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＜事業概要＞ 

事業名 Juliette Low Seminar 2016 

2016 年ジュリエット・ロー セミナー 

主催 ガールガイド・ガールスカウト世界連盟（WAGGGS） 

期日 2016 年 5 月 30 日（月）～6 月 5 日（日） 

会場 クサフィリ ワールドセンター（ガーナ） 

テーマ Transforming Our World  

目的 ・ガールガイド・ガールスカウトの若い女性が国際的なリーダーシップを身につけ

る。 

・少女と若い女性に関わる課題について、国や世界レベルでのアドボカシー活動を

展開できるようにする。 

使用言語 英語 

対象 20～30 歳の WAGGGS 加盟連盟の会員 
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＜参加国＞49 カ国 68 人 

ヨーロッパ地域（11 カ国）…デンマーク、フィンランド、ギリシャ、アイルランド、ラトビア、

オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、ウクライナ、イギリス 

 

アフリカ地域（24 カ国）…ベナン、ブルンジ、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ共和国、コ

ンゴ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニア、コートジボワール、ケニア、レソト、リベリア、

マダガスカル、マラウィー、ナイジェリア、ルワンダ、南アフリカ共和国、タンザニア、トーゴ、

ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ 

 

アラブ地域（2 カ国）…エジプト、レバノン 

 

アジア太平洋地域（8 カ国）…オーストラリア、バングラデシュ、インド、日本、マレーシア、ニ

ュージーランド、パキスタン、スリランカ 

 

西太平洋地域（4 カ国）…カナダ、メキシコ、ペルー、アメリカ合衆国 
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＜参加準備＞ 

★事前学習として読んでいったもの 

・過去のジュリエット・ロー セミナー報告書 

・ガールスカウト活動情報誌 Girl Scouting 

・ガールスカウトマガジン OLAVE 

・女の子はもっと伸びる 未来を担う少女たちに今必要な力と環境 

・Be The Change  

 

＜WAGGGS からの課題＞ 

・GLOW（WAGGGS の e-leaning）のジュリエット・ロー セミナー参加者ページへの登録 

・i-lead（GLOW のリーダーシッププログラム）の受講 

 

＜準備したもの＞ 

・日本連盟からのギフト 

・スワップ品（ワッペン、クラフト、奈良県連盟のバッジ、シール、タオルハンカチ、キャンディ

ーや小さいお菓子をセットにして袋に詰めて持っていった） 

・浴衣（インターナショナルナイト用） 

・袋菓子（個包装されているものは交換しやすいのでオススメ）、常温保存できる食品 

・名刺 

・私服とユニフォーム以外にフォーマルなワンピース（アフリカンナイトで使用、参加者は着飾っ

て現地の舞台鑑賞に行った） 
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＜メンターとの事前のやり取り＞ 

メンターとは遠方だったため、メールのやり取りと同時にスカイプで 3 回連絡をおこなった。メン

ターには主に以下のことについて確認と相談をしていただいた。 

海外派遣に向けてどんな準備をしていくべきか丁寧に教えていただき、渡航についても相談に乗っ

ていただいた。 

 

・事前学習の内容について確認（日本のガールスカウトとして他国のガールスカウトに何を伝えら

れるのか、日本のガールスカウトについて、何を学び帰国後伝える必要があるのか、e-learning 

の内容） 

・出発前までの準備について確認 

・渡航準備についての確認・相談 

・セミナーで何を学びたいのか確認 

・帰国後の報告や報告書作成のためにどのように記録を残しておくべきか、何を残しておくべきか

確認 

・帰国後にどのようにアクションを起こしていくのか（プロジェクトや報告について）
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2016 年ジュリエット・ロー セミナー 日程表 
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＜プログラム報告＞ 

0 日目（セミナー開始前日） 

プログラム名：Welcome session 

目的：セミナーを共にする参加者同士の交流  

内容：アイスブレイクゲーム。大きな輪を二重に作り、外側と内側で向かい合ってペアを作る。

お題がファシリテーターから出されるのでそれに対し Yes か No を言い合い、互いについて知り

合う。内側の人のみが一人分ずつ動き、お題ごとにペアを組む相手が変わる。 

感想：参加者が一人ずつ順番に自己紹介する場合と内容は変わらないのだが、ただ名前を言い合

うことから始まるのではなく、お題に対しての話題から交流が始まるので打ち解けやすかった。

ひとつの質問に対しても Yes、No は人それぞれで国による文化の違いなども感じられおもしろか

った。自己紹介さえもこのように一工夫加えられているだけでゲームのように盛り上がるとわか

った。 

 

1 日目 

プログラム名：Dividing patrols/ Patrol time/ Planning team reflection 

目的：パトロール作り、パトロールメンバーと打ち解ける、セミナーについて知り、セミナーで

何を学ぶか、なんのためのセミナーなのか再確認 

内容：指定されたパトロールごと（パトロールメンバーは国籍や年齢、e-leaning の取り組み度

によりバランスよく配分されるようにあらかじめプランニングチーム側で決められていた）に分

かれ、パトロール内で自己紹介と軽くフリートークをしてパトロールメンバーを知り合った。 

 

そのあとプランニングチームメンバーの紹介と、今回のセミナーのテーマである「Transforming 

Our World（私たちの世界を変える）」についての導入があった。 

 

★プランニングチームからの言葉 

世界を変えるには世界の中にある組織を変えていく必要があり、その変化の波を起こすリーダー

になるためには、まず自分自身を変える必要があるのです。 

 

この一週間のセミナーであなたたちはそのプロセスを知り、自分自身を変える機会にしてほし

い。そして帰国後それぞれの国で、大きな変化を起こしていく人材として活躍することを期待し

ています。ここが長い変化へと繋がっていく長い旅のスタート地点です。 

感想：パトロールが発表され、普段聞き慣れていない英語が次々と飛び交う雰囲気に、いよいよ

セミナーが始まったのだと気が引き締まった。言葉の壁に不安はあるけれども、同じ思いと強い

意志をそれぞれに持った参加者とプランニングチームが集まっているとんでもなく素敵な場所に

今足を踏み入れたことを再認識し、このセミナー期間がとても充実したものになることを確信し

た。多様な国籍のメンバーが集う特別な空間に、日本に居るのとは全く違う異世界に来た気分を

感じ、これから始まる自分の変化への旅が楽しみでしょうがなくなった。 
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プログラム名：My personal journey 

目的：今の自分自身について知る、自分を変えるために必要なものを再認識する 

内容： さっそく自分自身を変えるための第一ステップである「自分自身を知る」ワークに取り

くんだ。 

 

① 配布された My life journey（私の人生の旅）というタイトルのワークシートに沿って自分の

歴史や子どものころの自分、勉強してきた分野、一番挑戦したいこと、これまでの人生で一

番うれしかった出来事、今までの人生の中で一番大きかった変化、影響を受けた 3 人の人物

等、マップ上のワークシートに書いた。 

自分の人生をふりかえり、得てきた経験や価値観から自分はどんな人間なのかを見つめなお

した。 

 

② ①の内容をもとに 

１） 自分の強み 

２） 自分の弱み 

を書き出し、それをパトロール内で発表しあった。それぞれが共有することで互いを理解

し、自分自身も言葉で表現し、他者へ伝えることで自己認識を強めた。 

 

次に My LIFE Adventure（私の人生の冒険）の文字が掲げられた気球の絵が描かれたワークシ

ートが配布された。気球には 5 つの袋がぶら下げられていた。その 5 つの袋（空欄）には新しい

ことに挑戦しようとするとき、自分が大切にしたい価値観を書き込んだ。 

 

私は「Boldly」（勇敢に、大胆に）、②「Not fear」（恐れない）、③「Honesty」（正直、素直）、

④「Feeling」（感じるままに）、⑤「Choose more difficult」（難しい方を選択する）と書き込

み、自分の変化、挑戦に対する意識について再確認した。そしてそれをパトロール内で発表し合

った。 

 

感想：参加者は皆とにかく積極的でその勢いのある参加姿勢に圧倒された。ワークシートを書き

上げる速さ、メモ書きの勢い、伝えようとする姿勢、相手の意見を汲み取り受け入れようとする

姿勢すべてがセミナーに対する意識の高さを表していた。私は英語でセミナーを受ける、意見を

交換し合うということに慣れておらず、なかなか他のメンバーのペースに合わすことは難しく、

その場にいることが申し訳なく思ったが、戸惑っている様子を察してくれたパトロールメンバー

が分からない部分を優しい英語で教えてくれたり意見をゆっくりと聞いてくれたりと早速サポー

トしてくれたので少し安心した。 
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プログラム名：My personal development 

目的：自分自身を知る、目標設定 

内容： 

以下のことをノートにそれぞれ書き出し、パトロール内で共有した。 

 

１） このセミナーに参加した理由 

２） このセミナーを通してどのような自分になりたいか、どんなことができるようになりたいか 

３） 人生において成し遂げたい目標、自分の目標 

４） 目標を達成するために何をするか 

 

共有時に質問や意見を交わしあった。 

挙手制で全員の前でも数人が発表した。 

 

誰かが話し出そうとすると全員が話し手の目を見て身を乗り出して聞く様子があった。私はこの

セミナーを通して英語力を少しでも伸ばしたいと話すと、「わからないことは何でも聞いて。話

すことを恐れないでね。」「あなたの意見をどんどん聞いていきたいと思っている」と笑顔で声を

かけてもらえた。 

また、実は女優になりたいという夢があるということも話すと、誰一人否定することなく、パト

ロールメンバー全員から「すごいね！絶対なれるよ、応援するわ！」と激励の言葉をもらえた。 

 

発表した内容をこめた一言をそれぞれ横長の白い布に書いた。そのあと会場内ピロティの木の枝

に布を巻きに行き、目標達成を誓い合った。最後にパトロールごとに記念撮影をした。 

 

 

★プランニングチームからの言葉 

人の意見を聞いたり、自分の考えを共有したりすることはとても大切なことです。自分の夢を他

人に伝えることで夢の実現度は高くなります。人に伝えることで、新しい出会いが生まれ、思い

が実現することもあれば、目指すゴール地点にいる人にまで思いが届いていくこともあります。

また話すことで相手から新しいアイデアや違う視点からのアドバイスがもらえることもあるでし
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ょう。アウトプットの時間はコミュニケーションの一環です。自分のことをたくさん話して多く

の人と出会いながら夢へと進んでいってください。 

感想：誰かが話そうとするとサッと話し始めた人の方を向き、真剣に聞き終えたうえで自分の意

志もはっきり伝える。しかし絶対に否定しないように話そうとするメンバーのコミュニケーショ

ンに対する意識の高さにまた驚いた。私は英語でのコミュニケーション（特に伝えること）に苦

戦する中、パトロールメンバーからの優しい声掛けに支えられていたが、分からない自分がその

場にいることが申し訳なくてはっきりとわからない、ということを伝えられずにいた。話につい

ていけず自分だけ置いてきぼりになる感じがして虚しく情けなかった。語学力不足は自分の責任

なのでしょうがないと思い、どうすることもできずセミナーに十分に参加できていない気がして

しょうがなかった。 

 

 

プログラム名：Opening ceremony  

目的：セミナーを開会する。 

内容：ガーナ連盟チーフコミッショナーからのあいさつ、ファシリテーター代表からのあいさ

つ、歴代のジュリエット・ロー・セミナー参加者からのセミナー経験談、世界連盟理事からのス

ピーチ、ガーナ連盟長からのあいさつ、参加者代表からの開会宣言、参加者の紹介（1 人ずつ国

名と名前が呼ばれ、本人が全員に顔を見せる）があった。 

感想：豪華なメンバーによるスピーチやあいさつがあり、盛大な開会式に驚いた。参加者の一人

として名前が読み上げられ、日本代表としてしっかり参加して学ばなければいけないとあらため

て気が引き締まった。 

 

 

プログラム名：Me as a leader 

目的：リーダーになるためには何が必要なのか、どうすることが必要かを知り、考え、共有す

る。 

内容： 

以下の項目について考え書き出し、パトロール内または全体へ共有する。 

 

① 何を変えたいか（環境の規模によってそれぞれ考えた）。 

１） in myself（自分自身だけの中で） 

２） in community（コミュニティ規模で） 

３） in the world（世界規模で） 

 

② ①を達成するために何をしていけばよいか。 

 

③ リーダーとして必要な要素を書き出し、パトロールで共有する。 

私のパトロールでは「Change」「Learning」「Open mind」という意見を全体に向けて出し
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た。他には「New perspective」「Discover ourselves」 「New skills」, 「Experience」

「Communication skills」 「Connect with others」 

という意見が出た。 

 

④ 伸ばしたい自分のリーダーシップスキル 

私は決断力を強めたいということ、プレゼンテーションスキルを磨きたいということを発表

した。 

他の人の考えとして物事をポジティブに考える力や、人の思いをくみ取る力、コミュニケー

ション能力を身に着けたい、伸ばしたいとの意見も出た。 

 

⑤ ④で出したスキルを伸ばすには何をすべきか。 

 

⑥ 今の環境で、自分や環境の変化のために自分にできることは何か。 

感想：自分の具体的な目標やそのための手段、方法について細かく分けて考えることはいつも考

えている事業企画書となんだか似ている感じがした。集会や行事を円滑に進めるために事業企画

書を考えるように、自分の人生において、自分自身が頭に思い描いている事を実行するために、

今考えているプロセスはとても重要なことだと再確認した。 

しかし、私は自分の本当にやりたいことや自分の目標を達成するためには、まず私自身が変わる

必要があるのではないかという意識が強かった。そのため具体的な目標ややりたいことに対する

プロセスがまだ頭に浮かばなかった。目標にたどり着くための手段を考えるというよりは、まず

は自分自身を変えるための方法をひたすら考えていた。それに比べて周りは「自分の地域のため

にこんなことがしたい」など目標や行動がとても具体的だったので、周りと比べて具体的な目標

設定ができない自分がもどかしかった。 

 

 

プログラム名：Leadership in WAGGGS 

目的：Change への壁を知り、その解決策を考える。 

内容： 

① 人は「変化」に対して抵抗や壁を感じるが、それはチャンスで自分は変われるということ

だ。しかし現象 2 の時点でつまずいてしまって変化へのチャンスを逃してしまうということ

にならないように、そのプロセスを知る。 

 

現象 1：拒否「何も起こっていない！」 

変化への厚い壁に対して人は怖がり、耳をふさいでそれを認めたくないと思う。 

 

現象 2：抵抗「私にはできない」 

自分にその壁を乗り越えることは不可能だと人は思い込んでいる。 

コンフォートゾーンから出ることを人は恐れている。しかしこの状態から次のステップへ踏
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み込むのが重要なポイントだ。 

 

現象 3：探査「結局、ここに何かがあるかもしれない」 

チャンスの中に自分の可能性を見出し始め、Change に向けてのアクションを起こし始め

る。 

 

現象 4：達成「素晴らしい！ここからがスタートだ」 

Change への壁を壊し、新しいスタートを切ることに成功する。 

 

② 現象 2 から 3 へ乗り越える方法と、自分が逃げだしてしまわないようにするための対策を各

自で考えた。 

・モチベーションが上がるような本を読んだり映画を見たりして、人のスピーチを聞いて変

化へのプロセスを受け入れられる心を作っておく。 

・メンターに相談してアドバイスをもらう、他者からの意見を聞いてみる 

・自分のビジョンを紙に書いていつも見える場所に掲げておく 

感想：確かに変化するとき、試練は厳しいけれどやはりその先に自分の成長はあるということを

失敗するたびに毎度ひしひしと感じるのでそのことを忘れずに、何事にも恐れず立ち向かってい

かないといけないと思った。 

 

2 日目 

プログラム名：Exploring change 

目的：変化のための具体的なプロセスを知る（導入） 

内容：変化のための 8 つのプロセスが会場の床に図示されていた。 

8 つのプロセスについての説明があり、いまの自分が当てはまるプロセスの地点にそれぞれ集ま

り、意見交換した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, create a sense of urgency 

2, build coalition 

3, create a vision for change 

 

4, enlist volunteer army 

5, removing barriers 

6, generate short terms wins 

7, sustain & build on the change 

8, institute anchor the change 
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1、 緊張感を持つ（問題意識を持つ） 

2、 提携する（協力者をつくる、見つける） 

3、 変化へのビジョンをつくりあげる 

4、 協力者を巻き込む 

5、 壁をとっぱらう（できない理由の排除） 

6、 短いスパンで小さな勝利（成功）を作り出す 

7、 持続的に変化を積み上げていく 

8、 変化を起こす（目標に近づく、または達成する） 

 

感想：変化への具体的なプロセスを知れたことでなんとなくできそうな気はしたが、具体的な行

動のイメージがまだわかなかった。当時自分はまだプロセスの 1 から 2 へと移動している途中で

あり、変化までの程遠さをそのときは感じた。まだ変化ということに自分に対して現実味が感じ

られなかった。 

 

 

プログラム名：Exploring change 

目的：変化を起こすということは、小さくても難しい行動を持続させていくことだということに

気付く。 

内容：  

① Change BINGO game（チェンジビンゴゲーム）を行った。 

CHANGED 

HOUSES 

CHANGED AN 

OLD HABIT 

I CHANGED 

BOY FRIEND 

/PARTNER 

I CHANGED 

MY HAIR 

COLOUR 

CHANGED 

PREFERD 

COLOUR 

CHANGED 

PREFERED 

MUSIC STYLE 

I CHANGED 

JOBS 

I CHANGED 

MY NAILS 

COLUOR 

I CHANGED 

MY CAR 

I CHANGED 

PHONE 

I CHANGED 

MY 

LAPTOP/COMP

UTER 

CHANGED 

MOBILE 

NUMBER 

CHANGED 

SCHOOLS  

 

I CHANGED 

MY MIND 

Lived/Worked in 

different 

COUNTRIES 

CHANGED MY 

PREFERED 

PET 

I CHANGED 

MY PREFERED 

HOBBY 

CHANGED 

CLOTHES 

STYLE 

CHANGED 

UNIVERSITY 

CHANGED 

EYE GLASSES 

I CHANGED 

MY 

FAVOURITE 

TRAVEL 

DESTINATION 

 I CHANGED 

MY PREFERED 

SPORT 

CHANGE 

FOOD HABITS 

GAINED/ 

LOST 20 

POUNDS/ 

9KGS IN THE 

LAST 2 YEARS 

CHANGED 

BEST FRIEND 
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「何かを変えた」出来事の項目が表のようにビンゴのマス目上に並び書かれており、実際にその

チェンジをした人を参加者の中から探していく。項目に該当する人を見つけたら相手からサイン

をマス目にもらい、一列にマス目上のサインが集まればビンゴ！ と言っていく勝ち抜きゲー

ム。 

 

★プランニングチームからの言葉 

このゲームでは「Change」は身近なことから始められるということ、「Change」は難しいこと

ではないということ、「Change」は誰でもできる、そして誰もが日常的におこなっているという

ことを学んでほしいと思い皆さんにしてもらいました。 

 

② 自分のサインを利き手で書く。 

次に利き手ではない方の手で、利き手で書いたときと同じようなサインを書けるまで何度も

挑戦する。 

パトロール内で見せ合いをすると、みんなそろって利き手ではない方の手で書いたサインは

ぐちゃぐちゃで笑いあっていた。 

 

★プランニングチームからの言葉 

皆さんにはゲームを通してコンンフォートゾーンから出るという体験をしてもらいました。これ

は変化への途中過程です。ゲームを通して分かったように、日常的にやっていることでも、いつ

もと違うやり方で取り組むことは難しく、ゆっくり取り組まないと上手くできません。しかしそ

のプロセスは複雑なことではないです。これを継続させていくことで最終的に変化することがで

きるのです。 

変化のためには簡単で楽ではないことを継続的に実行していくのです。小さくても難しいこと、

時間がかかることの積み重ねをひとつずつスローペースにこなしていけばその結果が変化として

表れるのです。 

 

③ いまの時点で自分が変化の旅に出るための飛行機の設計図を描いた。自分の旅のために積み

込みたいもの、つくりたい部屋、一休みするためのリフレッシュスペースなどをみんな思い

思いに描いていた。 

④ 自分が変えたいこと、状況や環境を変えるために今自分には何ができるのかを変化への 8 つ

のプロセスに基づいて考え、書き出した。 

感想：「変化する」ということは難しいことだと思い込んでいたが、ゲームを通してプランニン

グチームから言われたことを実感した。テストの点数をあげるには毎日の宿題や少しの努力の積

み重ねが大事なのと同じで、自分を変える、組織を変えるためにも小さな取り組みや努力を積み

重ねることで自分にもできるんだということがわかった。そう考えると今まで無理だと思い込ん

でいたこともできるんじゃないかとふと思った。 
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プログラム名：Agents of Change Panel 

目的：ロールモデルからの話を聞き、モチベーションをあげる 

内容：チェンジエージェントとして地域の NGO で

活躍する女性陣のパネルディスカッションがあっ

た。話の内容としては彼女たちの経験談から夢を実

現させるためにどのようなことをしてきたか、どん

な壁に直面し、それをどのように乗り越えてきたの

か等、参加者にとって刺激になる話を聞いた。 

 

講演者の一人の Alice Amoako（アリス・アモア

コ）は自閉症の人とその両親や介護者の間でのコミュニケーションを促進するアプリを作っていた。 

過去、人々は自閉症を悪霊のようなものとして考えていたことがあり、自閉症の人を拒否するような

態度をとっていたことがあった。しかし、アリスたちが作ったアプリのおかげで自閉症の人も充実し

た幸せな生活を送ることができるようになったそうだ。  

「人生は挑戦でいっぱいです。それを避けようとするか、避けずに立ち向かうか、答えはあなたの中

で決まっています。あなたが愛していること、心ひかれることに迷わず挑戦するのです。」と彼女は話

していた。 

 

ジュリエット・ロー・セミナーのプランニングチームメンバーである Ruremesha Carine（ルレムシ

ャ・カリン）はブラウニー時代からリーダー時代までの自身の旅について教えてくれた。 

5 年前、彼女は WAGGGS と共に旅を始めると言いました。彼女は抑えきれない好奇心と自分の成長

に確信を持って自分自身にチャレンジし続け、地域のグループと共に成長しながら人々や組織のさま

ざまな変化に貢献してきた。 

「そして今、私はこの椅子（パネルディスカッション

の講演者の席）に座っています。私は英語がネイティ

ブではありません。決して英語が上手なわけではあり

ません。だけどこんな私でも皆さんの前でお話し、皆

さんの Change に貢献することができています。あな

たたちは変わることができる人です。ここにいるから

には自信を持って旅に出てください。」と話していた。 
 

感想：人として、女性として、大先輩である女性のロールモデルの方々の話を聞くことができて

光栄だった。彼女たちの話し方、立ち居振る舞いからあふれ出る、志の高さと心の強さをひしひ

しと感じた。自分もこのように誰かの変化のきっかけとなりたいと強く思った。特にプランニン

グチームメンバーのカリンはセミナー期間中、英語力が他の参加者より劣っている私を気にかけ

て時折声をかけてくれたので、彼女のスピーチはとても心に残った。そんな彼女の経験談は隅々

まで理解することはできなくても、彼女の強い意志と心は話している目から感じ取れた。 
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プログラム名：Briefing on next day community outing next day/ Reflection of personal 

projects 

目的：翌日のコミュニティパートナー訪問地の理解、グループ分け / 帰国後の個人プロジェクト

の途中案共有 

内容：翌日のコミュニティパートナー訪問に向けての予習のために訪問地の希望提出と、明日の

セッションプランの説明が始めにあった。 

コミュニティパートナーで訪問できる施設・場所は 3 つあり、その概要を聞いて参加者が行きた

い場所を選び、希望用紙に記入して提出した。 

 

そのあと帰国後の個人プロジェクトのプランについて、それぞれ練り、頭の中にあるプランを 4

つのグループに分かれて共有しあった。セミナー期間中の自分の中の変化も踏まえ、帰国後何が

したいか、どうなりたいかを発表し合い、似たプランを持つ人同士でアドバイスしあったり、意

見交換をしたりしてプランを熟考した。 

 

 

感想：コミュニティパートナー訪問が現地に着いてから初めての施設外訪問で、地域や街に出か

けるのも初めてだったため、とても楽しみだった。いつもと違うセッション形態の説明に 100 パ

ーセントついてはいけず不安を感じたが、周りにいたパトロールメンバーやルームメイト、プラ

ンニングチームメンバーが声をかけてくれ、要点を説明してくれサポートしてくれたおかげで助

かった。 

セミナー自体についていくことで必死だったため、個人プロジェクトについては考える余裕もな

くほとんどみんなの話を聞いているだけだった。同じグループになったメンバーが話を振ってく

れたり簡単に意見を聞いてくれたりしたので、それに答えることでディスカッションにも参加で

きたので良かったが、日に日に自分の英語力不足を痛感していた。 
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プログラム名：Movie night 

目的：少女と若い女性に関わる問題・アドボカシーについて考える。 

内容：「Half the Sky」と呼ばれる非常に難しい映画の鑑賞をした。 

セミナー会場にスクリーンが用意されており、みんな床にゴザを敷いて、枕やシーツなど持参してラ

フな体勢で鑑賞していた。 

映画の内容は、性的虐待を受けたシエラレオネの少女のストーリー。彼女はある日叔父から性的虐待

を受け、そのあとすぐ家から捨てられた。少女の父親はレイプされた娘を恥ずかしく思い、家から投

げ捨てたのだ。 

そんな残酷な家族からの虐待に強い少女は立ち向かった。彼女は人に自分の話をし、自分と人々を変

えようと一人で立ち上がった。 

 

★プランニングチームからの言葉 

レイプは犠牲者にとって決して恥ずべきではなく、決してレイプされた人のせいではありません。犠

牲者の彼女らが映画の中の少女のように声をあげることができれば、私たちはそれをサポートしなが

らコミュニティ、そして世界を変えていけます。WAGGGS のような組織を通じて私たちは世界中の

女の子に向けて、少女と若い女性に関わる問題について話し、解決を導くことができるのです。私た

ちにはその使命があり、変えることが出来る能力、環境があるということを忘れないでください。 

感想：映画の中の勇敢な少女を見て、私たちは人々にとって変化がどれほど重要か、なぜ地球上の

人々の生活にとって重要であるかをより深く理解した。このような問題を防ぐために人々の考え方を

変える必要が大いにあるのではないかと考えた。私たちには伝える手段があり、ツールがある。それ

を活用できることに感謝しながら世界中のこのような問題解決に向けて動き続けていかないといけな

い、声をあげ続けていかないといけないとあらためて感じた。 

 

 

3 日目 

プログラム名：Community change including Community Partner Visit and Lunch Out 

目的：ガーナのコミュニティパートナーを訪問し、実際に地域の人のために活動している人や施

設がどのようなことをおこなっているのか実際に見たり話を聞いたりして知り、自分たちには何

ができるのかを考える。 

内容：3 つのグループに分かれて施設・団体を訪問した。私のグループが訪問したのは street 

girls aid という NGO 団体の施設である。セックスワーカーをしていた少女を保護し、社会に貢

献できる人材として彼女たちのもつ能力を発揮できるように更生させていくことと、彼女たちと

その子どもの生活の質の向上を目的としている。13～20 歳の少女がその施設で過ごしており、

彼女たちは子どもの世話をしながら、社会に出て働いていけるように料理、裁縫、ヘアアレンジ

を学ぶ。 
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（アフリカ地方からの参加者に教えてもらったことだが、現地では編みこみヘアをする人が多く

このヘアアレンジはひとつの職業として成り立つ。強い日差しのせいで髪の毛が伸びずに縮れて

しまうアフリカの人たちは長い髪に憧れ、エクステンションを地毛と一緒に編みこんだヘアにし

てお洒落を楽しむのだそうだ。その参加者も私の髪を見て「髪がキレイに伸びていて羨ましい」

と言っていた。） 

人の紹介で施設に入ってくる少女たちはほとんどが自分や家族の食を養うために街でセックスワ

ーカーとして働いていた子どもたちだ。自分の体を犠牲にしてお金を得ることに慣れてしまうと

命の尊さがわからなくなってしまう。そのためワーカーとしてどんどんエスカレートしていき、

彼女らはコンドームを付けないことさえ拒まなくなる。実際、コンドームを付けないほうが報酬

を多くもらえるからだ。セックスワーカーという働き方に慣れてしまうと、HIV 等の感染のリス

ク等よりも報酬の大きさを考えるようになってしまう。また、そんな彼女たちは妊婦になっても

病院に行きたがらないという。誰が父親なのかわからない、充分な財力が無いため一人で行くこ

とができないのだ。施設ではそんな少女たちが自尊心を取り戻し、子どもと適切な生活ができる

ようなサポートをしながら、少女たちが社会にもう一度出て職に就ける技術を共に学びながら過

ごす。 

最初に施設の男性スタッフから話を聞き、その後実際に施設の中を訪問した。少女たちは予想し

ていたのとはずいぶん違ってとても明るく、生き生きとした表情と元気なパワーいっぱいの様子

で私たちを出迎えてくれた。 

施設の案内の後、3 つの技術を学ぶ場所に分かれて、施設にいる少女たちと交流した。 

私はヘアアレンジの技術を学ぶ場所を訪問したのだが、その場で少女たちにヘアアレンジの方法

を教えてもらいながら一緒にアレンジ体験をさせてくれた。いろいろ会話をしてくれたが、私が

日本人ということを知り、見ず知らずのはずの私に真っ先に「日本でのあいさつを教えて、これ

はどういったらいいの？」などと聞いてきてコミュニケーションすることに対してかなり積極的

な印象を受けた。英語も日常会話は問題なくできるレベルに話せていて、「英語はどうして勉強

しているの？」と聞くと「自分たちで勉強するのよ」となんのことない感じで話していた。 
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プログラム名：Debrief of the Community Partner Visit  

目的：コミュニティパートナーで見聞きしたこと、感じたことを参加者同士で共有し、自分の帰

国後のプランの参考にする。 

内容：訪問した場所ごとに 3～4 人のグループを作り、コミュニティパートナー訪問のふりかえ

りをした。互いに感想を話し合い、思ったこと、感じたことを共有し合った。 

私は street girls aid に訪問した 2 人と話していたのだが、そのうち 1 人から「施設側は少女たち

に社会復帰のために技術を教えていたけど、その前になぜ少女たちに保健指導や正しい判断をす

るためのトレーニングをしないのかが気になった。」という声があった。 

感想：私は施設の少女たちが予想以上に活気づいていたこと、彼女たちの向上心の強さに驚い

た。どんな立場にいようと、どんな過去があろうと人は自分で変わろうとすれば変われるし、変

わると決めた時点からその人の変化の旅は始まっているということを強く実感した。 

そのあと彼女たちに実際にヘアアレンジをしてもらったり、爪にマニキュアを塗ってもらったり

した。「どの色にする？ これはどう？」と気をかけながら献身的な姿勢で接してくれた。私が携

帯を出すと「写真撮ろう！」と一緒にたくさん撮ってくれた。 

 

感想：施設の人から聞いていた話と実際に少女たちに会ったときの印象はだいぶ違った。彼女た

ちの笑顔とエネルギッシュな姿にこちらが圧倒されるほどでとても元気づけられた。しかしこの

笑顔の過去にはさまざまな思いを抱えていることも知り、彼女たちの笑顔と学ぼう、知ろうとす

る姿勢を忘れてはいけないと感じた。彼女たちにどこまで踏み込んでいいのかわからず、せっか

くのコミュニケーションの機会に少し受身だったのを後悔したが、きっと彼女たちは私が他の人

に対する態度と変わらない普通のコミュニケーションを好んだに違いない。重い過去を抱えてい

ても、中身はきっと普通の女の子と変わらないだろうし、むしろ守られて生きてきた私よりずっ

と強い心を持っていると感じた。 
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4 日目 

プログラム名：Exploring the transformation process 

目的：change と transformation の違いを知り、本当の意味で変わり、新しくなるという

transformation について学ぶ 

内容： 

① まず、導入として Change と Transformation の違いの説明があった。 

Transform は Change に比べてより大きな変化を意味する。Change は Transform のための

小さな変化やステップのことである。設定した目標やビジョン達成のために何度も練り直し改

善しながら Change を繰り返し、Transform する。 

ｗ 

 

⇒新しい会を開く、新しいコミュニティを創る、ゴールの達成  

  Longer , Bigger（長いスパンで、大きな変化） 

 

 

Shorter, Small step（大きい目標達成のための短くて小さなステップ） 

 

 

⇒学校を変える、付き合う友達を変える、自分自身をよくする（変える） 

 

 

 

 

 

 

future 

 

now                 Doing the work(タスクをこなす) 

past 

 

Fix & improve(練る、改善する) 

 

② 今までの自分の経験で Transform したエピソードをパトロールメンバーに話してみる。みん

な学校でのことや恋愛エピソードについて自分のことを話した。誰かが話すたびに「すごい

ね！」「とってもかっこいい！」と相手を認め、褒め合う言葉が飛び交っていた。 

③ Transformational model（トランスフォーメーションモデル） 

Transform=Creative new things（新しいことを創り出す） 

 

 

Vision 

（目標、理想像） 

Change＝ Faster, short span（短期間ですぐにできること） 
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Transformation のための 8 つのポイントについての講義があった。 

変化のためにこの 8 つのポイントから組織や人を動かしていく。 

 

1）環境 

－組織は環境との調和を保ちながら存続する 

－進化するニーズ 

－顧客の認識 

－技術的変化 

－時代の流れ、社会や政治との関係 

 

2）戦略 

－組織、ビジネスはどこを目指しどのように付加価値をつけるのか 

－私たちは誰で、何をするのか 

－明確な戦略は組織やビジネスの変化を助けてくれる 

 

3）構造 

－どのようにビジネスやサービスを動かしていくのか 

－役割、責任を果たし報告をし合う 

－タスクの調整と物資の割り当て 

－構造は目指す目的に合っているか 

 

4）コアプロセス 

－ビジネスや組織における仕事の流れ、サービスを提供するステップ 

－サービスを提供するために必要な技術および物資 

Transformation 

Results 
Leadership 

Environment 

Strategy 

Core process 
Structure 

Systems 

Culture 
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5）システム 

－組織内のタスクまたは活動の相互関連（例：雇用者の選択、訓練、開発報酬） 

－計画と実践のフィードバック 

 

6）文化 

－文化は組織のカラーであり、特徴である 

－組織がどのように機能しているのか 

－その組織のリーダーシップスタイル 

－組織メンバーの態度、習慣および管理力 

－文化は組織の哲学と価値観を反映する 

 

7）結果 

－現在どのように組織が活動しているか 

－結果は組織そのものを映し出す 

－組織がどのような状態で何を維持する必要があるのか、何が課題なのかがわかる 

 

8）リーダーシップ 

－リーダーは成功を導く 

－ビジョンと戦略を定義する 

－人々を育て、組織文化を築く 

－リーダーは変化への先導を切る役である 

 

8 つのポイントを整理し、順序立てるとこうなる。これが Transformation を導くプロセスである。 

１、 組織（個人）について理解する 

２、 変化するべきこと、改善すべき課題について理解する 

３、 具体的なゴール設定をする 

４、 ビジョンを共有する 

５、 協力者を見つける 

６、 短いスパンで小さな変化を起こし続ける 

 

④ ケーススタディ 

ある日本人女性が海外出張で行った発展途上国の現状を見て、自分の会社のビジネスモデルを

活用してその地に住む人たちが自給自足の生活ができるような手助けをできないかと思いつい

たという課題ストーリーが与えられた。女性はアイデアを実現させるためにどうすればよいか

をパトロールで考え、パトロールごとで全体に向けて発表し合った。 

私のパトロールからは、その地域の現状をさらに詳しく理解して彼女の目指すビジョンとその

目的を仲間（共感してくれる人や会社の人）に共有して呼びかけ、協力者をつくることから始

めるという意見を全体に出した。 
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★プランニングチームからの言葉 

私たちには変化する責任があります。世界をより良く変化させていくのは一人では無理です。必

ず誰かと協力する必要がありますが、そのためにもまず、私たち自身が変わる必要があります。

自分が変わり続ければ、きっとそんな自分に周りの人は賛同して協力してくれることでしょう。

いまこの会場にいる一人ひとりに Change,そして Transform をしていく責任があるのです。 

感想：Change と Transform の違いが講義を受けてようやく分かった。2 日目のビンゴゲームで

学んだ誰もがすぐに取り組めるレベルの Change を積み重ねていくことが Transform につなが

り、そこまで到達してこそ本当の意味での変化になるのかなと思った。「変化」と聞くと今まで

大げさでとても大変なことのように感じていたが、セミナー期間も後半に入り、これまでの数々

のセッションをこなしてきたことで「変化」への感覚がどんどん自分の中で変わってきているの

が分かった。「変わる」こと、「変える」ことに対しての壁はセミナー初日のときの自分よりも確

実に薄くなってきていると感じた。 

 

プログラム名：WAGGGS and the 21st Century 

目的：WAGGGS の目的と戦略を理解し、組織やコミュニティでのリーダーシップについて理解

する。 

内容：WAGGGS の目的と戦略について世界連盟理事からの講義があった。 

最初に WAGGGS の Challenge（挑戦、課題）、Value（価値観）、Future（目指す未来）、そのあ

と世界連盟理事会の組織として Challenge、Organizational cultural Values について紹介があっ

た。 

この中でも Organizational cultural values（組織の文化的価値観）が組織をうまく機能させられ

るかどうかがとても重要であり、これについて図を使っての説明があった。 
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組織の文化、価値観は組織の空気や雰囲気にそのまま直結する。組織の骨組み（計画、目的と戦

略、組織構成）がきちんとできていれば個人がきちんと役割を果たすことができ、組織全体がま

とまりやすくなる。そのため状況に応じて変化するべきタイミングに組織全体で変化することが

可能である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Organizational 

                 Cultural values 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感想：WAGGGS の具体的な目的と戦略について知り、課題に対してのプランニングの仕方に少

しイメージがわいた。また、WAGGGS が目指していることにあらためて共感し、いまここで世

界連盟理事から直接話を聞くことができているということの重みを帰国後も忘れてはいけないと

思った。 
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プログラム名：Planning change –intergenerational component 

目的： 学んだ Transform のためのプロセスを帰国後のプロジェクトに生かす。 

内容：ジャンルやテーマごとに大きく分けられた連盟に関する課題が 5 つ用意されていた。自国

の連盟の課題に当てはまるものを各自で選び、5 つのグループに分かれてプランニングチームか

らアドバイスをもらいながら課題解決のための計画を考えた。 

 

用意された 5 つの課題は下記のとおりである。 

１、 弱い統治構造、プロセスとその透明性の欠如 

２、 ビジョン、目標、目的、価値観、組織文化、戦略の欠如 

３、 コミュニケーション方法、信頼関係や尊厳の欠如、それによって起こり得る争いや存続危機 

４、 革新性の欠如、多方面からの意見、互いの信頼の無さ、オープンマインドのコントロールの欠如 

５、 その他の問題 

 

私は 3 のグループで「世代間のコミュニケーションの欠落、関係性の弱さ」について解決プランを練

った。 

現状： 

・世代間のコミュニケーションの欠落 

・世代間の価値観の違いによる信頼性の欠如 

・若いリーダーの意見が連盟まで届きにくい 

・若いリーダーの信頼性の低さ 

 

プラン： 

・若い世代が活躍できる場を作る（プロジェクト、記事や通信の作成） 

・若い世代でコミュニティを作り、同世代での繋がりを強くする 

・SNS を利用して発信していく 

・世代間で会話する（意見交換できる）機会をつくり、積極的に交流する 

・連盟の会議等に若い世代も参加できる機会をつくる 

・連盟のプロジェクトに若い世代のリーダーがもっと参加するよう呼びかける 

 

考えられるリスク、起こりうる障害： 

・意見を言いあう機会が増えることによる世代間でのぶつかり合い 

・若い世代からの誤った情報発信、不適切な情報の発信 

 

サポーター： 

・連盟からのアドバイス、やり取り 

・周りの大人からの意見 

・SNS 拡散力のある人 

・適切なコミュニケーションのとりかたについてそれぞれが学ぶ 
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感想：具体的な課題について皆が真剣に考え、互いに意見を出し合ってプランを考えるのは刺激

的で楽しかった。全員が積極的に話し合い、意見を言い合う声が止まらない雰囲気にまた圧倒さ

れた。次々と意見が飛び交うが、やはり互いを否定するような言い方は一切なく雰囲気はとても

良かった。日本に帰ってもこんなチームを作っていきたいと思った。 

 

 

プログラム名： African Night 

目的：現地の芸術文化に触れる 

内容：現地での観劇 

感想：予想していたよりもかなりクオリティが高かった。トレーニングもしているのだろうが、

感情の表現力がとても豊かだなあという印象だった。王族のストーリーだったが堅苦しい雰囲気

はなく、要所要所でしっかりと笑いのシーンもありユーモアにあふれた作品でおもしろかった。 

 

 

 

プログラム名：Contributing the WAGGGS mission/vision 

目的：ミッションとビジョンの違いについて学ぶ 

内容：WAGGGS のミッションとビジョンの内容を示す文章の資料がそれぞれのパトロールに配

布され、どちらがミッションでどちらがビジョンなのかをパトロールで話し合い、考えた。 

そのあと答えの発表とそれぞれの違いについての講義があった。 
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WAGGGS のミッションとビジョン 

ミッション：少女と若い女性が責任ある世界市民として、自らの可能性を最大限に伸ばせるよう

にする 

ビジョン：すべての少女と若い女性の一人ひとりが尊ばれ、世界を変えるために行動を起こす 

 

ミッションとビジョンの違い 

ミッション：組織または企業の基本的な目的を定義し、なぜ存在するのか、そのビジョンを達成する

ために何をするのかを簡潔に説明するもの。これは将来の組織の「絵」として設定されることもあ

る。 ミッションステートメントでは、具体的に何がおこなわれるかの詳細が示される。 例えば、慈

善団体では「ホームレスと失業者のための職業訓練」と表すだろう。 

 

ビジョン：組織や企業の将来の理想像を定義するもの。 ビジョンは長期的視点であり、組織がどの

ように世界を動かしたいのかを表すこともある。 例えば、貧困層と協力している慈善団体では、「貧

困のない世界」というビジョンステートメントと表すだろう。 

 

次にパトロールごとで WAGGGS のミッションおよびビジョンを全身で表現してくださいという

課題が与えられた。 

パトロール内で案を出し合い、それぞれ発表し合った。 

私のパトロールでは「よりよい世界をつくっていくために活動するすべての女の子が一緒に動

く」ということを表す意味を込めてパトロールメンバー全員でピラミッドを作った。 
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感想：ミッションとビジョンの厳密な違いを知り、その 2 つはどちらも明確に設定する必要があ

ること、そして戦略としてとても重要な要素であることがわかった。体を使ってミッションやビ

ジョンを表現するのはパトロールごとに個性が出ていておもしろかった。また、体を使って動き

ながらパトロールワークをおこなうということで、それぞれがリーダーシップを発揮する場面と

なり、テーブルでディスカッションしているときよりも確実にパトロールごとの絆が深まったと

感じた。 

 

 

プログラム名：WAGGGS initiatives 

目的：ゲームを通して WAGGGS について知り、学ぶ。 

内容：パトロールごとに 8 つのポイントを回り、それぞれのポイントで WAGGGS や WAGGGS

プロジェクトに関するレクリエーションやゲームをした。 

① STOP THE VIOLENCE に関するゲーム。 

② SDGs に関するビデオ視聴。 

③ ワールドセンターに関するクイズ。 

④ FREE BEING ME に関するクイズ。国や地域独特の文化についての○×問題に答え

る。パトロールメンバーの素敵だと思う要素を紙飛行機に書いて飛ばし、相手にプレ

ゼントする。 

⑤ サンガムのワールドセンターに派遣されているガイド・スカウト、スタッフとスカイ

プで交流する。 

⑥ パトロールで輪を作り、その輪を引き離そうとしてくるアクションに輪が離されない

よう抵抗するというチームワークを発揮するゲーム。 

⑦ SDGs に関するストーリーの絵本を読み聞かせしてもらい、それについての感想と自

分の貢献できることを話し合う。 

⑧ e-leaning を使ったリーダーシップに関するクイズ。 
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感想：ゲームやレクリエーションを通して楽しく学べた。クイズ問題でわからないことは互いに

助け合ったりすることで更に仲が深まった。④のゲームでは一緒に過ごしてきた仲間から自分の

ことを褒めてもらうことに照れくさい気持ちもあったが、それによってパトロールメンバーとの

心の距離が一気に縮まった気がした。私は「Patient（忍耐強い）」と「Flexible（柔軟な）」の 2

つの言葉をもらったのだが、助けてもらってばかりの私のことを皆が見て分かってくれているこ

と、パトロール仲間の一人として認めてもらえているということがあらためて分かり、それがと

てもうれしくて感動するとともにパトロールメンバーに対して感謝の気持ちでいっぱいになっ

た。 

 

 

プログラム名：How to link my experience to my MO/WAGGGS/Global initiative 

目的：WAGGGS のグローバルリーダーの一員としてどのような行動や考え方が必要なのかパト

ロールワークやロールプレイングゲームを通して学ぶ。 

内容：  

① ロールプレイングゲーム  

パトロールごとに課題としてイメージ図（ブロックを積み並べたもの）が与えられる。5 分間

でそのイメージ図を再現するのだが、メンバーは次の 7 つからそれぞれ役割を決め、その役割

に与えられた条件に従って行動しないといけない。 

 

・チーフコミッショナー 

・トレーニングコミッショナー 

・ディストリクトコミッショナー 

・ローカルコミッショナー 

・経験豊富なトレーナー 

・経験豊富なリーダー 

・ヤングリーダー 

 

―1 人だけがイメージ図を見に行ける。 

―別の 2 人はイメージ図を見た 1 人と話すことができて、その内容を他のメンバーに伝えること

ができる。 

―他の 4 人（もしくは 5 人）はブロックに触れることができる。このメンバーだけでブロックを

積み並べ、イメージ図を再現しないといけない。 

―1 人はパトロールのリーダーとなり、パトロールをコントロールしないといけない。リーダー

は、モチベーションをあげるためにメンバーに声掛けをしたり、大事な決断をしたりする役

割。しかし、ブロックに触れることができないしイメージ図を見ることもできない。 

 

リーダーは時間に焦る気持ちを抑えてチームをコントロールしないといけない。口や手を出すこ

とができないメンバーも、どうアプローチすれば伝えたいことが相手に的確に伝わるのか考えて
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行動しないといけない。チームワークとそれぞれのリーダーシップが試されるゲームだった。 

② Young and Old 

1）まず、パトロールで Young と Old が担う役割のイメージを話し合い、紙に書き出した。 

 

 

 

 

これは、私のパトロールで出たものだが、Young といえば、ヤングリーダーや学生という立場の

イメージ、Old といえばコミッショナーや先生という立場のイメージがあるということだ。 

 

2）次に指定された役割にあてはまるイメージとして Young か Old を選んで書き出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような結果となったが、どの役割に関してもほぼ満場一致でこのイメージだった。役割によ

って年上の世代が担うもの、若い世代が担うものの固定イメージがとても強い。 

このゲームでプランニングチームが伝えたかったことは、確かに組織としてのバランスは大事

で、経験値のある人やリーダーシップのある年長者が役職につくというのは自然なことかもしれ

ないが、それが決まり事ではないし当たり前のように考えるのは違うということだ。 

実際にフィンランドの連盟では重要な役職に若い世代（30 歳以下）も選ばれるようになってきて

いるという話を聞いた。 

何に対しても固定概念を持つべきではない。年齢や枠組みだけに捉われるような組織作りでは結

果は残せない。若い世代もどんどん自分のコンフォートゾーンを超えて挑戦していくべきだ。役

職のある人だけに任せきりにするのではなく一人ひとりが責任を果たす意識を持たないといけな

い。 

感想：日本国内での活動で、自分はまだ若いし何も決める権利はないと思っていることが確かに

あった。しかし、ガールスカウトは一人ひとりの行動なしでは成り立たない活動だ。会員それぞ

れが世界をより良くするための行動をしていかないといけない。これまでの活動をふりかえって

も、自分がリーダーとしてもっと前に出て行ってもいいのではないかと思う場面があった。もう

私たちは大人で、世界を変えていくための行動を進めていく力もあるはずだ。どこか他人ごとの

ように考えながら誰かの後を追うだけのガールスカウト活動ではなく、自分自身が世界と向き合

い、変えていくための活動の仕方にシフトチェンジしていかないといけないのだということに気

付いた。 

Young－Young leader , Student 

Old－Commissioner ,Teacher 

Chief commissioner – Old 

National commissioner – Old 

Trainer – Old 

President – Old 

National ambassador – Young 

Top of troop – Old 

Leader - Young 
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プログラム名：The sustainable development goals 

目的：ゲームを通して SDGs について理解し、達成のために自分たちにできることを考える。 

内容：施設内のポイントごとに SDGs（Sustainable Develop Goals）に関連したゲームが用意さ

れている。ポイントを回って SDG について学ぶ。 

 

① SDGs に関するクイズゲーム 

 

② 17 のゴールのパネルがマス目上に床に用意してあり、指定されたスタート地点からゴール地

点を目指して進む。とまったマス目のゴールのために自分たちにできることを時間内で適切

に答える。答えた内容が適切であればマス目を進める。不適切であればその場で止まっても

う一度同じゴールについて答える。チーム対抗でどちらのチームが早くゴールにたどり着け

るかを競う。 

 

③ ランダムに引いたくじによって自分の立場（職業、人物像）が決められる。投げかけられる

質問に対して自分の立場上 Yes と答えるのが適切と思うなら前へ一歩、No が適切と思うなら

2 歩進む。全質問が終わるとき、それぞれの立場の間でかなりの距離が生まれるというミニゲ

ーム。最後の結果として生まれた人と人との物理的な距離は職業や立場によって扱いや得ら

れるものにどれだけの格差があるのかということを示していた。SDGs によって解決可能な

格差とその大きさをあらためて理解した。 

 

感想：SDGs は世界的に提唱されている世界の課題であるが、その解決を導くのは 1 人ひとりの

認識と自覚ある行動だ。世界への責任を果たす 1 人として、普段の行動を見つめ直す良いきっか

けとなった。③のゲームは人と人との格差が物理的距離として表れるというところがおもしろ

く、事の大きさを認識するにはとても良いゲームだなと思った。 

 

 

プログラム名：Change and sustainability 

目的：講義とケーススタディを通して SDGs への理解を深める。 

内容： 

① SDGs についての講義 

② 各ゴールについて私たちにできること、連盟や団でできることを考える。 

③ ケーススタディ 

パトロールごとに指定された事例について下記の 3 つの項目について考え、解決策を戦略立

てて発表する。 

1）Evidence（証言） 

2）The right tools（解決のためのツール） 

3）Goal（目標） 
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感想：午前中のセッションで SDGs についてかなり理解が深まった。17 のゴールと言われると

多い気がしていたが、それだけ多くのことを考え、理解し、行動できている人が、世界を変える

ために行動していると胸を張って言えると思う。今すぐに、全てのことを改善するために何か行

動を起こさなくてはいけないというよりも「持続可能な」行動で毎日意識して少しでも貢献する

ことが大切だと分かった。 

 

 

プログラム名：Change simulation game 

目的：シミュレーションゲームを通してリーダーシップの発揮とチームワークの実践をする。 

内容：ファミリーゲームというシミュレーションゲーム。 

5 つのグループに分かれて、グループごとに与えられた家族の設定に従って各自役割を決める。

プランニングチームは英語を一切話さずにそれぞれの母国語を話し、演者としてゲームを進行す

る。突然、携帯等の手荷物や私物がすべてプランニングチームの演じる警察に奪われ、ゲームが

始まる。ゲーム中にさまざまな障害を与えてくる悪党から目隠しをしろと言われたり、そこから

家族同士が無理やり引き離されたり、追いかけられたりしながらも、自分の役割を演じながら家

族のグループで課される課題をクリアしつつ、どんどん進んでいくシーンについていかなければ

いけない。時には家族の一人が人質に捕られたりすることもあった。 

家族という単位で自分の役割を果たしながら、1 人ひとりがリーダーシップとチームワークを意

識してゲームに参加する。 

 

ゲーム終了後はシーンごとに感想を書き出し、その時の感情はどうだったかふりかえっていっ

た。 

感想：どんなストーリーが始まるかも全く分からないところからゲームが始まり、初めの方は不

安で少しおびえていた。プランニングチームは全力で演じてゲームを進行し、どのシーンもとて

もリアルで本当に人が変わったのではないかというような豹変ぶりで、驚くとともに少し怖かっ

た。しかし、そのおかげで家族の役割を演じる参加者側の演技も時間がたつにつれてどんどんリ

アルさを増していった。それぞれが、次々と変わる場面にプレッシャーを感じる中でも、家族と

しての役割を果たさないといけない（演じないといけない）責任があるという少し不思議な感覚

に陥っていた。それが感情を余計に高ぶらせ、非日常過ぎるシーンでも本当に現実のように思え

た。家族という単位で、一緒にいた参加者と共に役割を演じながら、励まし合うことでチームワ

ークを機能させてゲームを進めていた。 

 

 

プログラム名：International night 

目的：参加者が自らの国や文化の紹介をし合い、国際交流を楽しむ 

内容：地域ごとに出し物をして、そのあと各国ごとに展示品やお土産の振る舞い合った。自国の

民族衣装やドレス姿で記念写真を撮ってセミナー期間最後の夜を参加者同士で楽しんだ。 
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・各地域の出し物 

西太平洋地域：自国のミニゲーム 

アジア太平洋地域：国のあいさつと歌の紹介 

アラブ地域：民族ダンスの披露 

ヨーロッパ地域：ソングと振付 

アフリカ地域：アフリカンダンス 

 

 

感想：出し物、展示品などをきっかけに話題が生まれるのでそれまであまり話を交わしたことが

ない参加者とも気軽に交流ができ、輪が広がったのでとても楽しめた。みんなホスピタリティが

とても高く、自国のお土産をたくさんあげたりお菓子を配って回ったりしている人もいた。私は

浴衣で参加したが、やはり日本は独特な和服のイメージが強いのか「Kimono、Kimono」と話し

たことのない子もみんな写真を撮ろうと声をかけてくれて浴衣のおかげで人気者になった気分だ

った。セミナー期間中はあまり写真を撮る余裕がなかったので、みんな少しでも多く写真に写り

こもうと必死だった。写真を撮っている人がいれば、すかさず走って写りこみに行ったり、普段

静かでおとなしい人柄なのに音楽が流れだすと激しく踊りだしたりするメンバーもいた。セミナ

ーでは見せないメンバーのギャップが垣間見ることができておもしろかった。 
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プログラム名：Personal action plan 

目的：帰国後のプロジェクトのプランニングを考える。 

内容：各自で帰国後のプランニングをした。会場のどこで考えても良いし、誰かと相談してもよ

かった。ある程度形になった人はプランニングメンバーにアドバイスをもらいに行っていた。 

 

・What do you want to teach or represent in the world? 

世界に何を教え、何を示したいのか。 

 

・There are many option we can choose freely in the world. 

  If we want to catch it, we should catch this in ourselves. 

世界にはたくさんの選択肢がある。 

選びたいなら自分たちで（選べるように）つかみ取りに行くべきだ。 

⇒理想があるなら進みたい方向へ進んでいけるように自分で行動を起こしていくべきだ。 

 

最初に Goal（目標）を設定し、Task（何をどのようにするのか）、Due To Date（期限）、

Resource（必要なもの）を表にして書き出した。 

  

 Task Due To Date  Resource 

Implementation 

(手段) 

   

Wellness（心身）    

Leadership skill 

（リーダーシップ

スキル） 

   

Support system

（サポート） 

   

    
 

感想：正直そのときは自分の中で具体的なプロジェクトが全く思い浮かばなかった。やった方が

いいこと、やらないといけないことは思い浮かんでも自分でやりたいと思うこと、自分にしかで

きないと思うこと、自分だからこそできることが頭に浮かばないためプランを考えるに至らなく

てとても悔しかったのを覚えている。周りを見れば、どんどんプランを書き進めていく仲間ばか

りでかなりの焦りを感じた。そうなると余計に思いつかなかったので、少し回りから離れて一人

になり、帰ってからの「自分の目指す姿」と「本当にやりたいこと」は何なのか自分に問いかけ

てノートに書き出して自分の思いを整理した。 
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プログラム名：Creative your support network/engaging people 

目的：個人プロジェクトに必要なネットワークを作る。 

内容： 

① プロジェクト遂行にあたってのネットワークの重要性と構築法について講義があった。 

 

② ネットワーク作りゲーム 

ネットワーク作りを理解するための簡単なミニゲームとしてエレベーターピッチをした。2 人

1 組になって 1 人ずつ自分の話をするのだが、初めましての相手にいかに短時間で自分のこ

とを知ってもらえるかを練習するものである。 

無駄のないように自分の要点を一分でどれだけ伝えられるかというゲーム。 

 

ネットワーク作りでは自分のやりたいこと、相手に求めていること（協力してほしいこと）を

伝え、更に自分は相手に何を与えることができるのか（自分の強み、協力できること）を伝え

る。そして相手と Win－Win の関係性を生み出す。 

③ 協力してほしい人にメールを送る。 

プロジェクトに協力してほしい人や自国のコミッショナー、メンターに自分の現状を伝えて

協力をお願いする。実際にその場でメールをしてネットワーク作りのキッカケを作った。 

 

④ SNS で発信 

自分の考えたプロジェクトややりたいことを Twitter や Facebook 等の SNS でハッシュタグ

を付けて発信して自分のことを知ってもらい、協力者を求める。 

感想：一人でやろうと思わずに全面的に協力者を求めればよいのだとわかった。しかし大きなこ

とを成し遂げようとするなら、それだけ発信することに重みがあるし勇気がいることだと思う。

大きなことをやろうとするにはそれだけの覚悟がいるし発信することに責任を持たなくてはいけ

ないなと思った。 

 

 

プログラム名：Evaluation closing ceremony certificates 

目的：セミナーを閉会する。 

内容： 

・参加者代表からのあいさつ 

・ガーナ連盟からのあいさつ 

・セミナー会場スタッフからのあいさつ 

・プランニングチーム代表からのあいさつ 

・プランニングチームメンバーからの言葉 

・セミナー受講証授与式 
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セミナー受講証は自分以外の参加者の証が入った封筒がランダムに配られた。受け取った証に書

いてある名前の参加者に自分が渡しにいき、それぞれ言葉を交わし合った。 

感想：誰から受け取るかわからないドキドキの受講証授与はとてもユニークでおもしろかった

し、セミナー期間を一生懸命共に過ごした同じ参加者から受け取るのはとても感慨深かった。 

長いように感じたけれど終わりが来ればあっという間のセミナー期間だった気がして、こんなに

も刺激がいっぱいの毎日が終わってしまうのか…と思うと寂しい気持ちでいっぱいになった。共

に笑って泣いて過ごした仲間たちとの思い出はふりかえるだけで涙がにじんできた。日本に帰っ

てまた元の生活に戻るというのが信じられなかった。帰国後の自分の変化が楽しみな気持ちとこ

の場から去りたくない思いが入り混じり、とても複雑な心境だった。 

このとき、セミナーをきっかけに自分は変わっていけると強く確信していた。 
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参加者所感 

 

奈良県第 11 団 佐藤恵利加 

 

私はこのセミナーを通して「ありのままの自分でいること」、そして「自分を変えていくための

チャレンジをする」ということを学びました。 

「正解が欲しい」「100 点を目指すべき」「できない、わからないのは良くない」「間違った答え

は言うべきではない」「できない自分を見せるのは情けない」という考えは多くの日本人が持って

いるのではないかと日々を過ごす中で感じます。ふりかえってみるとそれは私自身もこれまでの学

校教育や生活を通して学んできたことです。決してそれを否定するわけではありませんし、そうい

った美を好む日本の文化は素晴らしいことだと思います。ただ、私は人間の成長過程においてその

点を考えたときに疑問を感じます。人間は誰しも多方面において成長の可能性を持っています。失

敗や間違いを経験することはその人にとって新たな学びのチャンスなのに、そのチャンスを避けよ

うとする文化はもったいないと思うのです。 

  

そんな疑問を持ちながら不安と期待を胸に飛び込んだセミナー会場では普段聞き慣れない英語や

多様な外国語が飛び交っていました。まるで不思議の国の世界でした。「わからない」「伝えられな

い」が頭の中で交差した初日の絶望感を今でも覚えています。そして気づいたときには分からない

という状態になることが怖くてふさぎ込んでしまいました。自分を表現できず、仲間に話しかける

ことさえも嫌になっている自分が悔しかったです。疑問に感じるといえども私も失敗や間違いを恐

れることがあります。どうすればいいかわからず途方に暮れていたときに手を差し伸べてくれたの

は、そんな私を見つけて声をかけてくれたプランニングチームやセミナー参加者の仲間たちでし

た。 

 

泣きそうな顔で立っている私にかけてくれた言葉は今でもハッキリ覚えています。 

「私はあなたがここにいることをとてもうれしく思うわ。だってあなたはここにいるだけで立派

なチャレンジャーよ。そのままで自信を持って、素敵な笑顔でいればいいのよ。」 

この言葉がそのときの私にとって心の救いになると同時に大きなキッカケでした。そこから私の

中で変化が起き、堂々と「わからない」「助けてほしい」が言えるようになりました。 

 

そうは言っても正直セミナーから帰ってきた直後の自分はまだ変化のスタート地点に立ったばか

りの何もできない自分でした。報告書の作成をするにも、過去の参加者の方のような素晴らしい内

容のものを書き上げる自信は全くなくて書くことさえも拒んでいました。しかし、壁にぶつかりな

がらも Change することをあきらめないで取り組み続けて帰国後 8 カ月経った今、やっとありのま

まの自分を認めて変化のチャンスを受け入れられるマインドにシフトチェンジできてきていると自

信を持って言えます。 

 

できる自分だけではなくて、できない自分や 100 点じゃない自分も認めてあげることが変化のため

には自分にとってどれだけ大事かを痛感しました。そうしてありのままの自分を認めることができ
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て初めて「変われる」自信を持つこともできます。「自分は変われる」と信じることができたら、

次は「変わる」ために行動を「変えて」いくのです。それに気づくことができました。 

 

セミナー中、実力不足の私に嫌な顔をしたり否定したりしてくる参加者は誰一人いませんでし

た。むしろみんなの足を引っ張ってはいけないと内気になって何も話さないでいたときよりも、自

分を受け入れて「わからない」と言えるようになってからの方がよっぽどみんなと一緒にセミナー

を受けている気がしました。考えてみれば準備不足、実力不足の自分は本当に情けなかったです

し、後ろめたい気持ち、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。しかしそれ以上に「ありのままの自

分」をそのまま受け入れ、認めてくれる仲間に感動しました。 

 

刺激をたくさんもらえるという意味でもモチベーションの高い仲間たちが集まる異空間にいられ

たことはとても光栄でした。その中でも特に感じたことは「ありのままの相手を受け入れる」「相

手を理解する」というリーダーシップをあの場にいた未来のグローバルリーダーたちは既に持って

いたということです。そして、それはチームを作るうえで非常に大切なことだと身にしみて感じま

した。 

 

いつか自分が自分の夢を叶えられるときが来たらあの場に集っていたメンバーにもう一度会い、

恩返しがしたいという気持ちと、二度とないあの一週間の記憶は私の日々のモチベーションになっ

ています。素敵な出会いと経験を得るチャンスを何もなかった私に与えてくださった日本連盟、奈

良県連盟、奈良県第 11 団の皆様に心から感謝しています。世界のチェンジエージェントの一員で

あるという自覚を強く持ちながら、ガールスカウト会員として、ひとりの女性として今回の経験を

生かしながら日々活動していきたいと思います。そして先で日本のガールスカウトに貢献できる人

材となっていたいです。 

 

最後に、若い世代の会員には特にこのような機会にチャレンジしてほしいと思います。まさか自

分が人生でアフリカに行くなんて思ってもいませんでした。しかし不思議と抵抗はなく、このセミ

ナーに参加しなければおそらく行くことのなかった地に足を踏み入れることに期待する気持ちでい

っぱいでした。そのころ何か自分の殻を破るキッカケを求めていた私にとって、このセミナーに参

加することは大きなチャンスでした。もちろん出発時も何時間も一人で飛行機を乗り継いで日本人

のいない場所へ飛び込むことに不安はありましたが、「変わりたい」というただその気持ちだけが

私の背中を強く押していました。 

 

自分が「変わるキッカケ」を作ることができるのは自分自身のみだと思います。そしてそのチャ

ンスをものにできるかどうかも自分にかかっています。しんどいと感じるその先にこそ素敵な未来

と素敵な自分が待っています。その未来の自分はきっと自分が欲しいものを持っているはずです。

誰が何と言おうと、「これだ」と思うことにチャレンジしていってください。志を共にできる仲間

が世界中で待っているはずです。 

 


