺園さんにとっては勇気を出した挑戦でした。結果、記事は京都市北

青少年活動センターの西陣ひと・まち・もの語りのウェブページに掲載された。 

活動報告 [NPOインターンシップコース] 
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◆インターンシップ概要 
 

 

 

 

 

 
 
 
◆インターンシップ活動内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆インターンシップを通じて得られた成果・学び 
 ●「子どもたちとの接し方に正解、間違いはない」 
   初対面の子どもたちを目の前にして、初めはどう接したらいいのか、仲良くなれるのか不安に思っていたようです  
   が、子どもたちの方から話しかけてもらえて当日はとても楽しそうに接することができていました。また、活動終了 
    後にふりかえりをしたときは、NPO法人山科醍醐子どものひろばの梅原美野さんに「初対面とは思えないくらい仲 
  がよかったね」と言われる程でした。山本さんはインターンシップをふりかえってみた時に「『子どもたちにあの言 
  葉を言ってよかったのかな』と迷ったのですが、正解・不正解がないということを知った。」と言っていました。 
   （スタッフ） 
 
 ●「笑顔を大事に。疲れを見せない」 
   子どもたちと１日、一緒に水族館に行って付き添ってみて、暑かったこともあり、活動が終わる頃には山本さんは  
   とても疲れていました。山本さんはこの日の振り返りで、「活動が終わる頃に『疲れた』と発してしまい、気持ちを 
  落とすようなことを言ってしまった。」と後悔していました。そういった経験から子どもたちの前では、子どもたち 
  のことを考えて、自分の行動や言葉を考えることが大事だと考えるようになりました。友達という立場で水族館に 
  行ったわけではなく、ボランティアとして子どもたちと関わったことからこのように思ったのでしょう。（スタッフ） 
 

①インターンシップ先 
 NPO 法人山科醍醐こどものひろば 
②インターンシップ実習参加高校生 
 山本美桜さん（立命館宇治高等学校１年生） 
③インターンシップ先を選んだ理由 
 子どもと触れ合ってみたいと思ったから。 
④活動概要 
 地域に住むすべての子どもたちが、心豊かに育つことをめざし、地域の社会環境・文化環 
  境がより良くなることを大きな目的に活動 

のびのび＠だいご 

 「のびのび＠だいご」に参加している小学生３名と京都水族館へ行きました。イルカショー

をみんなで見た後、水族館を自由に回りました。普段は醍醐事務所での活動のため、子ども

たちは大はしゃぎ。とても疲れた一日でしたが、帰り際に子どもたちが笑顔で「またね」と

言ってくれて、活動に参加して良かったと思える一日でした。 

事務作業をお手伝い 

 赤ちゃんが使うおもちゃを消毒したり、送付作業を手伝ったり、パソコンに打ち込む作業

など、この日は事務作業をお手伝いしました。この間の活動とは全く違っていましたが、事

務作業も活動していくためには大事だということを実感した１日でした。 
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◆インターンシップ概要 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
◆インターンシップを通じて得られた成果・学び 
 ●「子どもたちと話すことが出来た」 
   初対面の子どもたちを目の前にして、初めはどう接したらいいのか、仲良くなれるのか不安に思っていたようです  
   が、子どもたちの方から話しかけてもらえて当日はとても楽しそうに接することができていました。また、活動終了 
    後にふりかえりをしたときは、NPO法人山科醍醐子どものひろばの梅原美野さんに「初対面とは思えないくらい仲 
  がよかったね」と言われる程でした。山本さんはインターンシップをふりかえってみた時に「『子どもたちにあの言 
  葉を言ってよかったのかな』と迷ったのですが、正解・不正解がないということを知った。」と言っていました。 
   （スタッフ） 
 
 
 
 

 活動報告[NPOインターンシップコース] 
 ①インターンシップ先 

 NPO 法人山科醍醐こどものひろば 
②インターンシップ実習参加高校生 
 福本温さん（立命館宇治高等学校１年生） 
③インターンシップ先を選んだ理由    
 地域に密着した活動をしたいと思ったから 
子どもと関わるのが苦手だったので克服したいと思ったから 

③活動概要 
 0～3 歳児の保育、小・中学生との活動 
 

楽習サポートのびのび 

 自分をうまく表現できず、学校にも家庭にも問題を抱えているけれど、行政に支援を

求めるほど重度ではない。そのような中学生と一緒に午後の時間を過ごしました。夕食

を一緒に作ったり、カードゲームやたわいない会話をしたりしました。 

のびのび＠だいご 

「のびのび＠だいご」に参加している小学生と京都水族館へ行きました。イルカショーを

みんなで見た後、水族館を自由に回りました。普段は醍醐事務所での活動のため、子ども

たちは大はしゃぎ。初めて会うこどもたちともすぐに仲良くなり、とても楽しい一日とな

りました。 

◆インターンシップ活動報告 

げんきスポット 0－3 

0 歳から 3 歳までの子どもとおもちゃや絵本で遊びました。またそれだけではなく、

その子供たちの保護者の方とも交流し、子育ての楽しみや苦労についてのお話もきく機

会がありました。 
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林 穂乃花さん（京都市立日吉ヶ丘高等学校2年） 

ユースACT プログラムに参加した理由 
昨年も先輩と一緒に企画を実施したが人が集まらなかったので、その失敗を活かして今年度も企画
をしたいと思ったから。企画をつくることが好きだから。  

細川 瑞月さん（京都市立日吉ヶ丘高等学校１年） 
ユースACT プログラムに参加した理由 
周りと話が合わない人たちや話したいことを話せていない人たちをすっきりさせたい。 
また参加することで、自分を成長させたいと思ったから。 

◆企画概要 
「You Can Talk!! ～あなたの悩みは？～」 

 対象：周りと話が合わない人、ポジティブになりたい人、悩みごとがある人 
 目的：普段言いたいことを、周りの友達に言いたくても言えない人や、 
    相談する人が周りにいないという人たちが、本音を言い合うことで、スッキリ 
    してもらう。 
 大まかな内容： ①１対１で順繰りに話すワーク 
         ②好きな人と好きなことを時間を気にせず話すワーク 
 

◆企画背景 
 企画した林さんは、過去にクラスで周りの友達と趣味が合わなくて、思いっきり話せない
という体験をしたことがある。この体験から昨年度、林さんは企画をしたが、参加者が集ま
らず断念。昨年の反省点をふまえ、今年は昨年の企画に基づいて今回の企画を考えた。 
 また、細川さんも同様に、「本心を喋れてないのでは…」と疑問に思った体験があり、この
企画が生まれた。  
 

・企画内容 
 

Why -なぜ？- 
・友達がいるのに孤独に感じる人を減らしたい 
 

When ‒いつ？- 
第１回目 2015年 1 月 25 日（日）14時～17時 
第２回目     ２月 1日（日）11 時～13時  

What＆How ‒何を？＆どのように？- 
企画名：「You Can Talk!! ～あなたの悩みは？～」 
アイスブレイク（伝言ゲーム、座布団バスケット）→おしゃべり回転寿し→フリートーク 
 

Where ‒どこで？- 
中京青少年活動センター 和室 
 

How far ‒どこまで？- 
・自分の意見などを聞いて理解してくれる人をみつけ、孤独感を少しでも減らす。 
・参加する事で、その人がスッキリするようになる。 

Whom ‒対象- 
・友達がいるのに孤独に感じる人 ・趣味が周りと合わない人 
・自分の意見を言わない人    ・思いっきり話せない人 

◆企画内容 
  

Who ‒誰と？- 
グチコレ 黒瀬さん  
京都市ユースサービス
協会の方々 
 



企画当日の様子 
■第１回目：2015 年 1 月 25 日（日）14 時～17 時 ＠京都市中京青少年活動センター 和室 
 参加者：３名 
  参加者が ACT に参加した高校生以外に集まらなかったが、彼女達は真剣にプログラムを進行していた。アイスブレ  

 イクも緊張をほぐすのにはよい内容で、とても楽しむことができた。普段は別々に活動をしていることから、チームを 

 越えてお互いに話す機会がないため、日頃話さない学校のことや恋愛のことなどゆっくりと話せる時間を持つことがで 

 きた。同じ高校生が前で進行するのを見て、お互いに良い刺激となったと思う。実際この日行った企画の一部が「楽し 

 かったから自分の企画にも取り入れたい！」ということからそれぞれの企画に取り入れられたりした。 

  事後アンケートでは、「いっぱい笑えていっぱい話せる場だった。」「自分も話して、相手も話題を出して楽しかっ 

 たので、言いたい事を言えてスッキリできた。」などと満足の声を参加者から聞くことができた。 

  次回が最後となった企画。「人を集めないと！」という思いの下、反省とふりかえりをし、ベストな企画にするため 

 に企画をやり終えた後、スタッフと話し合った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■第２回目：2015 年 2 月 1日（日）11 時～14 時 ＠京都市中京青少年活動センター 和室 
 参加者：4名 
   この日は、少ないとはいえ新しい参加者を集めることができた。お菓子コーナーを部屋の真ん中に移動させたり、次 

 のプログラムを考えて行動するなど、前回行ってみて出た反省点をふまえて実施。前回はフリートークの時に、個々 

 ばらばらになってしまったが、今回は位置を変えたことで、みんなでお菓子を囲みながら話すことができ、１回目の時 

 より盛り上がることができた。初対面同士の人もいたが、遠慮することなく話すことができた。 

  前回と同様、アンケートには「何でも話せる空間があったから言いたいことを言えてスッキリすることができた。」 

「初対面の人と気兼ねなく話すことができた」という声が見受けられた。また、企画をした細川さんも「楽しかった」と 

 お互いが楽しむことができる企画だった。 
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活動を通じて得られた成果・学び（ふりかえりの発言より） 
●「自分の価値観が変わった」（林 穂乃花さん） 
 企画を行う上で、企画をやるからには人を呼んで成功させたいと思っていたことが昨年度の経験から林さんの心の中に

はあると思います。今年も参加者を集めるために、また企画を良いものにするために様々な人々に出会いました。そのよ

うな人々と出会って自分の思っていることを話してみたり参加者の人と話してみたりすることがあったから参加者が思

うように集まらなかったりしてどうしたらいいか困ったときもありましたが、今回ユース ACT プログラムに参加してみ

て、そうした経験をしたからこそ「やっぱり企画をつくるのは楽しい」と林さんはふりかえりのときに言っていました。 

（スタッフ） 

 

●「人はそれぞれ違うから接し方も違ってくる」（細川 瑞月さん） 
 細川さんは、この活動で本当に色んな人に出会っていました。学校で生活しているだけでは出会わない様な人たち。企

画の参考にしたいと参加した「ユースシンポジウム 2014」や「グチコレ」で出会った人たち、ACT に参加している他

の高校生や大学生スタッフ。そうした人たちとの出会いを通じて、人の数だけ思ってることや考え方が異なること、企画

に参加してくれる人もその参加者の数だけ心の中で思っていることがあることに気づいたとのこと。その多様な人たちが

話しやすい場と思ってくれるには、自分がどう接するべきか。色んな人に出会って色んな人と話したからこそ、企画をい

いものにする上で、深く考える機会になったようです。（スタッフ） 

 

高校生の感想 
 昨年は理解者が身近になかなかいない人で、特に違う年代の人と友達になりたい人を対象にしました。今年はより多く

の人に参加していただこうと考え、友達はいるけど孤独感を感じる、人と話が合わない人などを対象にしました。そして、

参加募集をチラシ以外にもホームページを作って呼び掛けました。初めて作るホームページはとても良い経験になりまし

た。どうすれば皆が観てくれるか、どこをアピールすればより企画が伝わるのかを考えて作りました。また、前回の失敗

を活かして、募集期間を確保しました。そして二回実施することによって対象者が参加しやすいようにしました。 

 企画内容も参加者がまずは打ち解けてくれるように、ゲームを入れてみました。このゲームで参加者との距離もグッと

近づくことができました。メインのふれあい回転寿司でも、より親密な話ができるよう、一対一で向かい合って話しまし

た。話に夢中になっていたせいか、終了時間になると｢もう？短いなぁ！｣などの声もありました。その後、フリートーク

の時間を設け、お菓子を囲んで楽しくお話しをしました。誰一人として話せなかった人がいなくて良かったです。参加人

数としては少なかったですが、前回と違い、参加者がきてくれたことが嬉しかったです。また、参加者から｢楽しかった！｣

｢また、来たい！｣などの感想も貰えたので企画としては成功したと自分では評価します！ 

 私は ACT に出会えて本当に良かったと思います。自分たちで企画をつくって実行、それまでの過程で、多くの人に出

会い、また多くの考えを知りました。今までの自分の世界が小さかったと感じました。三年生になり受験をしなければい

けなくなりますが、もし時間があればまた参加したいと思っています。それが無理ならば、大学に入ってから ACT のよ

うな活動をしたいです。また、多くの人と関わりを持っていきたいと思います。この二年間で学んだことを活かして、次

の世代にも伝えていきたいです。いままで、本当にありがとうございました。私の人生に ACT の時間が刻まれて光栄で

す。（林 穂乃花さん） 
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 ACT に参加したことで、大学生や他の学校の高校生と色々な話をすることができて、とても楽しかったです。そして企

画を実行するために電話でアポをとったり、ホームページやチラシを作ったりと初めての経験を沢山しました。初めての

ことなので不安が大きかったですが、やりとげた時に大きな達成感を感じました。企画当日は人があまり集まらなくて残

念でした。でも２人来てくれてその２人が帰る時に「来てよかった」「楽しかった」「また来たい」などと言ってくれてと

ても嬉しかったです。フリートークではかなり話が弾みました。企画はとてもいい感じに仕上がり、実行して良かったな

と思いました。ACT で学んだことは、人はそれぞれ考え方が違うから人によって接し方を変えた方が良いということや、

人前ではハキハキと話さないと上手く伝わらないなどということです。学んだことをこれから学校で活用してみたり、社

会に出た時に役立てていきます。ACT に参加して本当に楽しかったです。（細川 瑞月さん） 
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          ◆企画概要 
 
 
 
 
 
◆企画背景 
  企画した藤野さんはユース ACT プログラム最初の活動で今自らが興味があるテーマとして“戦争”を取り上げました。

そして“戦争”という国際問題の中でも今回は“地雷”に焦点を当て自分にできることはないかを考え企画に至りました。 

 

◆企画内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

5  

活動報告［プロジェクト企画実践コース］ 
 

藤野 萌生さん（京都市立日吉ヶ丘高等学校1年） 
ユースACT プログラムに参加した理由 
ユース ACT プログラムでは、学校ではできない体験をできるので人間的に成長で
きると思ったから。 
 
 

「みんなの輪を作る」 
対象：自分の身の周りの人たち 

 目的：募金、地雷の現状について知ってもらう。 
 大まかな内容： ①募金のチラシを作成する。 
         ②激辛商店街の協力店舗への訪問と募金箱設置願い。 
         ③協力店舗への募金箱とチラシの設置。 

Why－なぜ？－ 
様々な人に募金、地雷の現状について知ってもらいたい。 

Where－どこで？－ 
向日市激辛商店街内の店舗 

When－いつ？－ 
2015 年 2 月 17日～3月末まで 

What&How－何を？&どのように－ 
企画名：「みんなの輪をつくる」 

企画内容：自分の住んでいる近くの商店街の店舗に募金箱とチラシを置いてもらい、募金の使い道と地雷被害や撤

去事業の現状を知ってもらう。 

Whom－対象－ 
自分の身の周りの人たち 

How far－どこまで？－ 
できるだけ多くの人に募金の使い道について知ってもらい、一人ひとりが行動をおこしてもらえるようにする。 

Who－だれ?－ 
NPO法人テラ・ルネサンス 

向日市激辛商店街案内所、協力店舗 
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活動を通じて得られた成果・学び（ふりかえりの発言より） 
●「世界の問題についての関心が深くなった。」 
 企画開始当初（オリエンテーションの段階）から企画のテーマを世界の問題、とりわけ“戦争”にしていた藤野さん。企

画を進めていく中で特に自ら関心のあるテーマとして“地雷”に焦点を当てた。そして企画を進めていくにあたって NPO

法人テラ・ルネッサンスへ訪問し、地雷による被害や撤去事業の現状を知り、「地雷の被害とかの現状をいろんな人に知っ

てほしい」（藤野さん）という強い思いを持ち、熱心に企画をつくっていました。今回の企画における強い思いを大切に、

これからの生活の中でも世界で起きている諸問題について関心を持ち続けていってほしいと思います。（スタッフ） 

 

●「自分のみの意見ではなく、いろいろな人の意見や他人の味方を大切にすること。」 
 自らの企画をつくる過程でなかなか計画的に前に進めないこともあり、幾度か悩む場面が見られた藤野さん。そういっ

た悩んでいる場面で救いになったのが、同じプログラムに参加している高校生、そしてサポートのスタッフの意見だった

そうです。特に印象的だった場面が企画の名前を決める場面でした。藤野さんが一人で考えが詰まっているとき、「“世界

を変えるのはあなたかもしれない”っていうのはどう?」（参加高校生）「“輪”っていうワードは使えるんじゃない?」（参加

高校生）といった声が次々と。そして「“輪”っていうワードいいですね」（藤野さん）という対話シーンが見られ、最終的

に様々な意見をもとに、企画名が決定。自分一人で考えていては見えてこない、様々な人の新しい意見や物の捉え方への

気づき、またそういった新しい視点からの意見を認め大切にすることを今回の企画全体を通じて藤野さんは学んだようで

す。ぜひ今回の企画における学びをこれから様々な人と接するであろう日常生活の多様な場面において生かしていっても

らえたらと思います。（スタッフ） 

 

高校生の感想 
 私はユース ACT プログラムを通してたくさんのことを学びました。以前の私は人の意見を聞きはするものの、自分の

意見が中心で、正しいと思っていたところがありました。ですが、私一人での意見より他の人の意見を聞いた方が、自分

の視野が広がり、よりよい企画を作ることができました。私の企画は募金の企画だったのですが、私のように募金に興味

のある人の見方と、募金に興味のない人の見方があり、その両方の人が募金に積極的になってもらうには私とは違う意見

を持った人たちの意見をよく聞くべきだと思いました。また、いろいろな活動をしている団体はたくさんあって、それぞ

れの団体が自分の目指していることに向けて精一杯頑張っておられるのだなと思いました。私は NPO法人テラ・ルネッ

サンスさんに世界の問題や募金についてのお話を聞きました。そこでお会いした皆さんは、私よりとても広い世界で活動

しておられて、とてもかっこいいと思いました。これでユース ACT プログラムとしての私の企画は終了ですが、これか

らの日常生活でもユース ACT プログラムで学んだことを活かして、新しいことにどんどんチャレンジしていこうと思い

ます。（藤野萌生） 
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◆企画背景 
 杉村さん自身が親に比べられることについて悩んでいる時期があり、友達に打ち明けることによって気持ちが軽くなっ

たという経験からこの企画は生まれました。杉村さんと同じような悩みを抱えている人が悩みを共有でき、少しでもスッ

キリできるように場を考えました。 

◆企画内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活動報告［プロジェクト企画実践コース］ 
 杉村 志帆さん（立命館宇治高等学校２年） 

ユースACT プログラムに参加した理由 
①昨年度のユース ACT プログラムに参加し他人に自分の考えていることを言葉にして伝えること
が上手にできるようになったため、今年度もプログラムに参加しコミュニケーション能力を高めた
いと思ったから。 

②“企画する”という新しいことをやってみたいと感じたから。 

◆企画概要 
「Share Hearts」 
対象：親に別の人と比べられているまたは、親自身と自分を比べられて悩んでいる高校生 

 目的：悩みをはきだせる場所をつくる。 
 大まかな内容： ①アイスブレイク 
         ②ドラマ鑑賞をし、感想などを意見交換する。 
         ③テーマトークを行い、考え方や価値観を共有する。 

Why－なぜ？－ 
人と比べられることに苦痛を感じているが、誰にも話

せず自分を見失っている現状を解決する。 

原因：他の人との比較でしか自分の存在価値を見いだ

せないと感じている。 

Where－どこで？－ 
京都市下京青少年活動センター 和室 

When－いつ？－ 
2015 年 2 月 8日（日） 14:00～17:00 

What&How－何を？&どのように－ 
参加者自身が親に対して感じていることや価値観、悩みを共有し合う。 

Whom－対象－ 
人と比べられて生きていくことが嫌だと思っている

人や苦しんでいる人。 

How far－どこまで？－ 
人と比べられて一人で悩んでいた人が他人とその想いを共有することでその悩みを軽くし、自分らしさを見出すよ

うになれる状態にもっていく。 
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活動を通じて得られた成果・学び（ふりかえりの発言より） 
●「広報の難しさ、人を集めることの大変さ」 
 企画実施日までに参加者を集めるために、一生懸命チラシを作り、広報をしたのですが、少し配る時期が遅く、２月の

始めには企画があるのに、１月の中旬になってしまいました。折角頑張ってチラシを作ったのですが、「もう少し早く広

報をしたかった」「もう少し力を注ぐべきだった」と杉村さんは、企画終了後の振り返りで後悔していました。初めてつ

くった企画ということもあり、チラシを完成させるまでに時間がかかってしまい、単にチラシを置いたり配るだけでは、

人を集めることは簡単に出来ることではないということを学びました。（スタッフ） 

 

●「進路を考えるきっかけになった。」 
 半年間、大学生スタッフと一緒に企画を作っていくなかで、毎回の活動の合間に大学生と雑談をすることが杉村さんに

とってとても印象的に残っているそうです。大学のことやバイトのこと、サークルのことなど、大学生にとっては当たり

前のことが杉村さんにとってはとても新鮮だったようで、接する期間が長いからこそこれからの進路について考える、い

いきっかけになったと思います。（スタッフ） 

 

高校生の感想 
 私は、去年も今年もユース ACT プログラムに参加させてもらって本当によかったと思います。なぜなら、普段の高校

生活を送っているだけでは出会えないであろう大学生スタッフの方やインターンシップ先の方、企画の広報先の方々など

と知り合えて自分で企画をたちあげて新たな視点のアドバイスをもらってなどという貴重な経験ができたからです。はじ

めは何のテーマを企画にして良いか分からなくて、泣くほどユース ACT プログラムのことが嫌いになったこともあった

けれど、結果自分が「嫌だな」「変えたいな」と思っていたことを企画にして作り上げることができ、本当に嬉しかった

です。また、週１回の活動に来て、企画を進めつつも大学生スタッフの大学生活のことや、バイトの話などを聞かせても

らって、自分はどの学部に入りたいのか、どんなバイトをしようかなど、色々考えさせられました。私にとってはユース

ACT プログラムの活動は企画を作っているときも、雑談しているときも勉強となった時間でした。一方、当日１人も外

部の人がこなくて自分の広報の甘さと人の心をつかむ言語能力の足りなさを実感することもできました。このようにユー

ス ACT プログラムでの活動は私にとって今後の自分の自身につながる活動、進路を考えさせられる活動でありつつも自

分のまだまだ甘いところを発見できる、とても良い経験でした。最後にこの経験を通して出会ったたくさんの人に心から

感謝したいなと思いました。（杉村志帆） 
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◆企画背景 
 人を傷つける行為が起こるのはなぜだろうと考えた時に、悩みや不安で心に余裕がなくなっているとそのようなことを

してしまうのではないかと思いました。なので、友達や家族に相談できない人も自分の思いを吐き出してすっきりできる

場をつくりたいと思ったから。 

◆企画内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活動報告 
寺園 日向さん（立命館宇治高等学校２年） 
 
ユースACT プログラムに参加した理由 
昨年ユース ACT プログラムに参加し様々な経験ができ、「参加してよかった！」と思い、今年も様々
な経験をしたいと感じたため。 
 

◆企画概要 
「心＋(koko plus)」 
対象：自分が持つイライラ・悲しい・自己否定・悩みなどのマイナスの感情に苦しんでい        
   いる、自分を好きになれずにいる人（中高生） 

 目的：企画を通して、参加者同士がマイナスの感情をシェアすることで、それらの感情を
和らげ、前向きなプラスの感情を持てるようにする。そして、自分をもっと認めて
今よりも大切に思うようになったり自分自身を前よりも好きになったりできること
を目指している。 

 大まかな内容： ①ゲーム（相手の長所を見つけるヒントに） 
         ②マイナスの感情のシェアをするワーク 

Why－なぜ？－ 

悩みや不安によって余裕がなくなるといじめや犯罪

などが起きてしまう。友達や家族に相談できない人が

思いをはきだせる３rd place をつくり、そういった状

況を解決するため。 

Where－どこで？－ 

京都市下京青少年活動センター 和室 

When－いつ？－ 

2015 年 2 月 8日（日） 10:00～13:00 

What&How－何を？&どのように－ 

マイナスの感情を和らげてもっと前向きなプラスの感情を持てるようにする。 

自分をもっと認めて今より大切に思うようになり自分をもっと好きになってもらう。 

Whom－対象－ 

誰に思いを吐き出したらいいのかわからなくてもや

もやしている人。誰かに話を聞いてもらいたかったけ

ど、今までそれができなかった人。居場所が外にも内

にもない人。 

How far－どこまで？－ 

友達や家族に相談できないという人が気兼ねなく思いを吐き出せる場所をつくって、そういう人がストレスをため

たり、抱え込んでしまわないようにしたい。 

Who－どんな協働相手が必要？－ 

チャイルドライン京都 若林さん 

京都市ユースサービス協会の職員の方々 

ECC 学園の先生  
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活動を通じて得られた成果・学び（ふりかえりの発言より） 
●「沈黙を味わい、相手を否定しない大切さ」 
 この学びは、寺園さんが一緒に活動した大学生スタッフやチャイルドライン京都に話を伺った際に教えてもらったこと。

普段、友達などと話している際に沈黙があるとあまり良いイメージをもたないと思いますが、寺園さんは、この活動で沈

黙があっても「素敵な時間として味わう」と大学生スタッフに教えてもらい、そういう考え方があると新たな発見となり

ました。また、「相手と自分の意見が合わないときはついつい『でも…』と切り返してしまいそうだが、まずは受け入れ

て、相手の考え方を受け入れることができるようになった。」とふりかえりで寺園さんは話してくれました。（スタッフ） 

 

●「自分の意見を言うばかりではなく、相手の意見を引き出すことも大切」 
 「自分の意見をうまく言うことができず苦手意識があり、できるようにならなきゃ」と寺園さんは思っていた。しかし、

大学生スタッフの聴き方が上手く、寺園さんが上手く伝えられないことを言語化して整理するのを手伝ったり、言葉が出

てくるまで待ったりなどという経験があったからこそ、寺園さんはこう思えたという。思いを伝えることも大切だが、そ

れだけでなく聴くことも大事だということを学んだという。（スタッフ） 

 

 

高校生の感想 
 今年度のユース ACT プログラムでは、イベントの企画をしました。その過程では、それに参加してくれる人の性格や

考えていることを創造して、ワークやチラシを考えるのが難しかったです。また、外部からの参加者を集めることができ

ず、ユース ACT プログラムに参加している方のみでの実施になってしまい、参加したいと思ってもらえるイベントを作

ることの難しさも感じました。 

 企画を一からすることが初めてだったのもあり、行き詰まることが多くて悩んでばかりいましたが、企画を終えて今ふ

りかえってみると、それもよりよい企画にするために、必要なステップだったのだなと思うので、試行錯誤を繰り返して

良かったなと思います。 

 今年度のユース ACT プログラムでは、私は「考える」、特に相手の立場に立って考えてみるということを多くしました。

それは、色んな性格や考え方の人がいるので、答えがなくて難しいということを学びました。しかし、難しくてもやはり

自分のやりたいと思ったテーマについて企画をさせて頂いたので、ワクワクしながら企画を進められました。 

 いつもスタッフの方が一緒に考えてくださったので、１人では絶対に企画はできなかったので、スタッフの方にすごく

感謝しています。また、他の高校生の頑張って企画をしている姿から刺激を受けたし、自分の考え方の視野が広がったの

で、今年度もユース ACT プログラムに参加して良かったです。（寺園日向） 
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◆企画背景 
 山本さんが、ある日の学校の授業中に感じた場面から、ネイティブの先生と生徒の間にあるわだかまりを
「なんとかしたい！」と思い、この企画を考えました。また、どうしておこってしまうのかと疑問に思い、  
 もっと互いを分かち合ってほしいと思ったから。 
 
◆企画内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

活動報告［プロジェクト企画実践コース］ 
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山本 実桜さん（立命館宇治高等学校１年） 
 
ユース ACT プログラムに参加した理由 
私は学校という限られた環境の中で高校生活を送るのはもったいない！という思いがあり、社会人

や大学生の人などいろんな人に出会いたいと思ったから。 

◆企画概要 
「THE WALL BETWEEN YOU AND ME」 
対象：杉浦真理先生担当の「グローバルシティズンシップ」を受講予定の新 3年生 

 目的：外国人や外国にルーツを持つ人々と関わるときに、それぞれが自分の国や地域 

    のルールや価値観、考え方、文化を相手に押しつけたりせず、国や地域によって 

        異なるルールや価値観、考え方、文化があるということを知ってほしい。 
 大まかな内容： ①お菓子からどこの国か考える 
         ②事例から異文化を考えるワークショップ 
          

Why－なぜ？－ 

社会では、人と人との間で言葉の行き違いによる意思疎通の困

難が生じている。学校でもそれは例外ではない。加えて、ネイ

ティブスピーカーの先生と生徒たちの間には文化の違いも含

まれてくる。文化の違いを含む人と人とのコミュニケーション

の行き違いから傷つく人を減らしたいと思ったため。 

Where－どこで？－ 

立命館宇治高等学校 

When－いつ？－ 

2015 年 3 月 10日（火） 11:00～11:30 

What&How－何を？&どのように－ 

日本人から見た外国人、外国人から見た日本人の「ありえない」と感じている所を紹介する。 

そして、実際に異文化によるコミュニケーションの行き違いが発生したときに、どうすればよいかを考えあう。 

Whom－対象－ 

杉浦真理先生担当の「グローバルシティズン

シップ」の授業を受講する立命館宇治高等学校

新 3年生。 

How far－どこまで？－ 

①自分が知らない文化の違いについて理解してもらう。②①を踏まえて、外国人とのコミュニケーションの取り方

がわかる。③①・②を踏まえて、外国人と接するときや話すときに、伝わりやすいコミュニケーションを意識する

ようになる。 

Who－どんな協働相手が必要？－ 

立命館宇治高等学校の先生方 



企画当日の様子 
2015 年 3 月 10 日（日）11 時～11 時 30 分 ＠立命館宇治高等学校 
立命館宇治高等学校の杉浦真理先生のご協力により、「グローバルシティズンシップ」のオリエンテーションの内、30 分

の時間をいただき、29 名の新 3年生の前で、半年間練って作ってきたプログラムを提供しました。山本さんにとっては、

充分に伝えられなかったこともあったようですが、原稿通りに話のではなく目線を意識すること、リハーサルの大切さと

いう気づきもあり、次の挑戦に繋げていく機会になったようです。 

 

活動を通じて得られた成果・学び（ふりかえりの発言より） 
●他の人の視点に立って話せる 
 良い企画をつくるときには、企画に参加してくれる人の気持ちになってみる必要があります。山本さんは、「何をする

にしても自分視点でしか物事を考えてこなかったが、約半年間の企画づくりを通して、どのようにしたら参加者に思いが

伝わるのか、どうしたら参加者の学びが深くなるか、と相手の立場や視点に立て考えるようになりました」と、半年間の

成長を実感していました。自分の思いをカタチにする企画は、自分がやりたいことをやりたいようにするだけでは良いも

のにならず、参加者の視点に立って参加者のニーズを考えてみることが大切だということを学んだようです。（スタッフ） 

 

●ボランティアで影響を受ける人がいる 
 この言葉は、NPO 法人京都コリアン生活センター「エルファ」への訪問時に感じたことだそうです。エルファに山本

さんのテーマである異文化についての話を聞きに行ったとき、エルファの南珣賢さんが「高校生のような若い人に、私た

ちの思いを聞いてもらえることが嬉しいし、励みになる」と仰っていました。山本さんにとって、ボランティア活動（ユー

ス ACT プログラム）としてお話を聞きに行くという関わりだけでも、相手に影響を与えられることが驚きだったようで

す。（スタッフ） 

 

高校生の感想 
私は 8月から 3月までの約 8か月をユース ACT プログラムで活動してきました。「ボランティア」という言葉に興味

があったこと、なにか新しいことをしてみたかったことが参加の理由でした。インターンシップでは、山科醍醐こどもの

ひろばに行き、子どもたちと遊んだり、事務の仕事をしたりしました。そのとき、私は初めて自分主体ではなく子どもが

主体で考えて行動することは、大変なのだと知りました。また、事務の仕事をしたことで、なにか行動を「実行」するに

はその前にする「企画」がとても大事で必要不可欠であると、初めて気づいたり、学んだりしたことが多かったインター

ンシップでした。 

その後のプロジェクト企画実践コースでは、私は異文化に焦点をあてて活動してきました。企画を進める上で私には知

らないことばかりで知識もなかったので社会で活躍、仕事をされている大人の方にお話を聞きにいったりしました。企画

コースはただ単にこれして終わりではなく、なぜこれをするのか、またこれをすることによって何を相手に伝えたいのか

など、「これでもかっ」と嫌になるくらい考えたりすることもありました。 

 活動は大変で辛いこともありましたが、活動を終えた今、それは一つのいい経験で、辛かったこと以上に学んだことが

多かったと思っています。高校生というのはまだまだこどもで親に助けられているのだなと思いました。そして、高校生

は限られた環境の中で生活しているので、このユース ACT プログラムで出会った人たちや学んだことは私にとって、と

ても新鮮なものでいい経験になりました。（山本実桜） 
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◆企画背景 
 盲導犬が刺されたニュースを見て、犬を飼っているということもあり、大変ショックを受けた。小さいう
ちから動物と接する機会があれば、動物への理解の仕方も変わるのではないかと思い、小さい子ども達に犬
への触れ合い方をぜひ知ってほしいと思い、考えました。 
 

◆企画内容 
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活動報告［企画コース］ 
 

福本 温さん（立命館宇治高等学校１年） 
 
ユースＡＣＴプログラムに参加した理由 
私は学校という限られた環境の中で高校生活を送るのはもったいない！という思いがあり、社会人

や大学生の人などいろんな人に出会いたいと思ったから。 

Why－なぜ？－ 

盲導犬が刺されたニュースから、小さいうちから子ども達に対して動物と接する機会を設けることが必要と感じた。

しかし、昨今の子ども達はそういった機会を持つことが難しいのが現状。そこでこの企画を通して犬に触れてもらっ

て正しい接し方や命の大切さを学んでもらいたいと思ったため。 

 

Where－どこで？－ 

どこかの小学校 

When－いつ？－ 

2015 年２月頃 

What&How－何を？&どのように－ 
紙芝居で犬への接し方や犬のことを説明し、その後、実際に犬に触れてもらう。 

Whom－対象－ 

犬（動物）に関して知識があまりない小学校低学年。 

How far－どこまで？－ 

犬への正しい接し方を知ることで、犬に触れるようになる。また、命の大切さを知ってもらう。 

Who－どんな協働相手が必要？－ 

NPO法人アンビシャス、大学生スタッフ 



 
活動を通じて得られた成果・学び（ふりかえりの発言より） 
●「自分の考えが常にベストなものか。」 
 中間報告会でのどかちゃんは｢今企画を考えているけど自分がやりやすいものを選択しているのではないか｣というこ

とを言っていました。本当に自分が考える企画を実行することで、対象となる人を救うことができるのか不安だったよう

です。そこで、中間報告会後の活動では活動の度に企画参加者の立場で企画を振り返ったり、大学生スタッフに尋ねたり

してよりよい企画を目指しました。（スタッフ） 

 

●「緊張せず人前で意見を言うことができるようになった。」 
 のどかちゃんは本プログラムに参加するまで、緊張してうまく言葉が出なかったり、なかなか自分の意見を言い出せな

かったりすることがあったようです。しかし、フィールドワークや中間報告会で質問される中で緊張せず話せるように

なったようです。 実際、専門家の方に話をお伺った時に、自分が企画を作っているうえで不安に思っていることを積極

的に質問している様子が印象的でした。（スタッフ） 

 

高校生の感想 
 私はインターンシップと企画コースに参加しました。残念ながら最後までやり遂げることは出来ませんでしたが、参加

できてよかったと思っています。ユース ACT プログラムに参加したきっかけは環境の変化が一番大きいです。高校生に

なり、活動範囲や自由度が大きくなったことを活かそうと思い、自分の住んでいる地域以外の問題に触れることのできる

この活動に参加しようと考えました。さらに、学校に大学生スタッフの方が説明にいらっしゃったことで雰囲気などを掴

みやすく、挑戦してみようと思いました。インターンシップに参加する中で、本来なら高校生のインターンシップ受け付

けていないが、このプログラムが仲介し紹介する高校生は受け入れているということを知りました。私のインターンシッ

プ先は高校生未満の子どもたちが集まる居場所をつくっており、子どもたちとの交流がメインなので、そういったことを

考えると大学生より年上の方をインターンとして受け入れることがほとんどになるそうです。ですが、このプログラムで

は大学生スタッフの方が高校生をサポートしてくれているので、高校生のインターンシップも受け入れているという話で

した。実際、高校生だけでは不安な部分も、大学生スタッフの方のサポートによってカバーしてもらえるので、活動の範

囲をより広げることができました。また、一般的なボランティア活動よりも様々な年代の方と関わることが多かったと感

じています。たくさんの方の協力、助力の上でこのような経験をさせていただき、恵まれていると感じました。今後、機

会があれば今度は高校生を支える側にまわってみたいです。（福本温） 
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 ユース ACT プログラムでは、本事業を通じて参加高校

生にどのような変化がみられたのかを明らかにするため、

参加前・終了後に参加者変容に関するアンケートを実施し

ました。以下に示す項目（※表 1）について、「参加前」

と「参加後」の自分自身をそれぞれに 1（全くあてはまら

ない）～4（よくあてはまる）の 4 段階で答えてもらいま

した。さらに、それとは別に「社会との距離感」に関する

1 項目（※表 2・3）についても同様に 1（遠い）～4（近

い）の 4 段階で答えてもらいました（自由記述含む）。以

下、その集計表を示し、結果の分析・考察を述べます。 

※小数点第二位以下は切り捨てています。 

※無回答は 0ポイントで計算しています。 

 

■コミュニケーションに関する考察 

1．私の考えを表に出せる、伝えられる。 

 （前：2.7→後 3.4） 

2．他人への関心を持ってコミュニケーションを 

とろうとする。 

 （前：3.3→後：3.8） 

 両項目において参加後における数値の上昇が見られま 

す。インターンシップや自らのプロジェクト企画を実践し

ていく過程において様々な人と関わる機会が多かったこ

と、その中で自分の意見をしっかりと伝える重要性への気

づきが各参加高校生の中であったことが数値の上昇をも

たらしたのではないかと思います。実際に企画を実践した

高校生の感想の中で「以前は学校であまり話したことのな

かった子と話せるようになった。」というコメントがあり

ました。このことからユース ACT プログラムへの参加を

通じてコミュニケーションの重要性に気づき、それを日常

生活にも反映する“実践意欲”も各高校生の中で培われた

のではないかと思われます。 

 

■グループ活動に関する考察 

3．私と異なる考えを持つ人を受け容れられる。 

（前：2.8→後：4.0） 

  

4．人と協力し合って活動することができる。 

（前：3.1→後：3.7） 

 両項目において参加後における数値の上昇が見られまし

た。特に項目 3においては参加前の 2.8 ポイントから満点

の 4.0 点への大幅な数値の上昇が見られました。今年度の

高校生の活動を概観すると、企画を実践していく中で悩む

姿が多く見られました。しかし、そのような場面で他の参

加高校生の意見や、専門機関の方々や大学生スタッフから

のアドバイスを受け入れて、前に進むことのできた高校生

の姿もまた多く見られました。高校生の感想の中において

も「他の人の意見を聴くことは大事だと思いました。」とい

うコメントもあり、このことから一人で考えていては見え

てこない他の人の意見の価値や、困ったときに助け合って

前へ進むことの大切さへの気づきが各高校生の中であった

のではないかと考えられます。 

 

■主体性に関する考察 

5．進んで自分の役割を見つけ、行動に移すことができる。 

（前：2.5→後：3.4） 

6．興味のある社会的出来事を自分たちで調べる。 

（前：2.7→後：3.4） 

7．何か問題が起こったときに、まず自分たちで 

  解決しようとする。 

（前：2.9→後：3.2） 

8．すぐあきらめず、やり抜き通す。 

（前：3.1→後：3.5） 

 全項目において参加後における数値の上昇が見られます。

この数値の上昇にはインターンシップ先で活動の一員とし

て自らの役割を見出して行動したこと、企画を実践する中

で次のステップでは何をすべきかを考え、あきらめずに行

動したことなど、各高校生の活動の中における全ての経験

が要因ではないかと思われます。 

 そしてこれらの結果から本年度の活動を通じて、自らの

やりたいこと、やるべきことを考え確実に行動に移す“実践

力”と、何事にもあきらめず最後まで向き合う“責任感”が各  

高校生の中で培われたと推測されます。 

参加者アンケートの結果 
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■社会性に関する考察 

9．地域の人や大人に協力を求められる。 

（前：3.1→後：3.5） 

10．ボランティア活動に興味・関心がある。 

（前：3.3→後：4.0） 

13．私は人を信頼するほうである。 

（前：3.0→後：3.4） 

 全項目において参加後における数値の上昇が見られま 

す。インターンシップに参加した高校生からは「実際にボ

ランティア活動を体験してボランティアへの関心が高

まった。」というコメントがありました。NPOが行ってい

る活動に実際参加してみることで「ボランティア活動の力」

を肌で感じ、学んだことがボランティアへの興味関心を高

めたのではないかと思います。 

 また、企画を実践する過程で多くの「大人」と接する機

会あり、高校生の中では実際に自分の住んでいる地域の

「大人」の方々に企画の協力依頼をしに行く場面も見受け

られました。「大人」と接して“社会人”としての厳しさ、

高校生にはない新たな視点を獲得することで身の周りの

人々の大切さ、信頼関係の構築の重要性への気づきが高校

生の中であったと考えられます。 

 

■自己肯定感・社会的有用感に関する考察 

 11．私の参加により、変えてほしい社会現象が 

 少し変えられるかもしれない。 

（前：2.6→後：2.8） 

12．私は価値のある人間だと思う。 

（前：2.5→後：3.1）わずかですが、両項目において参加

後における数値の上昇が見られます。この要因としては各

高校生が行った企画の中で何らかの成果（企画参加者の心

情の変化や学び、気づき）を得られたことが考えられるの

ではないかと思います。自分の力で社会を変革することが

できる可能性をほのかに感じつつも、今回の企画の成果の

及ぶ範囲が非常に限定的であったことから、社会現象の変

化についてまで確信を抱くに至っていないことが考えら

れます。しかし、企画実践の過程で「一人の市民」として

“私”が認められ、自らの自己肯定感を育む機会を得られた

と推測できます。 

 

■自分と社会との距離感に関する考察 

（前：2.1→後：2.8） 

この項目においても参加者の数値の上昇が確認でき  

 ます。下の参加前と参加後における自由記述欄（表 3）に  

 おいて多くの高校生が参加前の段階では「社会的出来事 

 をあまり把握していない」、「社会の事を考えることはで 

 きても関わることができているかはわからない」といっ 

 たように“社会”についてあまり関われていない、理解でき 

 ていないというような意見が多く見られました。 

しかし、参加後では「たくさんの方に協力してもらった」 

 「知らなかった世界を知ることができた」といった言葉 

 が見られて、インターンシップや企画の実践を進めてい  

 く中で、多くの「大人」と接して、“社会” を肌で感じるこ 

 とができたと思われます。ユース ACT プログラムでの活 

 動の中で改めて“私”と“社会”の関係性について捉えなお 

 す機会となったようです。

後における数値の上昇が見られます。この要因としては各

高校生が行った企画の中で何らかの成果（企画参加者の心

情の変化や学び、気づき）を得られたことが考えられるの

ではないかと思います。自分の力で社会を変革することが

できる可能性をほのかに感じつつも、今回の企画の成果の

及ぶ範囲が非常に限定的であったことから、社会現象の変

化についてまで確信を抱くに至っていないことが考えら

れます。 
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表1：参加者変容に関する調査 
No アンケート項目 参加前 参加後 

1 私の考えを表に出せる、伝えられている。 2.8 3.4 

2 他人への関心を持ってコミュニケーションをとろうとする。 3.4 3.9 

3 私と異なる考えを持つ人を受け入れられる。 2.9 4.0 

4 人と協力しあって活動することができる。 3.3 3.9 

5 進んで自分の役割を見つけ、行動に移すことができる。 2.6 3.4 

6 興味のある社会的出来事を自分たちで調べている。 2.8 3.4 

7 何か問題が起こったときに、まず自分たちで解決しようとする。 2.9 3.3 

8 すぐあきらめず、やり抜き通す。 3.1 3.6 

9 地域の人や大人に協力を求められる。 3.2 3.6 

10 ボランティア活動に興味・関心がある。 3.4 4.0 

11 私の参加により、変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない。 2.6 2.9 

12 私は価値のある人間だと思う。 2.5 3.1 

13 私は人を信頼するほうである。 3.0 3.4 

 

表2：自分と社会との距離感 
事前アンケート時の平均点 事後アンケート時の平均点 

2.1 2.9 

表3：参加者変容に関する調査 [自由記述欄]  

 参加前 参加後 

A 社会的出来事をあまり把握していないから。 身の周りや社会への疑問を持って企画に移すことができた 
から。 

B 直接社会の人と話す機会などがないから。 インターンも経験させてもらって、企画でもたくさんの方 
に協力してもらったから。 

C 表面的には理解しているけど、まだわからないとこ 
ろもたくさんあるから。「行動」に移せていないから。 

大人の人や大学生の人に関われた。だけど、まだ人に頼っ 
てる“子ども”な部分もあるから。 

D 社会の事を考えることはできていても、関わるとい 
うことができているかはわからないから。 

関心はあるけど、直接の関わりは少ないから。 

E 「社会」という大きなものの役には立てていないと思うから。 社会と関わりを持ちたいけれど、具体的に行動に移していないから。 

F 世間知らずの部分があって、離れていたと思う。 色々なことをユース ACT プログラムで学んだことで、知ら 
なかった世界を知ることができたから。 

G 社会と関わりを持ちたいけれど、具体的に行動に 
移していないから。 

以前よりは社会と関わりを持つことができたし、行動にも 
移せたから。 
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■「スタトレ」による支援力の育成 
  高校生の「声」を尊重し、「力」を活かす関わりの実現ために、以下の 3つを研修の柱としました。 

  (1)シティズンシップ教育に関する基礎的な理解を得る。 

  (2)対人援助、とりわけユースワークに関する基礎技術と基盤価値を習得し、態度を形成する。 

  (3)プログラム企画運営の方法に関する基礎知識を習得する。 

 

 ◉第一回 「学びのファシリテーション・トレーニング(1)」 
  ■日程：2014 年 6月 7日（土）10 時～8日（日）17 時 

  ■場所：京都市山科青少年活動センター、学生 Place＋（キャンパスプラザ京都） 

  ■内容：・「シティズンシップ教育って何だ？」 

     ・「質問のくみたて方を磨く」（プログラムデザインのポイントを理解し、その実践方法を学びました） 

     ・「ユースワークトレーニング」（ユースワークの基盤価値を理解し、傾聴・観察・介入の技術を確かめました） 

 

 ◉第二回 「京都市の“いま”を知る」  
  ■日程：2014 年 6月 26 日（木）17 時～19 時 

  ■場所：学生 Place＋（キャンパスプラザ京都） 

  ■ゲスト：和田陽さん（京都市総合企画局市長公室政策企画係長） 

  ■内容：「京都市政出前トーク」を利用し、「京都市総合計画」を中心に、京都市において“いま”課題になっているこ

とを学びました。 

 

 ◉第三回 「傾聴トレーニング・企画力トレーニング」 
  ■日程：2014 年 8月 2日（土）13 時～19 時 

  ■場所：京都市中京青少年活動センター 

  ■内容：・「よい“きき方”とは？」（実習「いろいろなききかた」を通じて、傾聴技術を磨きました） 

       ・「企画をつくるとは？」（企画立案の方法とその流れを学び、実際に企画書を作成しました）  

  

 

 

 

 

 

 

大学生スタッフトレーニング 
本事業は、2008 年度に「ユース ACT プログラム実行委員会」の主催事業としてスタートし、2013 年度からはシ

チズンシップ共育企画が事業継承して実施しています。本年度はシチズンシップ共育企画の大学生スタッフ８名と職

員 2名が高校生の活動のサポートにあたりました。そのスタッフトレーニング（スタトレ）について紹介いたします。 
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 ◉第四回 教育ファシリテーター講座 「『ふりかえり』を究める！」参加  
  ■日程：2014 年 9月 6日（土）11 時～7日（日）16 時 30 分 

  ■場所：大阪市立青少年センター 

  ■ゲスト：川嶋直さん（キープ協会環境教育事業部シニアアドバイザー）、長尾文雄さん（フリーランス） 

  ■内容：シチズンシップ共育企画主催講座に参加し、体験からの学びを明らかとする「ふりかえり」の深め方を理解

し、その実践技術を磨きました。 

 

 ◉第五回 「ケースカンファレンス(1)」 
  ■日程：2014 年 10 月 18 日（土）13 時～19 時 

  ■場所：京都市中京青少年活動センター 

  ■内容：・参加高校生の思いや願いは何か？ 

     ・参加高校生の個人的／環境的な「強み」は？ 

     ・「あのとき」、どう関わればよかったのか？ 

     ・これからどのように関わっていくと良いか？ 

 

 ◉第六回「ケースカンファレンス(2)・中間ふりかえり」 
  ■日程：2014 年 11 月 15 日（土）13 時～19 時 

  ■場所：京都市山科青少年活動センター 

  ■内容：・ケースカンファレンスについては、共催団体の（公財）京都市ユースサービス協会の協力を得て、ユース

ワーカー等を交えて、実施しました。高校生の支援にあたるスタッフが現

場で直面する課題を取り上げ、スーパーバイズを受けながら今後の支援方

針の方向性を見いだしていきました。 

      ・中間ふりかえりについては、ふりかえりシートを使いながら、約半年間、

スタッフとして活動してきた体験を通じて学んだことや気づいたことを

明らかにし、これからの課題について、全員で分かち合いました。 

 
 ◉第七回「学びのファシリテーション・トレーニング(2)」 
  ■日程：2014 年 12 月 11 日（木）16 時～19 時 

  ■場所：同志社大学、学生 Place＋（キャンパスプラザ京都） 

  ■内容：・「いいワークショップの作り方とは？」 

      ・「改めて、シチズンシップ教育とは？」 

 

  ◉第八回「傾聴トレーニング(2)」 
  ■日程：2014 年 12 月 18 日（木）17 時～19 時 

  ■場所：学生 Place＋（キャンパスプラザ京都） 

  ■内容：「よい“きき方”とは？」（新スタッフ対象） 
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 ◉第九回「湘南まちいくプロジェクト・YEC・ユース ACTプログラム合同合宿研修」 
  ■日程：2014 年 12 月 20 日（土）13 時 30 分～21 日（日）16 時 30 分 

  ■場所：静岡県男女共同参画センターあざれあ、静岡県立大学 

  ■内容：類似の活動に取り組んでいる湘南まちいくプロジェクト（神奈川県）と YEC（若者エンパワメント委員会）

（静岡県） と合同合宿研修を行い、経験交流や学習交換を行いました。 

 
 ◉第十回「ふりかえり合宿」 

  ■日程：2015 年 2 月 14 日（土）★時～15 日（日）★時 

  ■場所：宇多野ユースホステル 

  ■内容：「ふりかえりシート」を使いながら、1 年間、スタッフとして活動してきた体験を通じて学んだことや気づ

いたこと、これからのチャレンジについて、全員で分かち合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◉日常的なトレーニング等 

  大学生スタッフは、原則毎週 1回、スタッフミーティング（スタミ）を行っており、参加高校生の活動状況について、

「活動報告シート」を用いて共有し、次の活動での支援方向を検討する場を設けていました。また、外部の研修機会を活  

 用するため、「研修参加費補助制度」を設けて、スタッフの自己研鑽を促しました。 
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        石田 大智             
        (立命館大学産業社会学部１回生) 
 私は大学生になってすぐ「ユース ACT プログラム」に

参加しました。当初は自分が今まで触れてこなかった新し

い世界に右往左往し、一杯いっぱいでした。どこかへ訪問

した際や電話での作法から知らなかった自分は、ユース

ACT プログラムについて知る前にそれらを学ぶ必要があ

りました。高校生と接するときも、初めは自分が何をすれ

ばいいのかわかりませんでした。話の仕方や聴き方、企画

の立て方など新しく知ったばかりのことを理解し、人に伝

えることは大変でした。しかし、そんな僕を高校生は頼っ

てくれる。ならば自分も応えなければなりません。他のス

タッフの力を借りながら、少しでも高校生の思いに応えら

れるようにと活動しました。すると高校生と共に活動して

いくうちに、自分の考え方や価値観にも変化がありました。

この変化に気づいたとき、この団体の名前にもある「共育」

の意味を理解したような気がしました。今年度は自分自身

に余裕がなく、高校生の心の変化や成長していく様子に目

を向けることがなかなかできなかったので、次年度はそれ

らをしっかりと見て、高校生の姿勢や考えに触れる機会を

増やしたいと思います。 

 

 

 

  

        市川 雄基 
       (龍谷大学文学部３回生) 
 私は大学生になるまで、ユース ACT プログラムのよう 

に長期間にわたるボランティアをしたことがありません

でした。大学生になる前までの活動では最も長くて 3週間

程度。そういった意味でもこの長期にわたるユース ACT

プログラムの活動にメンバーの一員として加わった当初

は「本当にやっていけるのか」、「最後までやり抜くことが 

できるのか」と不安でした。参加当初は周りのメンバーの

意識の高さに驚きつつ、時には失敗をしてしまい、他のス

タッフに助けてもらったりすることもありました。しかし

ながら、根気強く活動を続ける中でいつしかユース ACT

プログラムの活動がおもしろいと感じる自分がいました。

様々な人々とふれあい、意見交換をする中で得られる自分

にはない新しい視点、アクティブに自ら行動を起こすこと

によって返ってくるリアクションから得られる学びなど、

ACT 活動の全てにおいて日々成長している私を実感する

ことができました。このようなユース ACT プログラムに

おける学びもあり、私は現在ユース ACT プログラム以外

のボランティア活動にも参加し積極的に活動しています。

今後も自ら主体的に何か行動を起こしてみることを心に

刻み、その中で得られる様々な経験や学びを大切にしてい

けたらと思います。 

 

 

 

 

        今村 崇志 
               (龍谷大学文学部３回生) 
 この 1 年を一言で表せと言われたら、「壁」と答えます。

シチズンシップ共育企画大学生スタッフになって、「壁」

を見る機会が多くなりました。その理由の 1つとして、自

分の力を発揮する場が増えたからだと思います。報告会や

イベント、合宿等で司会を担当したり、ファシリテーター

として日々高校生の活動に携わったり、また外部へのお願

いに訪問をしに行くといった、責任感が求められ、自分の

力が直接影響する場をたくさん経験しました。自分の力が

発揮され、自分の力が直接影響を与えるということは、今

の自分の力が見えるようになるということです。 

 自分ができると思い描く司会やファシリテートを実際

にやってみると、緊張したり、言葉が出なかったりとイ

スタッフの声 
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メージとかけ離れた自分を直視することになります。その

度に悩み、苦しみました。何度やっても何度やっても、毎

回課題という「壁」が立ちふさがってきます。一つ「壁」

を乗り越えると、また新たな「壁」が…という感じで、「理

想に近づくまでにあとどれだけの『壁』を乗り越え、その

ためにあと何回自分の不甲斐なさを見なければならない

んだ。」と自分の足を止めたくなる気持ちに負けそうにな

ることは数えきれないくらいありました。 

 しかし、着実に自分が前に向かって進んでいることも

日々実感していました。前よりも上手になる司会、以前で

は少しもできなかったファシグラが少しできるように

なった、こんな些細な実感と共に同じような悩みを持って

いる仲間である大学生スタッフの存在を支えに、1 年間

「壁」と戦ってきました。このように、「壁」に一喜一憂

する 1年でした。これから先も「壁」に苦しむことがある

と思います。そのためにこの 1年間の最後に自分に励まし

として、次の言葉を贈りたいと思います。「1 歩 1 歩進ん

でいるからこそ、次の『壁』が見えてくるんだ。進んでい

ない人には『壁』は見えてこない。」 

 

 

 

 

                 今村 尚路 
                (立命館大学法学部３回生) 
  ユース ACT プログラムに参加するようになったのは、

今年度の７月初旬からでした。興味を持った理由はとても

単純なもので、「街の、都会の高校生って、どんな感じな

んだろう？」というという疑問からでした。数ヶ月、大学

生スタッフとして高校生の活動に参加して、高校生の姿を

間近で見て、参加当初抱いていた疑問はある程度解けてい

きました。 

 正直私は、高校生が自分の思いを伝えることができるの

は、自分の周りだけで精一杯で、街や多くの大人に向けて

発信する力なんてないと思っていました。だからこそ、高

校生時代の私は、そこまで広い視野を持たずに「自分がで

きることなんてこれぐらいだ」とあきらめて大人から与え

られる環境の中で生きることに満足していました。 

 しかし、私がユース ACT プログラムを通して触れ合っ

てきた高校生は、外に発信するための力や気持ちを持ち合

わせているようでした。「限界なんてない」なんてよく言

われることですが、まさにその通りなんだなと私は気づか

されました。「自分ができることなんてせいぜいこれだけ」

と自分で自分の限界を作ってしまうことに私は慣れてし

まっていたんだと思います。そのことだけでも気づく事が

できて本当に良かったと思います。 

 来年度は学生生活最後の１年になるので、「１年ででき

ることなんてこれくらい」と決めつけずに、自分がしたい

と思ったことをできるだけ行動に移していきます。そして

ユース ACT プログラムの活動にも今年度と同様に携わり、

高校生と一緒に成長していきます。 

 

 

 

 

                   岩本 清楓  
                 (立命館大学法学部２回生) 
 昨年度は自分自身の聴く力や問いかける力の成長に目

がいっていたのですが、今年度は自分自身のスキルアップ

よりも高校生の成長した様子をそばでみることができ、と

ても嬉しかったです。最初はどのように企画づくりをした

らいいのか分からなかったり、先生とのお話で緊張してう

まく言葉を出せなかったりしていた高校生が企画実施ま

でたどりつき運営している様子はとても頼もしかったで

す。また高校生の中にはユース ACT プログラムでの経験

をふまえて企画に興味を持ち、大学生になっても「こんな

活動をしたい」と言ってくれる子もいました。ユース ACT

プログラムでの活動が一度きりのものや一時的なもので

はなく、高校生の今後の何かしらの活動につながるもので

あったということを感じ、とても嬉しかったです。私自身

も大学生スタッフとしての活動を経て、興味をもつ分野や

やりたい活動がだんだんと見えてきました。次年度も大学
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生スタッフとして高校生の成長を見守り、自分自身も成長

していきたいと思っています。 

 

 

 

          瀧本 愼也 
         (立命館大学法学部３回生) 
 今年は、スタッフをやり始めて３年目となり、大学生ス

タッフの中では長老みたいになってしまいました。今まで

は先輩に頼りきりで、今年引っ張ることができるのかなと

心配していましたが、実際にやってみると自然とできてい

て、新しく入ってくる大学生スタッフにやり方を説明した

りなど、大学生スタッフで振り返りをした時にも「頼りに

していた」などと他のスタッフが言ってくれてとても嬉し

く感じました。また、今年スタッフをやってみてファシリ

テーターという役割を担えたのではないかと感じていま

す。１年目は右も左もわからない状態で大学生スタッフを

やり、２年目は企画コースをあまり担当していなく、ほと

んどを先輩らに任せていたということがあり、３年目で

やっとファシリテーターという役割をしていたと思いま

す。 

 今年度も無事高校生が参加してくれて、結果として５つ

の企画が生まれましたが、全員ばらばらで活動していたこ

ともあり全ての高校生の活動を見られなかったのが残念 

 

     

 

        堀口 真由 
       (龍谷大学政策学部４回生) 
 私がこのプログラムに大学生スタッフとして参加し始

めたのは今年の 11 月からなので、高校生の活動に関われ

たのは後半からでした。けれど、高校生の企画が終盤を迎

え、活動のふりかえりに参加して、各高校生の活動の全体

像のいくらかを知ることができました。そのとき感じたの

は、「自分も高校生のときにこんな経験をしてみたかった」

ということです。企画をつくるために、自分は何に興味が

あるのか、その中で本当に自分がしたいことは何かを追求

し続ける。また、活動で出会う様々な人との関わりのなか

で、知らなかった自分の一面を知る。ユース ACT プログ

ラムを通じて、自分を再発見していく高校生の姿を見て羨

ましいと感じました。それはきっと高校生が自ら考え、自

ら行動してきた成果です。私は来年から社会人ですが、社

会に出ても高校生たちの姿を忘れずにいたいと思いまし

た。社会に出る前にこのような経験ができるのは、大きな

財産ですが、それは人が生き続ける限り大切なことだと思

うからです。 

 

るとは思いますが、関われる度合いで関われたらと思って

います。 
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なぜ「荒野」に立つのか？ 
シチズンシップ共育企画 
代表 川中 大輔 
 「安全な暖かい家庭、バラの匂う美しい庭、友情や、愛

や、優しい夢や、そんなものの一切に、或る日突然、背を

向けて荒野を目指す。だから彼らは青年なのだ。」 

 五木寛之は『青年は荒野をめざす』（文春文庫、1974

年）でこう記した。ユース ACT プログラムで活動する日々

は、大学生や地域の方々、異なる学校の生徒との新たな出

会いや交わりがあって、確かに楽しさもある。異日常にお

ける協働と探究には、新鮮なやりがいも感じられよう。 

 しかし、自らの問題意識を掘り起し、それを具体的なプ

ロジェクトとして形にしていくことは、楽しいことばかり

ではない。物事を深く掘り下げて考え、企画書や広告物を

制作し、様々な大人と交渉して、自らの手で参加者や協力

者を募るなど、寧ろ苦労することも多い。「遊びたい、楽

をしたい、休みたい…」といった誘惑に負けず、その苦労

に真摯に向き合う。サポートにあたっている大学生らもま

た同じである。なぜか。それは彼女ら／彼らが、青春を生

きているからに他ならない。 

 学校と家庭を往復する日々に安住するのではなく、新し

いものの発見と創造を目指して、未知の荒野へと歩みだす。

未知の荒野に立つことは不安だろう。しかし、それを恐れ

ぬ冒険こそ、青春の証である。冒険の旅路では、心沈むこ

ともあれば、心躍ることもある。その一つひとつで、自己

と対峙することとなる。このように未知の荒野に立つとき、

私たちは多くの問いを示される。その問いに応答していく

経験が「おとな」となっていく上で、かけがえのない糧と

なる。だからこそ、青年よ、荒野をめざそう。 

 
 
 
 
 
 
 

 

公益財団法人京都市ユースサービス協会 
米田 光晴 
 ユースサービス協会では「若者の市民参加、地域社会へ

の参加を促す」ことを一つのミッションとして掲げており、

若者に社会参加の機会づくりや場づくりを提供している

ユース ACT プログラムと継続的に関わりを持たせていた

だいております。その関わりの中で、大学生ボランティア

が中心となって集まった中間発表会やプログラム報告会

に参加しました。特に、中間発表会では企画として生まれ

たばかりの状態だったのが、ほんの数ヶ月後の報告会では

色々な成果を生み出していることが発表され、とても感動

しました。 

 今、国会では若者の社会参画をめぐる一つの法案、公職

選挙法の改正が議論されています。それが可決すれば、18

歳から選挙権が得られ、自ら望まなくても社会のほうから

参加を求めてくる様になります。しかし、2014 年 12 月

の衆議院選挙において、20 代の投票率は 37.89％という

結果でした。これは、10 人のうち約 6人は選挙に行って

いないことになります。選挙に行かない理由は様々考えら

れますが、若者と社会との結びつきが弱いことを表す一つ

の結果として考えることができます。 

 一方で、今回、参加した高校生が考えた企画は自分が抱

える悩みや疑問という身近なところからスタートし、それ

らを社会的な課題へと広げていきました。そして、その解

決のために周囲を巻き込んでいき、企画実施へとつなげて

いきました。自分の思いを中心に波紋を広げる様に人をつ

なげ、変化を与えていく。自分が動いた結果、社会も動い

ていき、若者と社会とのつながりを強くしていく。まさに、

「若者の市民参加、地域社会への参加を促す」ことであり、

若者と社会との結びつきを強めていくことにつながる成

果だと思います。 

 今回参加したみなさんが企画を通して得た経験や自ら一

歩動くことで社会が動く体験を今後周りに広げていくと

共に、継続的に活動し、ますます活躍していくことを期待

しています。 
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主催・共催団体スタッフより 



 
 
・チームでのプロジェクト実践による協働問題解決スキルの涵養へ 
 今年度は高校生一人または二人で一つの企画をつくりました。その分、一人ひとりの意志は尊重され、独立性も高まり、

個々の力が大きく求められることになりました。しかし、その分、ものの見方や発想の仕方が固定化しやすく、壁にぶつ

かった時も立ち止まりやすかったことは否めません。 

 次年度からは、複数名でのチームで活動することとして、他者との協働のもと、広い視野や豊かな発想でもって、問題

解決にあたっていくようにいたします。この過程を通じて、自らの意志や考えを尊重しつつ、同時に異なる意志や考えと

の民主的で創造的な調停を導く力を磨く機会にしていきます。 

 

・「NPOインターンシップ」と「プロジェクト企画実践」の結びつきの強化 
 今年度も高校生は NPOインターンシップから多くの学びを得ています。しかし、その学びとプロジェクト企画との結

びつきは弱いところが否めません。そこで、次年度は、プロジェクト企画実践で取り組むテーマに関連する NPO等へイ

ンターンシップすることとし、二つのコースの結びつきを強化していきます。 

 

・参加者募集の広報を拡大 
 今年度の参加高校生が所属する学校校は２校に限られました。多様な参加者を得て、学びあいを豊とするため、より多

くの学校等への呼びかけていき、参加者募集の広報先を拡大します。 

 

・大学生スタッフの連携の強化 
 今年度は複数の大学生スタッフが高校生一人ひとりをサポートすることとして、担当制による固定化をいたしませんで

した。このことにより、多様なアプローチによる関わりが実現しました。しかし、高校生と大学生、大学生と大学生の間

での情報共有では充分さを欠くところも見られました。次年度からはスタッフミーティングでの情報共有に加えて、ケー

スカンファレンスの機会も増やし、大学生もチームとしてサポートしていきます。 

 
 
 
 
 
 
  

課題と次年度の展望 
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