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京 都 の 跡 取 り は 誰 ？
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人前で話すなんて、
恥ずかしい…。

人前で意見言うのも、
悪くないかな。

自分のつくった企画を、
今後も続けたい。

ここでなら、

私らしくいられる。

一緒に動く仲間がいたから、

最後まで頑張れた。

人の気持ちも、

ちょっと考えてみようと思う。
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何か
新しいことが
したい。

とりあえず、何か
被災した人の力になりたい。

震災支援がしたい。
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ユース プログラムとは

「まちの跡取り」を育てるために。
　現在、京都地域でどの程度の高校生がまちづくり活動に
参加しているでしょうか。教室の中での地域学習やまち歩
きを通じた地域理解の取り組みはあっても、街の中でまち
づくりの実践活動に取り組んでいる事例は少ないでしょ
う。若者が社会づくりの担い手として育っていくためには、
知識や技能の習得のみではなく、行動する態度の形成や、
状況や場面によって知識や技能を使いこなす応用力が必要
です。そうしたものの形成には「現場」での実践体験活動
が不可欠です。
　そこで、学校外の現場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
象プログラムの充実度と比較して、高校生対象プログラム
は皆無に等しい現状です。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を、「ま

スケジュール
　2011年度のユースACTプログラムは、「長期実践コース」
と「東日本大震災支援コース」の 2コースを用意しました。
「長期実践コース」は、高校生が自分たちで取り組みたい
社会課題をテーマに選び、その解決のための企画立案／実
施／ふりかえりを半年間かけておこなうものです。一方の

ちの跡取り」として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。

　具体的には、高校生が学校を超えて集った仲間たちと一
緒に「まち」と向き合いながら、各自の社会への問題意識
を育み、まちを良くするための具体的な企画を立案します。
そして、その企画を実施し、最後は自己評価と社会発信（活
動報告）まで取り組みます。PDS（Plan-Do-See）サイク
ルに一貫して取り組むことで，多様な状況への対応力が高
まり、また実践的な行動が身に付きます。
　また、高校生をサポートする大学生についても、高校生
の企画を支えながら、プログラム本体の企画運営も行い、
社会の担い手を育てる営みに目を向けることにつながって
います。

「東日本大震災支援コース」は、2011 年 3 月 11 日に起こっ
た東日本大震災を受け、「震災復興のために、京都ででき
ること」というテーマを掲げて設置しました。こちらは活
動対象を高校生から大学生まで広げ、長期実践コースと同
じく半年間かけて企画づくりとその実践に取り組みます。

東日本大震災
支援コース

長期実践コース 「京都のまちをよくする」ための企画を立案・実践
○対象：京都地域の高校生

東日本大震災の被害に対して、「京都に住む私たちができること」を 企画・立案・実践
○対象：京都地域の高校生、京都地域在住・通学の大学生



3ユースACTプログラム報告書 2011

2 ユース ACT プログラムとは

4 参加者紹介
5 企画紹介
6 活動スケジュール

7 企画立案合宿

8 長期実践コース
 　HEART's キャンプ
12 東日本大震災支援コース
 　「僕たちにできる震災支援」
16 Catch connect cafe :）

18 ふりかえり
19 活動報告会
20 参加者の感想
22 スタッフの感想

24 実行委員のメッセージ
26 実施体制
27 決算
28 アンケート
30 課題と次年度の展望
31 巻末付録
 「Tohoku Kansai Exchange Program報告書（ダイジェスト版）」
41 マスコミ掲載資料／広報資料

目次



4 ユースACTプログラム報告書 2011

参加者紹介

井手 悠翔さん（ゆうと）
城陽市立城陽中学校 2年

なぜ ACT に参加したの？
お姉ちゃんが（過去にスタッフを
やっていて）楽しそうやったから。
皆で一つの企画を一から作ることが
楽しみだった。

川口 舞花さん（まいかちゃん）
京都外大西高等学校 1年

なぜ ACT に参加したの？
学校の先生に誘われたから。皆で企
画するのが楽しみだった。

鳥羽 真佐実さん（とばちゃん）
京都外大西高等学校 1年

なぜ ACT に参加したの？
テーマが「いじめ」と聞いて、以前
自分も体験してつらかったので、力
になりたいと思ったからです。自分
たちの力で計画をつくり、何かをや
り遂げたいと思っていました。

岩城 和来さん（にっきぃ）
京都外大西高等学校 1年

なぜ ACT に参加したの？
以前、外国の人たちとキャンプをす
るという企画があったと聞いて、自
分でもそういった企画をつくってみ
たいと思ったから。さまざまな年代
の人と関わってみたいと思った。

瀧本 愼也さん（たっきー）
立命館高等学校 3年

なぜ ACT に参加したの？
スタッフの人に誘われて企画をつ
くって実行することが面白そうだと
思ったから。初対面の人達と何かひ
とつ企画を一から作り上げることも
楽しみでした。

森田 優希さん（ゆうくん）
KTC中央高等学院

木上 裕貴さん（じょー）
京都産業大学 4年

なぜ ACT に参加したの？
震災から約2ヶ月、自分の中のどこか
で「支援をしたい」という気持ちがあ
り、偶然出会ったユースACTプログラ
ムはそれを共有することができる人が
いて、実現するための場と感じたから。
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企画紹介

キャンプ
コンセプト
Heartfull（あたたかい）Enjoy（たのしい）Action（活発な）
Round（輪になって）Teenager’s （10 代の）

概要
「いじめをなくしたい、未然に防ぎたい！」という思いからスタートし、
悩みを相談し合える友だち関係をつくることを目的として、企画し
ました。同年代の中高生同士が仲良くなり、悩んでいるのは 1人で
はないんだと思える場になるよう、レクリエーションやこれまでの人
生について語り合う時間などを詰め込んだ２日間のキャンプを実施し
ました。

僕たちにできる震災支援
コンセプト
「困った」を「よかった」に変えるつながりを作る

概要
「避難者の方に、京都に来てよかったと思ってもらいたい」「震災支
援に関わりたいと思っている高校生をつなげたい」という思いから、
つくり上げた企画です。避難者の方に高校生や大学生が出会い、現
状を知り、震災に対する関心を高め、「お手伝い」を通じた交流を育
むことを目的としました。

コンセプト
参加者の心をキャッチして、参加者とゲストの心をつなぐ

概要
高校生世代が、学校の枠を越えて様々な活動をしている高校生と出会
うことによって、「他にどんな活動があるんだろう？」と興味を持っ
たり、「何か活動をしてみたい！」と新しい行動を起こしてほしいと
思い、企画しました。

：）
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活動スケジュール

企画立案合宿
　高校生が自分の暮らすまちや自らの
生活、環境のなかで課題に感じている
ことをテーマとして選び出し、企画を
つくり上げる合宿です。他の高校生や
サポーターの大学生との関係を深めつ
つ話し合いを進める中で、プログラム
がスタートします。

スクーリング
　企画立案が終わっても、実施できる
形にするまでに高校生は幾度も迷いや
困難に直面します。スクーリングでは、
市民活動に取り組む大人たちが、日常
の活動をサポートする大学生とは別の
視点から、企画へのアドバイスや提案、
時に胸に刺さるような問いかけを重ね
て高校生と関わる場です。

ふりかえり
　ここでの「ふりかえり」とは、プロ
グラムのできばえの評価という意味だ
けではなく、一緒に企画に取り組んだ
仲間との関わり合いの中で、何に取り
組み、気づき、学んだのか、自分がど
んなことや人に影響を受けたのか、と
いった「わたし」の成長に焦点を当て
るものです。この機会を通じて、プロ
グラムを通じて何を得たのかをじっく
りと見出していきます。
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企画立案合宿
内 容
くらしの中で気になる「まちの問題」を洗い出し、その問
題の解決のために何ができるかを考え、企画の目的、内容、
対象、名称などを決定しました。また、これから共に企画
を進めていく仲間となるメンバー同士で、互いを知り合う
ための時間も設けました。

日 時
2011 年 11 月 5日（土）～ 6日（日）

場 所
京都 YMCAリトリートセンター

お互いを知ろう！
お互いの趣味やこ
の合宿への期待な
どを知り合うゲー
ムを通して、仲を
深めました。

プログラム開始・オリエンテーション
京都駅に集合し、施設に移動しました。

懇親会
企画からは少し離れて、オフの時
間。寝る前の時間を使って思い思
いに語り合い、懇親を深めました。

企画を仕上げよう！
午後からの企画発表に向けて、企
画の概要を詰めていきました。

昼食

夕食・入浴

プログラム終了

京都駅解散

昼食

朝食

就寝

「何に取り組もうか…？」
－企画をつくろう！

長期実践コース、東日本
大震災支援コースに分か
れて、取り組むテーマを
決め、企画内容を詰め
ていきました。長期実

践コースは、「自分のまちに点数をつけるとした
ら？」「その理由は？」などの問いかけに 1人 1
人答えていく中で、テーマが「いじめ」に決まり
ました。一方の東日本大震災支援コースは、最初
に震災への思いを分かち合いました。その後、そ
れぞれが知っている被災地の状況や支援活動につ
いて共有し、「今、何が求められているのか？」
について整理していきまいた。

今後活動していくための
プランを立てよう！
企画案に対して返しても
らったコメントを受けて、
今後取り組むべきことに
ついて整理しました。

「緊張するけど…」
－企画を発表しよう！

長期実践コースのメン
バーは、「いじめを減ら
したい！」という思いで、
他者と自分の違いについ
て考えることのできるプ

ログラムを発表。東日本大震災支援コースのメン
バーは、「被災者の人に笑顔になってほしい」「一
度被災地にボランティアに行った人が、今度は旅
行で被災地に行くツアー」という 2つの企画案に
ついて発表しました。ユース ACT プログラムの
実行委員の方からのコメントを受け、今後詰めて
いく宿題をもらいました。

10:00

17:00

15:00

12:00

07:00

18:30

10:30

12:00

18:00

13:00

22:00

20:00

09:00

13:00

11月5日（土）

1 日目

11月6日（日）

2日目

いじめは身近にあって、しかもニュースなど
でも取り上げられている問題。だからなくし
たいと思った。（長期実践コース高校生）

身近な人が東北にいるので、他人事のように
なかなか思えない。何か出来ることがあれば
と思うけど、一体何が求められているんだろ
う…。（東日本大震災支援コース高校生）

これから、どんな内容になっていくかが楽し
みだった。でも、全く知らない人の前で企画
の内容を発表したので緊張した。（高校生）

コメントをもらい、これまで見えていなかっ
た課題が高校生にも見えてきたようでした。
今後の企画が楽しみな気持ちと、今後どうサ
ポートしていったらいいだろうか…と考える
機会にもなりました。（大学生）
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キャンプ
長期実践コース

学校外に居場所や友人が欲しい中高生世代、人間関係に悩みを持っている中高生世代

2012 年 1 月 27 日（土）10 時～ 28 日（日）17 時 京都宇多野ユースホステル

「いじめをなくしたい・減らしたい」「いじめられてい
る人たちを助けたい」という思いからスタートした企
画です。学校に居場所がないと感じている、いじめら
れた経験がある、人間関係で悩んでいる…そうした人
が自分の経験を語ることで気持ちが楽になったり、相
談し合える関係をつくることがねらいです。

目的

Heartfull（あたたかい）
Enjoy（たのしい）
Action（活発な）
Round（輪になって）
Teenager’s （10 代の）

コンセプト

対象

日時

実施までの流れ

場所

参加者やスタッフ同士が交流を深めたり、互いの悩みについて話し
合う 1泊 2日のキャンプを行いました。1日目は、お互いを知り、
仲良くなるためのコミュニケーションゲーム、カレーづくり、お菓
子パーティーなどに取り組みました。2日目は、お互いにより深い
ところまで知り合うため、これまでの人生をふりかえって語り合い、
お互いの人間関係の悩みを聞き合う時間を持つなどしました。

内容

井手 悠翔（ゆーと）城陽市立城陽中学校 2年
岩城 和来（にっきぃ）京都外大西高等学校 1年
川口 舞花（まいか）京都外大西高等学校 1年
瀧本 愼也（たっきー）立命館高等学校 3年
鳥羽 真佐実（とばちゃん）京都外大西高等学校 1年

企画者

11月
20 日

11月

第 1回スクーリング

「みんな、こんなこと考えてたんや」―もう一度、思いを共有

立案された企画を中高生が発表し、その後実行委員や事務局スタッフから質問やコメ
ントを返し、意見交換をおこないました。「今まさにいじめられている人」は、「いじ
めがテーマのキャンプ」には来にくいのでは…といった意見も返されました。

スクーリングでの指摘を受けて、もう一度「どんな人に参加してもらって、どんな風
に変わってほしいか」を、一人一人が出し合いました。それまでは、企画の内容に対
して目が行きがちでしたが、中高生も大学生も、他の人がどんな思いを持っているの
かを知ることができました。「1人じゃないと思ってもらいたい」「気持ちが楽になっ
てほしい」この企画で生み出したいものをお互いに知り合うことで、おぼろげながら、

皆が本当にやりたいことが見えてきました。
最初は、どこに向かっているか分か
らなくなりそうでしたが、改めて何
を目指してやるのかが確認できてよ
かったです。（高校生）

一口に「いじめを減らす、なくす」と言っ
ても、その思いや言葉の意味は違っていて、
おぼろげながら、皆が本当にやりたいこと
が見えてきた気がしました。（大学生）

皆が本当にやりたいことが見えてきました。
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12 月
8 日

1 月

第 2回スクーリング

「事前に納得いくまで確認してよかった」―キャンプ直前の準備

立案された企画を中高大生の参加者が発表し、その後、実行委員や事務局スタッフか
ら質問やコメントを返し、意見交換をおこないました。

いよいよ、キャンプに向けての準備も最終段階。キャンプ決行の数日前、中高生と大
学生スタッフでキャンプに向けての最終準備をしました。ワークのリハーサルや当日
の役割を確認していきました。大学生スタッフは中高生のメンバーに対して、当日ど
のように関わっていくのかを話し合いました。

キャンプ直前にメンバーがなかなか集ま
れず不安でした。そんな中でも、当日の
ワークの中身を実際に自分たちで一度
やってみたり、丁寧にリハーサルをやっ
ていたことで、当日スムーズに進んだの
だと思います。（高校生）

この頃、大学生のスタッフは中高生との
関わりを模索していましたが、「企画の主
体は中高生であること」を意識した関わ
りをしよう、ということを改めて確認し
ました。キャンプ当日の自分たちのかか
わりかたについて意識をそろえるきっか
けとなったと思います。（大学生）

12 月
「すらすら言葉が出てきた」－キャンプのネーミングを決定

広報開始を目前に控えた 12 月。この日はキャンプの名前を考える日。中高生は、ど
んなキャンプにしたいかを改めて確認しながら、大切にしたいキーワードを出し合っ
ていきました。この日は普段よりも、どんどん言葉が生まれてきました。そうした中
で、生まれた言葉をつなぎ合わせてできたのが「HEART‘s キャンプ」でした。このネー
ミングが決まることで、改めてこのキャンプの目指すものがはっきりしたようでした。

あの日はなぜかすらすら考えが浮かんで
きた。話も盛り上がってどんどんアイデ
アもふくらんで、話し合いがいつもより
も楽しかったです。（高校生）

なかなか意見の出ないミーティングも多
かったですが、この日は積極的に意見が
出ている様子が、見ていて嬉しかったで
す。（大学生）
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09:30

吉田 安祟（やすたか）ECC 学園高等学校 2年
小山 拓矢（たく）KTC 中央高等学院 2年

参加者

井手 悠翔（ゆーと）城陽市立城陽中学校 2年
岩城 和来（にっきぃ）京都外大西高等学校 1年
川口 舞花（まいか）京都外大西高等学校 1年
瀧本 愼也（たっきー）立命館高等学校 3年
鳥羽 真佐実（とばちゃん）京都外大西高等学校 1年

ユース ACT プログラム参加者 ユース ACT プログラムスタッフ
井上 栞（立命館大学 2年）
谷口 優樹（同志社大学 3年）
辻 悠介（立命館大学 4年）
八田 尚子（立命館大学 1年）
鈴木 陵（シチズンシップ共育企画 事務局次長）

「勇気を出して話しかけてみたけど…」－会場へのバス移動

10:30 オリエンテーション

12:00 昼食

14:45 買い出し

自己紹介「人間ビンゴ」

「意思疎通ゲーム」

「一緒につくって、ちょっと仲良くなれた！」－カレーづくり

初めて会うスタッフと参加者が京都駅に集まり、バスで移動しました。年上の参加者
に戸惑いながらもこれからの2日間をよりよいものにするために、岩城さん（にっきぃ）
が参加者の 2人に話しかけました。しかし 2人も緊張からか反応がなく、お互いにど
うすればいいか分からないまま時間だけが過ぎていきました。井手くん（ゆうと）も
話しかけてみましたが、共通する話が見つからず、なかなかうまく話せていませんで

した。「仲良くなる」ことはそう簡単にはいかないことを実感する瞬間でした。

安心してお互いのことを知り合い、「話しかけてみたい」と思えるように自己紹介を
しました。シートを使って「実はマニアックな趣味を持っている人！」「実は将来の
野望を持っている人！」などの情報を聞き合いました。

お題に対してみんなでヒントを出しあって一つの答えを導く「意思疎通ゲーム」を使っ
て夕食の食材を決めました。

1日目の夕食はみんなで自炊をしました。メニューは、カレーライス。それぞれの家
庭の味が入った具材たっぷりのカレーになりました。カレーを作る係とサラダを作る
係に分かれて、スタッフも参加者も全員で作りました。カレー係のにっきぃと小山く
ん（たく）が一緒にジャガイモを切る姿は、お互いに近づいていく様子のように見ら
れました。

朝は話しても反応がなくてぎくしゃくし
ていたけど、カレーを一緒に作る中で話
せるようになりました。食べる時も趣味
の話ができてよかったです。（高校生）

午前中は、参加してくれた 2人とスタッ
フがあまり接触していなかったので、正
直なところ焦っていました。しかし、こ
の時間で少しずつ距離を縮めているよう
にも見えていたので、一安心しました。（大
学生）

キャンプ - 当日

10:40

13:00

16:00

1 月 28 日

1 日目

した。「仲良くなる」ことはそう簡単にはいかないことを実感する瞬間でした。

買い出し

ユース ACT プログラムスタッフ
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18:00 夕食

11:45 夕食

21:00 交流会

「明日はもっと、自分から話しかけたい」－スタッフミーティング

「話の聞き方」の練習

キャンプができた経緯や思いを説明

「仲間がいたんだ、と思えた」－悩みを語り合う

「キャンプのふりかえり」

「もっと話を聞いてみたい！」－過去をふりかえる

1 日目のセッションが終わった夜に、スタッフミーティングが持た
れました。1日を振り返ってみて、「参加者の 2人とあまり仲良く
なれていない」など、全員が参加者との距離を感じていることが分
かりました。「明日は、過去を話してもらったり、本音を話してもらっ
たりするために話していきたい」と決意を新たにしました。

2人ペアになり、3つのお題についてそれぞれ違う聞き方で聞き合う時間を持ちました。3つの
うちどれが聞きやすかったか、相手がどんな反応なら自分は話がしやすかったかを、ワークの中
での出来事を使って話しました。

スタッフのゆうとから、「いじめ」をテーマに企画がスタートしたこと、このキャンプでお互い
のことを知り、相談できるような関係になってほしいことなどが伝えられました。

過去の自分について話したあとに、「今の自分が悩んでいること」を打ち明けました。
いままで友だちにも言ってこなかった思いを紙に書いて、ひとりひとりの思いを聴い
ていきました。スタッフ同士でも「そうだったんだ」という反応もあり、新しい一面
を見ることができました。

2日間をふりかえりました。円になり、順番に感想や、これからチャレンジしてみたいことにつ
いて聞き合いました。「人見知りがとれてきた気がする」「来れてよかった」といった感想が聞か
れました。

ワークシートを使って小学生のころからの自分についてふりかえりました。「楽しかっ
たこと」「つらかったこと」などを書いたシートの中で、今みんなに話したいことをお
互いに話しました。たくが口をもごもごさせて何か言いたげな様子に対して、にっきぃ
やゆうとが「どういうこと？」「それで？」と問いかけるなど、積極的に話に入り込む
場面がありました。次第に、たくとやすたかの表情も柔らかくなっていました。

昨日とは雰囲気が変わり、みんなの過
去を聞いてみて自然と「どんどん話を
聞いてみたい」という思いになりまし
た。みんなが、それぞれの話に聞き入っ
ていたと思います。（高校生）

今まで大学生も輪の中に入っていましたが、こ
のセッションは入りませんでした。初め、高校
生たちは「どこまで話していい場なのか」を探っ
ているようでしたが、話していくうちにみんな
がリラックスしながら話したいことを話し、聴
き合っていているように見えました。（大学生）

22:00

09:15

08:40

09:00

12:30

16:00

1 月 29 日

2 日目
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「僕たちにできる震災支援」
東日本大震災支援コース
「僕たちにできる震災支援」

東日本大震災によって京都に移住してきた避難者の方々の中には、「力仕事が
できない」「京都と前の土地では勝手が違い困っている」といった声があがっ
ています。この企画では、そうした方々と「震災支援のボランティアをしたい」
と思っている高校生をつなぎ、〈困ったこと〉を訴えかけられた方に対してお
手伝いをすることで、「京都に来たから困っている」という状態を「京都に来
てよかった」と思ってもらうことがねらいです。

目的

東日本大震災によって京都に移住してきた避難者の方
震災支援ボランティアをしたいと考えているが、
活動の場がない高校生（スタッフとして募集）

対象
「困った」を「よかった」に変えるつながりを作る

コンセプト

実施までの流れ

事前研修　3月 10 日（土）13 時～ 17 時／キャンパスプラザ京都　学生 Place+
実　　施　3月 12 日（月）12 時 30 分～ 17 時 40 分／避難者自宅
ふりかえり　　　　　　　18 時～ 19 時／中京青少年活動センター

場所

避難者の方の自宅に伺い、部屋の模様替えや片付けのお手伝いに取り組みました。フィールドワークの中で出会った避難者の
方から「腰が悪くて掃除ができない」、「おばあちゃんが歩行器を使っているが、家に物が多くて移動が困難」などの声を聞き、
そうした声に応えようと、活動する高校生を募り「困りごとを解決し、京都にきてよかったと思ってもらうには、どうしたら
いいか？」を共に考えました。

内容

11月
20 日

第 1回スクーリング

立案された企画を高大生が発表し、その後実行委員や事務局スタッフから質問やコメ
ントが返され、意見交換をおこないました。

11月
「相手の気持ちを考えること、大事やなぁ」ー何ができるか分からず、立ち止まる

企画立案合宿から震災に対して何をしようかと考えましたが、被災地は遠く、また「被
災者に直接の支援をしたい」という思いもあったので、何をしたらいいのかわからな
いままに時間が過ぎていきました。

「被災地に行きたい！」と思っていた。被
災地に行って、何か力になりたいと考え
ていたけど、被災者の立場になって考え
ることで、被災者の力になることは一朝
一夕では難しいとわかった。（参加者）

京都からの支援を考えた時、チャリティ
イベントや啓発活動などをイメージして
いましたが、高校生が「直接的に被災者
に対して何かしたい」と強く主張したの
で、これからどんな企画ができるのだろ
うかと、楽しみな反面、不安にもなりま
した。（スタッフ）
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2 月
19 日

「まだ困ってるやん！」－ニーズを再確認

あつまっぺ！年末大掃除祭でのボランティア活動に参加

近畿ろうきんNPOパートナーシップ制度・被災地復興支援の取り組み
“冬の京都へようこそ！東映太秦映画村で遊ぼう！”（被災避難者応援企画 ) でのボランティア活動

12 月
4 日

うつくしま☆ふくしま in 京都　年越し祭でのボランティア活動に参加

初めて、避難者の方が集う場所に足を運びました。お祭りに参加しながら、避難者や支援者の方々とお話する
時間を持ちました。

２月に参加した別のボランティアで偶然、大掃除でお手伝いをした避難者の方にお会いしました。その方と世
間話をしていると、大掃除の後も人の手を借りたいことがたくさんあり、困っているとのことでした。

避難者のお宅を訪問し、大掃除の活動に取り組みました。「僕たちにできる震災支援」を実施することになる
ご家庭の方と、このボランティア活動を通じて出会いました。

「あつまっぺ！」年末大掃除で出会った避難者の方とここで再会しました。

12 月

避難者のお宅へ大掃除のボランティアに
行ったとき、やっぱり僕らでも力になれ
るんだと感じた。帰りにお土産をもらっ
て、それを見ると「あの人元気かな」と
思い出して、僕らも何かあげれたらよかっ
たなと思った。（参加者）

「まだ困っている」ということを聞いてなんと
かしたいと思った。このときに「これがニー
ズなんだ」とわかった。散々悩んできたけど、
「困った」ことを手助けするだけという、とて
もシンプルなことでニーズに応えることがで
きるんだと気づいた。（参加者）

「何かあげれたらよかった」という思いを
聞いて、何かを一緒に作る企画や、ひな
祭りなどのイベントにのっかり、「十二単
を着て人間おひな様イベント」の企画な
ど、たくさんアイデアが出ました。しかし、
思いは出たもののニーズは見えず、後一
歩のところで前に進みだせないままでし
た。（スタッフ）

お手伝いに行く企画が進み、「もう一度行って
も、また次も困ることがあるんじゃないか」
と思いました。しかし、企画のコンセプトが
「つながり」になり、企画が終わってもお手伝
いに行くということや、他の高校生も巻き込
んでたくさんの人がつながるように企画が考
えられて、「いい企画ができた」とこちらも嬉
しくなりました。（スタッフ）

12 月
21 日 第 2回スクーリング 立案された企画を大学生が発表し、その後、企画の目的などをより洗練させていく

ための意見交換をおこないました。

「悩むより、まず動かないと！」－ボランティア活動への参加を決める

京都で被災者に支援する方法を考えているうちに出てきたのが避難者の存在でした。
しかし、だからといっても避難者に対して何をすればいいのかわからないままでした。
そこで、「わからないなら聞きに行こう」と、避難者支援に取り組んでいる団体のボ
ランティアに参加することにしました。
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小川陽平（立命館高等学校 3年）

参加者

木上裕貴（京都産業大学 4年）
ユース ACT プログラム参加者

ユース ACT プログラムスタッフ
山口貴宜（大谷大学 4年）、鈴木陵（シチズンシップ共育企画 事務局次長）

13:00 スタート

13:10 アイスブレイク

14:15 休憩中

13:30　「京都への避難者の現状について」

「僕たちにできることはなんだろう？」－企画当日のオリエンテーション

今回参加した高校生と共に、これまで避難者支援のボランティアに参加してきた中で
感じたことや直接聞いたリアルな情報を共有する時間を持ちました。「今どんなこと
が求められているのか」など疑問に感じたことが質問に帰ってくるたび、それぞれが
持つ情報を元に濃い議論に繋がっていきました。

「普段の私」、「震災と私」についてみんなで共有しました。「震災と私」では震災が起こった当初か
ら1年を迎えるにあたって、今までの気持ちの移り変わりや今の気持ちについて分かち合いました。

さきほどまでの議論も引き継がれ、休憩の時間にも 4人の話は続いていました。小川くんが震災へ
の想いを話す姿に、大学生も「もっとお互いの考えを聞いてみたい」という雰囲気となり、年齢に
関係なく議論が高まっていった瞬間でした。

避難者のお宅で具体的に何をするのかという「頭の準備」と、どんな気持ちで取り組
みたいかという「気持ちの準備」を話し合いました。避難者の方に京都に来てよかっ
たと思ってもらえるよう、サプライズプレゼントを用意することにしており、「どん
なものがいいか？」「どうすれば自分たちの気持ちが伝わるか」について密度の濃い
議論を全員で行い、メッセージ入りフォトボードに決まりました。

今まで震災のことを本気で話し合う場は
あまりなかったが、違う場で活動してい
る大学生の話を聞きながら、自分の想い
も言葉にすることが出来た。そのような
高校生の気持ちを聞きながら、いよいよ
自分たちの企画が始まることに気持ちが
高まっていました。（参加者）

企画のボランティアとして募集した高校
生と、震災支援に向けて考え合う場を持
ち、改めて「楽しい」と感じていました。
高校生でもこんなに考えていることがあ
るのだと、感心しながら、実施に向けて
チーム全体が前向きになっていました。
（スタッフ）

「僕たちにできる震災支援」当日

13:30

14:30

3 月 10 日
事前研修

「僕たちにできる震災支援」当日
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16:00 終了
17:00 サプライズプレゼント買い出し

集合

活動終了

活動終了

「困っている、に応えるには」-中京青少年活動センターでふりかえり

感想共有

「グッと近い距離感で」－避難者宅に到着、活動開始

サプライズプレゼント！

プレゼントの最後の準備をしながらの、少し浮き足立った集合でした。全員がそろったところで
移動する前に「今日、どんなことを大切にして活動したいか」というテーマを 1人ずつ宣言しま
した。「活動を楽しみたい」「繋がりをつくれれば」そんな想いをそれぞれ持って挑みました。

本来の終了予定時間は 16:00。1 時間オーバーとなり、時間をうまく使い切れなかった部分は反
省点でしたが、「もっとこうしてあげたい」という気持ちがお手伝いに繋がっていたようでした。
自分たちの力が活かされていると感じていた時間だったのかもしれません。

「困っている人がいれば助けてあげたい」「つながりって大事」などの感想を分かち合い、「今後、震
災に対してどう向き合っていきたいか」というテーマについても話しました。その中で「震災」だけ
ではなく「人の困りごとにどう応えるか」という幅広い内容についても、分かち合う時間となりました。

全員から出た言葉は「楽しかった」でした。それぞれが感じる震災への想いを分かち合い、また
活動に向けてその想いを重ね合わせることができたという実感がこもった言葉であり、翌々日に
控えた活動に向けて気持ちも高まっていきました。

初めてお会いするメンバーもいましたが、自分たちにできることは、お宅の方が困っ
ていることをコツコツと手伝うことでした。「お母さん、ここどうすればいい？」としっ
かりとコミュニケーションを取り、自分たちがすべきことを探し出していました。　

最後に全員で写真を撮ってお別れ。コンビニで写真を印刷してメッセージを記入して、
プレゼントの用意をしました。そして再びお宅に戻ってプレゼントを用意した気持ち
を伝えし、お渡ししました。

どこの家庭でもあるような単純なお手伝
いでしたが、直接声を聞きながらの活動
でしたので、力になれているのかもしれ
ないと感じていました。また距離感が近
く、会話が弾むこともあり、楽しく活動
を行えました。（参加者）

部屋の片付けなど、「求められているこ
と」に対しては動けましたが、他にも困っ
ていると伺ったご近所付き合いの部分な
どにはうまく関われませんでした。震災
支援と言っても、このような日常の中の
「困っていること」もたくさん含まれてい
るので、自分に出来ることから今後も関
わっていきたいです。（参加者）

以前からつながりのあった方のお宅の支援だっ
たこともあり、高校生も近い距離感で積極的に
活動を行えていたのではと感じました。スタッ
フとしてこのような活動に高校生をつなげたと
実感しましたし、一参加者として自分たちもお
手伝いにのめり込み、「今日は本当にありがとう、
また来てね」といった感想も避難者の方からい
ただきました。（スタッフ）

何度か関わりのあった方への支援という
こともあり、「何に困っているのか」とい
うことにはしっかり耳を傾けられました。
自分たちの活動から新たに高校生が関わ
り、つながりがどんどん大きくなってい
くかもしれない、そう思えるような企画
が出来たと思います。（スタッフ）

12:30

17:00

19:00

18:00

15:50

13:00

17:30

3 月 12 日

活動日
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:）））

実施までの流れ

11月

12 月

10 月
「こんな企画、できたらなぁ…」

「どんな人を対象にしようか…」

「タイトルが決まった！」

ユースACTプログラムの活動を進めながら様々な高校生と出会う中で、事務局のスタッフの間で「活発に活
動する高校生と、関心を持っている高校生とがつながれる機会がつくれないか？」という話が挙がります。「長
期実践コース」に参加が決まっていた瀧本くん（たっきー）からも「ぜひやってみたいです！」という反応が
あり、企画がスタートしました。

企画がスタートしてすぐ、対象をどんな人にするのかについて考えました。しかし、
思い入れの強さからか話が広がるばかりでなかなか決まりません。「どんな人が来て、
その人にはどうなってもらえればいいのか」を整理し直すと、対象について決めるこ
とができました。

今回の企画のタイトルを決める際に、なかなか案が出ない状況になってしまいました。
そのため、「参加者の高校生に伝えたいことは何だろうか」と、自分たちの思いの原
点に戻り「参加者の心をキャッチして、参加者とゲストの心をつなぐ」という意味を
込めて「Cacth Connect Cafe ：) 」というタイトルを決めることができました。

どのような人たちに来てもらいたいのかについて考え
るときに、考えれば考えるほど、話が広がっていきま
した。しかし、それぞれの対象の気持ちになることで
考えやすくなり、決めることができました。（高校生）

「カフェ」という名前に固執してしまい、名前がなかなか決
まりませんでしたが、企画のねらいを一から考えることで、
カフェという場の意味と高校生に伝えたいことを含めたタ
イトルの案を出していくことができました。（高校生）

議論が行き詰まった時に、たっきーが問題
解決の方法を自分なりに考えて結論を出し
ていることに、とてもうれしく思いました。
（大学生）

タイトルをどう決めていいのかわから
ず苦戦したり、四苦八苦する時間をこ
れまで共にしていたので、思いのこ
もったタイトルが決まった時にはほっ
とした気持ちになりました。（大学生）

高校生の中には、学校の内外を問わず活発に活動している高校生がいます。し
かし、そうした高校生の存在を同じ高校生同士が知り合ったり、活動に参加す
る機会はそう多くないと言えます。そこで、この企画ではそうした活動に参加
していない高校生が興味を持ち活動に参加するきっかけや、そうした活動をし
ている高校生同士が交流し合う機会をつくることをめざします。

目的

学校の枠を越えて活発に活動している高校生世代
学校外の活動に関心はあるものの、
活動には参加していない高校生世代

対象
参加者の心をキャッチして、参加者とゲストの心をつなぐ

コンセプト

3月4日（土）14時～16時　中京青少年活動センター

日時・場所
学校の枠を越えて活躍している高校生をゲストに招き、ゲストが取り
組んでいる活動の内容や、「なぜそのテーマや活動に関心を持ったの
か」について語ってもらいます。その後、ゲストの活動内容に関心を
持ってもらえるようなワークショップや、交流の時間を設けます。

内容
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：）当日

池田 純子（京都市立日吉ケ丘高等学校３年）
伊奈 瞭介（立命館高等学校３年）　
小川 陽平（立命館高等学校３年）
山領 真広（京都市立日吉ケ丘高等学校３年）

池田 純子（京都市立日吉ケ丘高等学校３年）
参加者

瀧本 愼也（たっきー）立命館高等学校 3年

土肥 梨恵子（WITH 高校生国際ボランティア 共同代表／京都市立日吉ケ丘高等学校３年）

ユース ACT プログラム参加者

ゲスト

ユース ACT プログラムスタッフ
下田 華奈（立命館大学 2年）
長坂 華奈絵（立命館大学 1年）
鈴木 陵（シチズンシップ共育企画 事務局次長）

土肥さんの発表

「今まで出会ったことのないタイプの高校生と出会えた！」－交流会

「自分も何か行動を起こしていきたい。」－ふりかえり　　　

「国際」の分野に興味を持った理由や、高校生国際ボランティア団体「WITH」の活動
内容、フィリピンでの留学経験などについて話を聞きました。

「国際」というテーマについてだけでなく、「これから大学でやっていきたいこと」
など、様々な話で盛り上がりました。

土肥さんの発表や交流会を通して感じたこと、カフェを終えてからの「自分の国際度」について発表しまし
た。交流会を通じて、「国際」について興味を持った人が多かったようです。

人によって話せた・話せてな
いはあると思いますが、話題
が途切れることなく皆それぞ
れ話したいことが話せていた
と思います。（高校生スタッフ）

参加者の高校生同士が刺激を受け、「次は自分
が何かをしたい」と思って貰えてとても嬉しい
気持ちになりました。ちなみに、この企画に参
加してこの感想を言ってくれた小川くんは震災
コースの企画にも参加してくれました。（高校生
スタッフ）

ゲストの声　土肥梨恵子さん
　私はこの高校 3年間の中で、校内に留まらず校外で様々な高校生に
出会ってきました。同世代で様々なフィールドで活動している人に出
会うというのは、自分自身の可能性に気づくこともでき、一歩踏み出
す勇気をもらえます。そうした経験があるので、今回の企画の趣旨に
共感し、ゲストとしてこの３年間の活動を報告することとなりました。 
　自分の経験を同世代に向けて発信する、伝えるというのは初めての
ことだったので、伝わったか、参加者の期待に応える時間になったか
が不安ですが、自分にとっては新たな挑戦として良い経験ができ、良

い悪い含め新たな自分の一面を知ることが出来ました。
　また、ゲストとして参加しましたが、裏方で頑張ってくれたユース
ACT プログラムのスタッフの高校生や Catch　Connect　Cafe：）参加
者もそれぞれに目標を持っており、意見を交換する中で私自身もすご
く良い影響を受けることができました。 　　
　「知る」ということは色んな可能性を持っていると思います。この企
画を通してもっと多くの高校生が交流し、自分の可能性にも気づく場
になっていくことを願います。今回は参加させていただいてありがと
うございました！

普段学校では話す機会の少ない、国際
のことや留学のことに興味のある高校
生たちの話はつきませんでした。話は
まちづくりや大学生活まで幅が広がり、
高校生たちの知識の豊富さ、大学生活
に心躍らせる姿などが見られ、とても
楽しい時間でした。（大学生）

高校生たちが、国際についてここまで考えていたの
かと感じつつ、スタッフも「国際」というテーマに
ついて、もっと知りたくなるような企画になりまし
た。高校生の意識の高い・新鮮な声が、参加者だけ
でなくスタッフも巻き込んで、新しい事を勉強した
くなる気持ちにさせてくれました。（大学生）

14:45

15:20

15:40

3 月 4日

当日 自己紹介・オリエンテーション

「自分も勉強しないと！」－解散

最初に、お互いに「今の自分の国際度」を発表しました。これによって、土肥さんの発表や交流会を通じて、
参加者同士の気持ちがどのように変化したかを感じてもらいやすいようにしました。

解散後も、会場の中京青少年活動センターのロビーにて、参加者やユース ACT プログ
ラムスタッフが混じって、約２時間交流をしました。まだまだ話していたい様子でした。

14:20

15:55
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ふりかえり

　どうしても都合のつかなかった岩城さん（にっきぃ）、鳥羽さん（とばちゃん）、川口さん
（まいかちゃん）以外のメンバーで、まずは自分たちの企画したキャンプの評価を行いました。
「キャンプに点数をつけるなら？」という投げかけから始まり、「人見知りがとれてきた気がす
る」という感想が聞けたこと、お互いの人生を語る時間は濃密だったことなどがよかった点と
して挙がりました。一方で、キャンプを企画した高校生も最初は緊張していてなかなか話しか
けられなかったこと、キャンプ後も続く関係をつくれなかったことなどは、反省点として取り
上げていました。
　活動報告会当日の朝は、久々に企画メンバーが集って個々人やチームの学びのふりかえり。
「これまでのターニングポイント」について語り合う中で、活動を通じてどのようなことを感じ、
何を得たのかを互いに分かち合いました。

　大学生スタッフと瀧本くん（たっきー）で、企画準備から当日までの動きや、当日のよかっ
たところ、よくなかったところなどをふりかえりました。「集合から受付の段取りをもっと効
率的にできたはず」といった運営面の反省点から、「終わった後もロビーで参加者がお互いに
話し続けていたのは、やっぱり良かった」という企画の生み出したものまで触れていきました。
「たっきーをサポートしよう、というよりも、自分たちも楽しんで企画していた」と、このチー
ムが高校生と大学生がお互い対等な関係で動いていたことが見て取れる場面もありました。ま
た、「今後も続いていったらいいなぁ」と、次の展開への感想も漏れてくる時間となりました。

第 1回：
2012 年 2 月 28 日（火）
キャンパスプラザ京都 学生Place+
第 2回：
2012 年 3 月 18 日（日）
京都市市民活動総合センター

2012 年 3月 11日（日）
キャンパスプラザ京都 学生Place+

長期実践コース

　東日本大震災支援コースは、木上くん（じょー）とスタッフ2名でのふりかえりとなりました。
最初はどのような活動が求められているかが分からず企画が固まらなかったこと、京都の避難
者支援活動の会議や現場に出てみることで、徐々に何をすべきかが見えていったこと、そんな
これまでの紆余曲折を思い返しながら、互いの学びや気づきを確認していきました。「身近な
ボランティアをすることも震災支援になるんだ」「活動機会を求めていた高校生とつながり、
活動場所を提供できて嬉しかった」などの気付きを共有しました。

2012 年 3月 13 日（火）
Flag 三条

東日本大震災支援コース

：）
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活動報告会

事前準備

企画発表「HEART’s キャンプ」（長期実践コース）

企画発表「私たちにできる震災支援」（東日本大震災支援コース）

企画発表「Catch　Connect　Cafe ：）」（特別枠）

ミニグループセッション

当日、長期・震災コースの参加者たちは、企画を通じて学んだことの発表準備の仕上げに取
りかかりました。発表資料の作成だけでなく、自分の言葉で発表するための練習も行いまし
た。こうした時間を通じて、大学生スタッフとこれまでの活動の記憶をふりかえり、学びを
自分のものにしているようでした。

企画した中高生５人は、発表前には緊張からかそわそわしていました。しかし報告会が始ま
ると、それぞれの担当箇所をはっきりとした自分の言葉で発表していました。最後に 1人
ずつ、「参加した理由」「今後どうしたいか」を発表。「人前で話すのが苦手だと思っていた。
前よりは少しは意見を言えるようになった。」「自分の行動が人にどう影響するか考えたい。」
といった言葉は、報告会に参加した方にとっても新鮮に響いているようでした。

事情により高校生が参加できず、大学生1人での発表となった、東日本大震災支援コース。「震
災支援とは、何をしたら良いのか？」と悪戦苦闘しながら、様々な団体の企画に参加しなが
ら自分たちがすべきことを見つけていった様子が伝わってきました。「やってみないと、わ
からない」「日常の困りごとに応えることも震災支援」そんな気付きを語る姿が印象的でした。

他のコースとは異なり、瀧本くん（たっきー）が大学生スタッフと話す中で生まれた新しい
試み。cafe 当日の様子を、スタッフ側の気づきと参加者の気づきが丁寧に紹介され、たっきー
からは「来年以降もこの cafe がぜひ続いたら…！」と、今後への期待も語られました。

４つのグループに別れて、報告会の参加者と中高生が混じり質疑応答の時間を持ちました。
「誰のどんな行動が印象的だった？」という質問に「大学生が温かかった。まず受け入れて
くれた。」という答えが返ってきたり、「途中でやめたいと思わなかった？」「一人ならやめ
たくなったかもしれないけど、メンバーがいたから…」などのやりとりが交わされました。
参加者の方も、そんなセッションの時間は短く感じられたようで、もっと中高生に質問をし
たい！と話し足りない様子でした。

高校生が今まで取り組んできた企画内容
や、企画を通じて成長したこと・気づきを
発表することにより、学んだことを自分の
ものへと意識化すること。

目　的 2012 年 3 月 18 日（日）14 時～ 17 時

15 名

日　時

参加者
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参加者の感想
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スタッフの感想

井上栞（立命館大学文学部 2年）
　今回初めて高校生と活動してみて、たった 1歳や 2歳でこんなにも考え方が違うのかと思いました。また、一番
初めに会った時と報告会の時とでは、顔つきがなんだか違うように思いました。途中は、高校生の話し合いをどうす
れば、彼ら／彼女らだけで進められるのかということを悩みました。2012 年度もそこには気をつけて活動したいと
思います。

木上裕貴（京都産業大学社会学部 4年）
　最初は、高校生に対して接し方が分からず緊張もしていましたが、話してみると「とても素直なんだ」と分かりま
した。大学生だから、年上だから「サポート」を、などと考える必要はなく、ただ一緒に悩んで意見を言い合って、
そして一緒に楽しく活動する。そんな役割が与えられていたのだと思います。いろんなアイデアを持つ高校生の考え
に何度も驚かされたように、大学生も一緒に学んでいける場は貴重な経験でした。

下田華奈（立命館大学文学部 2年）
　ミーティングでの最初の頃の高校生は、何をどうしたらよいかわからない様子が見受けられていました。しかし、
企画の準備をし、当日を向かえるにつれて、高校生が、自分で何が必要なのかについて考え、高校生なりに動いてい
るなと感じる場面と出会うことができました。そのような成長した高校生の姿を大学生スタッフとして見ることがで
き、嬉しく感じました。

鈴木陵（シチズンシップ共育企画）
　「ここの方が、私らしく居ることができる」「実際に活動している人を見て、自分も動かないと、と思った」今年の
活動からは、そんな感想が高校生から聞かれました。今年のユース ACT プログラムで生まれた企画は、規模として
は決して大きなものではありませんでした。しかし、複数の学校から集った高校生と大学生、高校生同士がかかわり
合う中で、そういった感想の出てくる場 1つ 1つを、大切にしたいなと実感する瞬間を多く見せてもらった気がし
ます。

谷口優樹（同志社大学 3年）
　ユース ACT プログラムが設立されてから 4年が経ちますが、4年間でたくさんの人に出会い、私は嬉しく思います。
学生時代に出会った仲間は一生の思い出であり、宝物でもあります。最初は、高校生とどう関わっていこうかと悩ん
だ時もありましたが、少しわかった気がします。あと、また成長した部分もあり、まだ成長できていない箇所もあり
ましたが、それを知れたことが良かったです。私にとって衰えている箇所は、今後ひとつずつ克服していきたいと思
います。
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辻悠介（立命館大学産業社会学部 4年）
　しんどくなかったと言えばウソになります。でも、楽しくなかったというのは、もっとウソになります。ありきた
りな表現になりますが、ユース ACT プログラムは本当に自分を少しだけ、成長させてくれました。少しだけ、と言っ
ても自分にとってはとても大きな少しだけです。少しだけ、もっと人の話に耳を傾ける。少しだけ、社会のことにつ
いて立ち止まって考えてみる。少しだけ、沈黙を我慢する。たくさんの、少しだけをユース ACT プログラムは気づ
かせてくれたと思います。

長坂華奈絵（立命館大学法学部 1年）
　「大学に入ったし、何かやりたい！」と思い、自分が主体ではなく高校生への支援を目的とするボランティアに興
味を持ちユース ACT プログラムに参加しました。広報や議事録、今までにやったことのないことばかりで、この１
年とても勉強になりました。今年始まったカフェでは、参加してくれた高校生は様々なことに関心があり、お互いに
刺激を受け合い、学外での良い繋がりを作れる、夢のあるイベントだと思うので広げて行きたいです。１年間有難う
ございました。

八田尚子（立命館大学法学部 1年）
　2011 年の 4月にユース ACT プログラムにスタッフとして参加しました。高校生達と一緒に活動をして、自分も高
校を卒業して日が浅かったからか、スタッフとしてしっかりせねば、というよりも純粋に高校生達とのコミュニケー
ションを楽しんでいました。しかし、高校生達が計画を立て易くするため自分が次にやるべきことは何か、そしてそ
れをどのように高校生達に気付かせるかに悩んだりもしました。そんな時は他のスタッフの方々の注意や助言などに
よってその後に繋げることができました。社会に出てからではできないような経験ができたことに感謝です。

村尾航平（龍谷大学政策学部 1年）
　僕がユース ACT プログラムの活動で学んだことは、色んな年代の人が交わってひとつの企画に取り組むことの面
白さです。目上の人に上手く意見を言えなかったり、高校生とどう関わればいいのかわからなくて悩んだこともあり
ましたが、そんな中だからこそ色んな発見があり、学べたこともたくさんありました。ユース ACT での一年間の活
動を通じて得たことをこれからの経験に生かしていきたいと思います。

山口貴宜（大谷大学 4年）
　震災に対して何ができるのか、ということが自分の中にもはっきりしたものがなく、自分自身も参加者と同じよう
に考え、動きました。この活動の中でたくさんの支援者や避難者と出会い、取り組んでいる課題の大きさや深刻さを
改めて実感し、自分たちでは本当に大したことができないなと思うことも多々ありましたが、小さな活動でも少しず
ついい方向へむかえるんだと参加者のみんなと最後には実感し、個々人の小さな取り組みの重要性を感じさせても
らった 1年となりました。



24 ユースACTプログラム報告書 2011

委員長
深尾昌峰

（NPO法人きょうとNPOセンター・
公益財団法人京都地域創造基金・龍谷大学政策学部）

　「リア充」という言葉をみなさんの世代はよく使いますね。
私たちが高校生の頃は存在しない言葉でした。「リアルでな
い世界」がどんどん広がりを見せていく中で、生まれてきた
言葉なのでしょう。それは同時に現実社会で自己有用感を得
にくいことを表していると思います。言い換えると「あなた
じゃなくてもいい」と簡単に言われてしまう社会になりつつ
あります。このユース ACT プログラムで活動した皆さんは、
プログラムを進めていく中で、きっと「私たちしかできない
こと」を見つけたと思います。一人一人が代えのきかないか
けがえのない存在であることを実感したと思います。その気
持ちを大切にしてください。皆さん方が体験したことはきっ
と「リア充」なんて安っぽい言葉では表せないですよね。そ
う信じてやみません。

副委員長
川中大輔

（シチズンシップ共育企画）

　「○○力」と呼ばれる諸能力を一人の人間がフルセットで
身につけることを目指すのではなく、グループが一つのチー
ムとなって充たしていく。ユース ACT プログラムでは、そ
うした「グループ」として動くことを大切な価値の一つとし
ています。
　学校も学年も異なるメンバーが対話を重ねながら、存在
を認め合い、励まし合い、わかり合う範囲を少しずつ広げ
ながら、連帯感を醸成し、「グループ」の力を発現させてい
き、一人ではできないこと／やりきれないことを形にしてい
く。このような体験をみなさんはなされたのではないでしょ
うか。
　この営みは「社会的なるもの」の価値を体感していくプロ
セスとも言えます。一人ひとりに与えられた賜物に気づき、
他者との色々なつながり方に気づき、つながりの中で「わた
し」を活かしていくということは社会の中で生きるというこ
とに他なりません。みなさんはどこまで社会の範囲を広げら
れますか。これからも共にその範囲を探っていけること、楽
しみにしています。

赤澤清孝
（NPO法人ユースビジョン）

　みなさん、活動おつかれさまでした。今年は東北での被災
地支援の活動に行く機会が多く、みなさんと一緒に過ごすこ
とができなかったのですが、報告資料などを拝見するなか
で、どの企画でも大切にされているのは「つながり」だとわ
かりました。「僕たちにできる震災支援」では、遠方から避
難されてきた方同士や、その方たちと京都の人たちとのつな

がりづくりを、「HEART’s キャンプ」では、人とのつながり
をつくることを苦手としている人たちに、つながりをつくる
ための機会の提供を、「Catch Connect Cafe：）」では、学外
で活躍する高校生とつながることで、多くの人が行動を起こ
すきっかけづくりを目的に活動してきたと思います。これか
らも、学校や地域の枠を越えて、つながりを生み出す仕掛け
人として、ますますの活躍を期待しています。

大下宗幸
（NPO法人地域環境デザイン研究所 ecotone）

　みなさん自身、活動に関わる中で課題に対する様々な「思
い」があったと思います。もしかしたら、新たに芽生えたか
もしれません。課題に取り組む中で、うれしいことがあった
り、悩んだりしたでしょう。みなさんは今回、その「思い」
を受け止め、課題に対して具体的にアプローチしました。プ
ロジェクトは一旦区切りですが、取り組んだ課題はどれも大
きく、まだまだおわりではありません。これからも活動の中
で課題に対して感じた「思い」から目をそらさず、真正面か
ら向き合い、アプローチを続けていってください。そうする
ことによって、きっと変化は訪れます。みなさんのこれから
の活躍を楽しみにしています！

勝村尚代
（NPO法人ユースビジョン）

　今回、皆さんはどんなことを経験し学んだのでしょうか？
プログラムに参加した当初の自分と、今の自分を比べると、
何か変化はありましたか？私はそれぞれが色んな思いを持っ
て参加を決めた、新たな 1歩を踏み出した時から、皆さん
の変化と経験が始まり、たくさんの学びをされたのではない
かと思います。活動中は嬉しいことや楽しいことがある半面、
迷いや葛藤があったと思います。それでも、自分と向き合い、
チームで助け合いながら前に進み、最後まで取り組んだ経験
は、そのかけた時間分、もしくは時間分以上の学びと気づき
を得たのではないでしょうか。ここで得た学びは、いずれ必
要となった時にふと思い出す時がくると思います。その時、
この経験が活きる時なのだと思います。その時を楽しみに、
今回の学びと一緒に取り組んできた仲間を大切にしてもらえ
たらと思います。

桐澤夏樹
（京都市伏見区社会福祉協議会）

　皆さんが活動された 2011 年は、これから過去を振り返る
ときに思い出さずにはいられない一年になったことでしょ
う。何か結果を求めながら精一杯考えたこと、仲間と話をし
たこと、社会で起こったさまざまなことが自分自身の経験と
して蓄積されていくのではなないでしょうか。

実行委員のメッセージ
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　今年は計画から実施のプロセスに関わることができなかっ
たですが、ボランティアセンターの業務として災害支援の取
り組みについて情報提供でき、少しはお手伝いができたかな、
と思っています。
　みなさんの活動を支える個人として、また組織としてもっと
もっと力になれるよう、今後とも取り組んでまいりますので、
ぜひこれからもボランティアセンターを活用してください。

高向紗代
（京都市福祉ボランティアセンター）

　問題意識を持って日々過ごすことは、大切です。大人になっ
た今でも、自身の行動に対し「なぜ？」と自分に問いなさい
とよく言われます。みなさんの発表の様子を見て、中学生や
高校生からそのような考え方を身につける練習をしているこ
とはとてもすばらしいことだと感じました。そして、何より、
このプログラムを通して、仲間と共に作り上げる喜びを知る
ことができた、みなさんは幸せ者です。分かち合える仲間が
いることで、何倍も頑張れたのではないかと思います。これ
からも、人とつながり、仲間と共に、どんどん新しい企画に
挑戦してください。応援しています！

野池雅人
（NPO法人きょうとNPOセンター）

　「高校生がなぜまちづくり？」このプログラムに取り組む
前には皆さんもそのように思ったのではないでしょうか。ま
ちをつくるのは、大人達の仕事であって、高校生には関係の
ないことだと。
　しかしながら、ユース ACT プログラムを通じて、京都の
まちのことを学び、気づきを話し合い、様々なプロジェクト
を立ち上げ、実践するという経験をしたことで、そういった
気持ちが少し変わってきていないでしょうか。「自分たちに
もできることがある」ということを。自分達が住んでいる街
をもっとよくしたいと思い行動する事は特別な事ではなく
て、勉強したり、働いたり、遊んだりする事と同じようにと
ても自然なことだと私は思っています。「ひとごと」ではな
く「自分ごと」として、これからも自分の事と同じように自
分の住んでいる地域や社会にアクションを起こしていきま
しょう。今後の活躍を大いに期待しています。

牧野由起子
（NPO法人テラ・ルネッサンス）

　他人の思いを自分のものとして感じる心、共感する力をぜ
ひ育んでください。うれしい出来事に対しては喜び、悲しい
出来事には悲しむ。自分の身の回りに起こることに関して、
直接自分にはかかわりのないことだからと、考えることをや

めないでください。他人事だと思っていたことが、ある日、
自分に降り掛かってくることもあるかもしれません。そのと
きには、もう他人事ではないのです。人の思いを自分の思い
として受けとめ、必要ならば、行動に移す。ぜひそんな人物
になってください。

水口萌恵
（NPO法人山科醍醐こどものひろば）

　今回、この企画に関われることになった時、ふと自分の高
校時代の事を思い出しました。私は地元の中学から、少し離
れた高校に通うことになり、自分を取り巻く世界がぐんと広
がったような気がしました。それは単純に行動範囲の広がり
や学校の先生、友人など、多様な人間性に憧れていただけな
のかもしれません。今思うと、その世界はすごく限られた空
間だったのでしょうが、高校生という多感な時期に受けた印
象は今も色濃く心に刻まれています。
　今この時に、本気で出会い、感じ、気づき、迷い、そして
触れた物たちは、きっとこの先も何かの形で、みなさんの力
となっていくのだと思います。震災の事、周りの同年代の仲
間の事、そして地域や社会の事…様々な事に向き合い、様々
な人に出会いながら企画をつくりあげた経験を大切にしてく
ださい。

山口洋典
（立命館大学サービスラーニングセンター）

　コミュニケーションツールの発達によって「会わなくても
済む」ことが増えてきました。しかし「会わずに済ます」こ
とが適切でない場合は、意外に多いです。今年度は立命館の
災害復興支援室の用務など、現場に向ける時間を重点的に割
いていました。皆さんと「会わずに済ます」ことが本意では
なかったのですが、結果として接点が少なくなってしまった
こと、申し訳なく思っています。
　そこで皆さんに 1つ質問です。この取り組みを通じて、何
に「会い」、簡単には「済まされない」ことに直面しましたか？
現場に向き合うと、それまでは気づかなかったことに気づい
てしまいます。ぜひ、出会った仲間たちと共に、自らの関心
をより深めてください。

監事
水野篤夫

（財団法人京都市ユースサービス協会）

　大人や大学生は、一所懸命になって「高校生の参加の機会
づくり」を考えているのですが、高校生が集まらない・・・。
なぜだかいっしょに考えてもらえますか？高校生はなぜ、学
校外の活動に参加しないのか、このことは、若者の地域参加
を考えるとても大事な焦点になりそうですから。それを、皆
さんの最後のワークとしてみませんか？
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　本プログラムの実施にあたっては、実行委員会形式をとっています。NPO法人きょうとNPOセンター、NPO法人地域環境
デザイン研究所 ecotone、NPO法人テラ・ルネッサンス、NPO法人山科醍醐こどものひろば、NPO法人ユースビジョン、( 財 )
京都市ユースサービス協会、京都市福祉ボランティアセンター、シチズンシップ共育企画からなる実行委員会を設立し、シチ
ズンシップ共育企画に事務局を置きました。市民活動支援、青少年支援、福祉、環境、子ども、国際協力、高等教育などの分
野から京都のまちづくりに取り組んでいる団体が、これからの「まちの跡取り」である高校生や大学生を育成する視点から企
画運営に取り組んでいます。また、各団体が関係する地域資源と高校生・大学生をコーディネートする役割も持っています。

京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、公益財団法人大学コンソーシアム京都

京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金
公益信託 京都ライオンズクラブ地域社会奉仕活動助成基金

実施体制

後援

助成

実施体制
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決算

収入の部
１．事業収入
　　　参加費（長期実践コース） 20,000 
　　　参加費（長期実践コース／途中参加） 1,000 
　　　参加費（東日本大震災支援コース） 5,000 
　　　参加費（プレ・プログラム特別講演会） 4,500 
　　　参加費（HEART's キャンプ） 52,000 
　　　参加費（僕たちにできる震災支援） 300 
　　　参加費（大学生スタッフ企画立案合宿参加費） 27,500 
2．寄付収入
　　　活動報告会参加者より 8,917 
3．負担金
　　　実行委員会参加団体より 255,035 
４．助成金収入
　　　京都府地域力再生プロジェクト事業交付金 193,000 
　　　公益信託京都ライオンズクラブ地域社会奉仕活動助成基金 50,000 
５．雑収入
　　　受取利息 7 

収入合計 617,259 

支出の部
1．報償費
　　　報告書デザイン料 90,000 
　　　ワークブックデザイン料 90,000 
　　　講演会謝礼（プレ・プログラム特別講演会） 15,000 
2．印刷・製本費
　　　報告書作成費 139,650 
　　　ワークブック作成費 81,900 
　　　チラシ等印刷費 30,312 
3．通信費 19,080 
4．旅費・交通費
　　　宿泊費（企画立案合宿） 31,000 
　　　宿泊費（HEART's キャンプ） 30,000 
　　　タクシー代（企画立案合宿） 10,570 
5．食費 39,290 
6．保険費 2,546 
7．消耗品費
　　　事務用品等 15,406 
8．施設使用料
　　　会議室使用料（企画立案合宿） 19,000 
　　　会議室使用料（HEART's キャンプ） 2,400 
　　　会議室使用料（プレ・プログラム） 2,000 
9．振込手数料 105 

支出合計 618,259 

当期収支差額 -1,000 
前期収支差額 0
次年度繰越金 -1,000 
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アンケート
　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見られたのかを明らかとするため、事業
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
下に示すそれぞれの項目（※表 1）について、「参加前」と「参
加後」の自分自身それぞれに 1（全く当てはまらない）～ 5
（よく当てはなる）の 4段階で答えてもらいました。さらに、
それとは別に「社会と自分との距離感」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（自由記述を含む）。以下、その集計
表を示し、結果の分析・考察を述べます。
※「東日本大震災支援コース」は 2名の参加者を迎えました
が、1名分のアンケートが未回収のため 1名分のデータの
みを対象に分析しています。
※文中では、「長期実践コース」を「長期コース」、「東日本
大震災支援コース」を「震災コース」と表記しています。

■他者との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
　  【長期】（2.8 → 3.4）【震災】（3.0 → 3.0）
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
  　【長期】（2.8 → 3.2）【震災】（3.0 → 4.0）
　
　上記 2項目については、長期、震災両コースの参加者と
もに参加前の自己評価よりも概ね高い値を示しました。長期
コースにおいては、本プログラムを通じて初めて知り合った
5名がひとつのチームとなったため、自身の意見を表明する
ことを積極的に求められる場面が多かったためだと考えられ
ます（そのうち 3名は同じ学校からの参加であるため顔見知
りではあったものの、自身の考えを表明しつつ他者と協働す
る場面は少なかったことが推察されます）。また、「人前で話
すことが苦手」と自らの課題を参加前に語っていた参加者が
「自分の意見を言うのも悪くないなと思った」との感想を語っ
ていることも、この数値に表れていると言えるでしょう。
　震災コースのチーム人数は 2人と決して多くはありませ
んでしたが、取り組む活動内容の合意をつくることには時間
を要しました。「なぜ、相手はこの活動に取り組みたいのか」
と、互いの思いの背景にあるものに関心を寄せて聴き合うこ
とが求められる場面が多く見られたことが、項目 2の数値の
変化に影響していると考えられます。

■グループ運営に関する考察
3．私と異なる考えを持つ人を受け容れられる
　【長期】(3.8 → 3.6)【震災】（3.0 → 3.0）
4．人と協力し合って活動することができる
　【長期】(3.4 → 3.0)【震災】（3.0 → 4.0）

　長期コースの上記 2項目においては、数値が下がる結果と

なっています。企画の内容や実現したいことをすりあわせる
段階で合意形成に苦労していたため、その過程が見て取れま
す。長期コースの参加者が「思っていたよりも、企画するっ
て大変だった」との感想を述べていましたが、グループの中
で活動することの難しさを実感した体験が反映されていると
考えられます。本プログラムとしては、今後そうした困難さ
を乗り越え、「できた」という実感を得るためのチャレンジ
を支援していくことが求められると考えます。

■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
　【長期】（2.6 → 2.6）【震災】（3.0 → 3.0）
6．興味のある社会的出来事を自分たちで調べる
　【長期】（3.0 → 2.6）【短期】（2.0 → 3.0）
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
　【長期】（3.0 → 3.4）【短期】（2.0 → 2.0）
8．あきらめず、やりぬき通す
　【長期】（4.0 → 3.0）【短期】（2.0 → 2.0）

　項目 7 について、長期コースの数値が高まっています。
「HEART’s キャンプ」当日の運営において、サポーターはあ
くまで支援者にまわり、高校生が主導して当日の運営にあた
るようかかわりました。そうした体験の中で「まず自分達が
動かなくては」という自覚が促された様子が伺えます。一方、
他の項目については概ね下がっているか、変動がありません。
活動の中で出会う思いがけない困難などに対して、どのよう
に行動するのかを考え、やりぬくための支援が求められると
言えます。また、特に項目 6の長期コースの数値の減少から
は、自らの選んだ活動テーマに関する事象と向き合い自分た
ちで調査してみる機会が不足していたことが見て取れます。
　一方、震災コースについては同項目の数値が高まっていま
す。京都の避難者支援に取り組む団体の方へのヒアリングや
ボランティア活動に参加する中で、「どのような支援が求め
られているか」について実感値を高めていった様子が反映さ
れていると考えられます。そうした点を踏まえ、次年度以降
は、現場に足を運ぶ、関係者へのヒアリングを実施するといっ
た機会を設定し、自ら情報収集する姿勢や力が育まれるよう
な支援が求められると考えます。

■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
　【長期】（2.8 → 3.0）【震災】（3.0 → 3.0）
10．ボランティア活動に興味・関心がある
　【長期】（3.0 → 3.3）【震災】（3.0 → 4.0）
13．私は人を信頼するほうである
　【長期】（3.8 → 3.6）【震災】（3.0 → 3.0）
　項目 13 については、長期コースについては数値の下降が
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見られます。長期コースに参加した高校生 5名のうち 3名
は同じ学校からの参加でしたが、2名は異なる学校からの参
加でした。そうした、複数のコミュニティから集った参加者
同士の信頼関係の構築には課題を残したと言えるでしょう。

■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知れない
　【長期】（3.2 → 3.0）【震災】（2.0 → 2.0）
12．私は価値のある人間だと思う
　【長期】（3.2 → 2.6）【震災】（2.0 → 3.0）

　震災コースにける数値の変化が見られます。項目 11 にお
いては数値に変動がないものの、項目 12 においては上昇が
確認できます。これは、自由記述欄の「『社会』という広い
意味では、まだまだ遠いと感じる。『社会の中の一部分』と
いういように細かい所には、身近さを感じれる活動ができ
た。」というコメントとの関連性が見て取れる変化です。大
きな社会現象として東日本大震災を捉えた場合においては、
その現象自体の規模の大きさを痛感する一方で、京都への避
難者の支援活動に取り組み、個別に抱えるニーズに応える利

他的活動に取り組む中で自己の存在意義を見出していった様
子が伺えます。

■自分自身と社会との距離感に関する考察
参加前後の自分と社会との距離感を表すといくつになります
か？
　【長期】（2.0 → 2.6）【震災】（2.0 → 2.0）
※「社会との距離感」を 1（遠い）～ 4（近い）の 4段階で
回答してもらいました。
　特に、長期コースの参加者に距離感の縮まりが見られま
した。参加者 a の自由記述欄の回答が「社会に対して何も
言えるわけがなく、自分 1 人では変えられない」から「色
んな人と関わることができた」へと変化していることなど
から、通う学校の異なる高校生との協働や、実行委員など
の多様な他者との出会いが社会への距離感を縮めたと推察
できます。また、活動報告会において参加者から発された
感想には「一緒に活動する仲間がいたから、最後までがん
ばれた」といったものも出ており、他者と協力し合いなが
ら課題解決に臨むことが、社会とかかわる際の自信を育ん
でいると言えるでしょう。

※表１：参加者変容に関する調査（１）        平均点（/4）
No. アンケート項目 長期コース 震災コース
1, 私の考えを表に出せる、伝えられる。 2.8 → 3.4 3.0 → 3.0
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。 3.8 → 3.2 3.0 → 4.0
3, 私と異なる考えを持つ人を受け容れられる。 3.8 → 3.6 3.0 → 3.0
4, 人と協力し合って活動することができる。 3.4 → 3.0 3.0 → 4.0
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 → 2.6 3.0 → 3.0
6, 興味のある社会的出来事を自分たちで調べる。 3.0 → 2.6 2.0 → 3.0
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。 3.0 → 3.4 2.0 → 2.0
8, すぐあきらめず、やり抜き通す。 4.0 → 3.0 2.0 → 2.0
9, 地域の人や大人に協力を求められる。 2.8 → 3.0 3.0 → 3.0
10, ボランティア活動に興味・関心がある。 3.0 → 3.3 3.0 → 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。 3.2 → 3.0 2.0 → 2.0
12, 私は価値のある人間だと思う。 3.2 → 2.6 2.0 → 3.0
13, 私は人を信頼するほうである。 3.8 → 3.6 3.0 → 3.0
※表２：参加者変容に関する調査（２）        平均点（/4）
アンケート項目 長期コース 震災コース
自分との社会との距離感を 4段階で表すといくつになりますか？ 2.0 → 2.6 2.0 → 2.0
※表３：参加者変容に関する調査（２）　（自由記述欄） 

参加前 参加後
社会に対して何も言えるわけがなく、自分 1人では変えられないから。 色々な活動に参加することが出来、色んな人と関わることができたから。
人と関わりたい＆社会のために何かしたいと思うことはあっても、 それを
実行に移せるところには至っていないと思うから。

前より少しは近くなれた気がする。

知らないことがまだまだあるから。 外国のことや、日本のこと（京都府城陽市以外）をまだまだ知らないこと 
があるので 1にしました。

あまり社会のことを知らないから。 今回の ACT の活動で少しだけ社会と近づけたん じゃないかと思ったから。
未回収 もうすぐしたら、20 歳になり、責任感とかも必要になりそうだから。
まだ自分が社会に影響を与えられると思ったことはないから。 「社会」という広い意味では、まだまだ遠いと感じる。「社会の中の一部分」 

といういように細かい所には、身近さを感じれる活動ができた。
何もできない感じがしていて…ちょっとでも力になりたくて… 未回収
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■活動のスタート時期のずれ込み、活動期間の短縮
　8月に参加者獲得ができなかったことで、実質の活動期間は 3~4 ヶ月となり、企画を詰めていく時間が確保しにくくなり
ました。数多くいる高校生の中でもターゲットを明確に定めた広報が求められると考えます。

■〈長期実践コース〉高校生が企画の視点を広げきる機会の設定
　企画立案合宿後、2回のスクーリングを経たものの、課題の当事者や支援者と会う、現場に出かけて「仮説をつくりなおす」
ような機会をうまく組み込むことができませんでした。年間計画の中に「フィールドワーク期間」などを明確に設定すること
が望まれます。

■実行委員のリソースをより活かしたプログラム展開
　2011 年度より新たに 5名の実行委員を増員し、多様な人材で 3度のスクーリング等の機会を中心に活動のサポートにあた
りました。しかしながら、実行委員が持つ豊富なリソースをプログラムの流れと有機的に繋ぐには至らなかったため、次年度
はよりそうした強みやリソースをプログラム充実につなげる工夫が必要だと考えます。

■「Catch Connect Cafe ：）」企画を活用した、低関心層～高関心層を段階的に巻き込むプログラム展開
　「長期実践コース」は「社会の課題に関心はあり何かしたいが、機会がない」という高校生をメインターゲットに据えます。
一方、2011 年度に特別枠として実施した「Catch Connect Cafe ：）」は「何となく、何かしたい…」という層をターゲットに据え、
段階的／戦略的に高校生を巻き込むコミュニティをつくるための企画として位置づけます。

■「まちの跡取りの育て方～高校生対象シティズンシップ教育プログラム・ワークブック～」販売開始
　2011 年度に作成に取り組んだ、ユース ACT プログラムを実践するための「ワークブック」を活用して、プログラムの進行
をしていく他、について本格的に販売を開始し、プログラムの外部展開を目指します。

■実行委員会の組織再編成
　実行委員会を 2チームに分け、高校生や日々高校生とかかわる大学生のスーパーバイズ的な役割をより中心に担うチーム、
プログラムの中長期戦略の設計や改善を中心に担うチームの 2つに分けます。

■事務局運営を大学生スタッフ中心に移行するための組織づくり
　６月をサポートスタッフ育成期間とし、高校生とのかかわりのスキルを育成します。また、大学生が中心となり事務局業務
が円滑に実施できるよう、運営マニュアルを整備します。さらに、高校生とのかかわりをチームで検討するためのシェアリン
グを 2ヶ月に 1回実施します。

2011 年度の課題

2012 年度の展望

課題と次年度の展望
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　2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を受け、ユース ACT プログラムの過去参加者が宮城県石巻市の中高生と出会い、ともに
活動しました。本報告書は、ユース ACT プログラムに参加した高校生が、震災を受けてどのように行動し、まちや社会と関わっ
たのかを参考にご覧いただければと掲載した「ダイジェスト版」です。

※参加者の感想などを掲載したフルバージョンは、Webにて閲覧できます。
　シチズンシップ共育企画（ユース ACT プログラム事務局）http://active-citizen.jp/

巻末付録

はじめに
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マスコミ掲載資料／広報資料
「中高生が語り合う 1泊 2日キャンプ」
京都新聞 2012 年 1 月 21 日朝刊

「長期実践コースチラシ」
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