
 

 

  

  

 

 

 

 

 

             ガールスカウト京都府第 1団 

               松井 理恵 

 

                  



・事業名 ヘレン・ストロー セミナー2017 

・会場  アワシャレー（スイス アデルボーデン） 

・日時  2017年 3月 21日（火）～27日（月） 

     〔派遣日程：出国 19日（日）から帰国 29日（火）〕 

・テーマ 持続可能な将来のために変化をリードする（環境問題）  

     “Leading Change for a Sustainable Future” 

・目的  リーダーシップを理解し、発揮し、環境問題の現状に対して行動を起こすこと

ができるようになる 

・参加加盟連盟 21加盟連盟  

- 西半球地域 5加盟連盟    

（アメリカ、カナダ、グレナダ、パラグアイ、メキシコ） 

- アフリカ地域 3加盟連盟 

（タンザニア、マダガスカル、ルワンダ）    

- アラブ地域 1加盟連盟               

（シリア） 

- ヨーロッパ地域  7加盟連盟                           

（アイルランド、アルバニア：注 1、イギリス、オランダ、ギリシャ、デンマーク、

フィンランド） 

  注 1：アルバニア連盟は、セミナー開催時は未加盟だったが、2017年 9月に世界会議

で準加盟連盟として承認された。 

- アジア太平洋地域 5加盟連盟 

（オーストラリア、ニュージーランド、日本、フィリピン、香港） 

・参加者 上記 21加盟連盟のヤングリーダー24人、WAGGGS実行委員会（講師）6人と

アワシャレーのスタッフ 



・事前準備 

- 空港券の予約（旅行会社で見積もり） 

 - 下記の事前課題（プロジェクト立案のため、自分の地域や環境問題に関する調査） 

 - 同セミナー参加者やアワシャレーとオンライン掲示板パドレット（padlet：事前に実行

委員から連絡）や WAGGGS実行委員会よりソーシャルメディア（*フェイスブック

等）でつながる。 

*セミナー中や後に情報共有のツールとして、頻繁に活用しました。 

 - 以前のヘレン・ストロー セミナーの参加者に連絡（直接メールし、荷物や心の準備） 

 

・事前課題（セミナーへの前準備：事前に実行委員より連絡あり） 

 - 自分の地域の環境問題についてのプロジェクト立案、所属連盟や自治体と連絡 

 （京都府連盟、京都府知事や京都市長にお会いし、資料などを提供していただきました） 

- 身の周りの自然とつながる 

（少なくとも 1時間以上行き先を決めず自然の中で過ごす、自然観察） 

 - セッションのための準備：「セッション名」（英名）＞ 準備課題 

（１）「環境へのリーダーシップの観点」（“perspectives on Environmental leadership”） 

  ＞ 自分のコミュニティで環境問題に携わるリーダー（1人以上）の調査 

（２）「環境ギャラリー」（“environmental gallery”） 

  ＞ 自分のコミュニティで気づいた環境問題をセミナーで共有するためまとめる

A1サイズのポスターもしくは 2分以上のビデオを作成 

- WAGGGSのオンライン学習の  i-Lead “Me as a Leader” のクイズ式問題に取り組む  

 



・持ちものと天候 （必要な物の簡単なリストの連絡はあります） 

 - 鞄：キャリーバック、バックパック 

 - 衣類：着替え、防寒具、寝間着、手袋、帽子、靴下など 

＊日によって変わるテーマカラーの小物や衣類 

  ＊室内は暖かく、セーターやパーカー1枚で十分 

（半袖の方もいました。） 

  ＊屋外での活動があり、スキーウエアの上着（防風）を着用 

 - 靴：トレッキングシューズ、室内履きスニーカー、 

スノーブーツ （雪の時もあるので防水が良） 

 - 洗面用具（アメニティ）、バスタオル 

 - 日焼けグッズ：日焼け止めなど 

 - 救急用品（ファーストエイド） 

 - 水筒、ランチボックス（水道水飲用可） 

＊飲み物に関して（ティータイムが午前と午後に 1度ずつあります。） 

 - 電気製品：パソコン、Cタイプのコンセントプラグ、カメラ、懐中電灯 

 - スワップ用のもの 

 - 国際交流祭（International Festival）準備物：お濃茶の粉や茶筌、折り紙やお菓子等 

 - セッションや課題で使う資料や日本を紹介できるデータなど 

 - お金：空港からアデルボーデンまでの電車代、アワシャレーまでの飲食 

     セミナー中＞アワシャレーのお土産、町探検で行くスーパーで使用 

            ＊飲食などはアワシャレー内で個人的に買うことはありませんでした。 



・日程表 ＊英語記載の日程表から現地で変更された点があります。（*変更点） 

 3/20 
3/21 

第 1日目 

3/22 

第 2日目 

3/23 

第 3日目 

3/24 

第 4日目 

3/25 

第 5日目 

3/26 

第 6日目 

3/27 

第 7日目 

8:00  朝食 

8:45  1.開会式 ウォームアップやふりかえり、パトロールタイム 

9:30  

2.導入セッシ

ョン 

“Launch 

Session” 

7.スイスの 

環境を 

知る 

“Discover and 

connect with the 

Swiss 

environment” 

12.-15. 

体験を通

してリー

ダーシッ

プを学ぶ    

“Team 

leadership 

challenges” 

17.関心テーマ別

のグループで 

取り組みの 

共有 

“Environment 

special interest 

groups” 

*22.-23. 

変化を起こすための

リーダーシップ能力

を育てる 

“Leading a Change 

journey” 

27.自分の計

画を深める 

“Change 

project 

working 

session / 

coaching” 

32.自分の企

画書を完成

させる
“Final 

Action 

Plans” ↓ 

11:30  

3.リーダーと

しての私 

“Me as a 

leader” 

↓ 

 

8.環境問題を

理解する 

 

18.環境問題への

取り組みの事例 

“Stories of 

environmental 

leadership” 

↓ 

28.プレゼン

テーション

の練習 

計画書に清書 

↓ 

*33.変化の

象徴となる

作品を作る
“Symbols for 

change” 

13:00  昼食 昼食 

14:30  

4.私のリーダ

ーシップ経験 

“My 

leadership 

practice” 

(6 Mindsets 

Session) 

9.環境問題に関

わるリーダーに

ついて 

“Perspectives on 

environmental 

leadership” 

19.SDGsを 

理解する 

“Perspectives on 

the SDGs” 

24.計画の実行のた

めのリスクとは・ 

アドボカシースキル

を学び、人に影響を

与える 

“Influencing 

gatekeepers” 

*29-30 

ふりかえり

と 

意見交換 

“Peer 

Feedback” 

*34.野外 

活動 

“Promise 

Hike and 

Leadership 

goals” 

16:30 

最寄

り駅

送迎

合流 

到着 

5.環境の持続

可能性とは 

“Exploring 

environmental 

sustainability” 

10.自分が望む変

化を考える 

“The change you 

want to see” 

20.自分の計画を

考える 

“Designing your 

change plan” 

25.自分の計画を現

実的に 

“Change project 

working session/ 

Pop-up networking” 

35.評価 

“Evaluation” 

 

*閉会式 

18:00 散策 一日のふりかえり 

18:30  夕食 

20:00 

ティ

ー 

ルー

ムで

交流 

6.チーム対抗 

クイズ大会 

“Who wants 

to be a 

WAGGGS 

millionaire” 

11.スイス 

ナイト 

“Swiss Night” 

16.映画鑑賞 

“Movie 

Night” 

21.国際交流祭 

“International 

Festival” 

26.アースアワー＆

キャンプ 

ファイアー 

“Earth Hour 

campfire/stargazing” 

31.自由時間 

“Free 

evening” 

 



 



 第１日目  

 開会式の前日はすべての参加者が到着し、夕食をともに

しました。そのおかげか、初対面だと思えないほどフレンド

リーな雰囲気でセミナー第 1日目が始まりました。時間があ

ると、それぞれの地域でどのような活動があるのかを話しま

した。他の参加者は、自分の活動に活かせる発見をしたと喜

んでいました。 

リーダーとしての私（Me as a leader/My leadership practice） 

 自分自身の理解を深める 1日となった 1日

目は、リーダーシップの基礎を学び、自分を

見直すことや 6 つのマインドセット（心がけ）

を学ぶことで 、その実践方法を確認しました。

初めに、セミナーに対してや自分に対して何

を期待するかを見直すことで、どう行動すべ

きかを確認しました。初めのセッションとし

てリーダーに必要な要素 8つを学び話し合っ

たあと、今の自分はどのような存在か客観的

に考え、その要素があてはまるかを考えまし

た。そして、これまで誰に支えられ、励まさ

れてきたのかを確かめました。 

 

チーム対抗クイズ大会（Who wants to be a WAGGGS millionaire?） 

 アワシャレーの歴史や他のワー

ルドセンター、WAGGGSについ

てのクイズを TVクイズ番組形式

でパトロールごとに競い、私たち

のパトロールが優勝しました。ア

ワシャレーやWAGGGSについて

より知り、チームワークを深める

機会にもなりました。セミナー中

はこのパトロールで活動しました。 

 



 第 2日目 

 2日目から毎朝、ウォーミングアップがありました。簡

単なゲームは、日替わりで参加者が考えました。 

スイスの環境を知る（Discover and connect with the Swiss Environment） 

 すでに何日も一緒にいたかのように仲良くなったみんな

と宝探しゲームやすごろくといったゲームを通して、スイ

スの自然や環境について知識を深めました。午後は各国で

活躍する指導者の活動からリーダーシップをとるはどうい

うことかを実例から勉強しました。事前課題で調べた、変

化を起こしたリーダーについて共有し、パトロールごとに

優れたリーダーを 1人選び、皆でプレゼンテーションを作

成、発表し、パトロールで競いました。また、どのような

変化を思い描いているのか個々で絵に表した後、環境ギャ

ラリーとして皆がポスターに示した各国の環境問題を見て、

情報交換をしました。話が尽きませんでした。 

スイスナイト（Swiss Night） 

 スイスの伝統的な楽器の演奏や歌を聞きました。クイズをして、よりスイスについて知

ることができました。初日の復習だったこともあり、みんな負けまいと、パトロールで団

結し、盛り上がりました。最後は、チョコレートフォンデュをいただきました。 

 

 

 

 

 

 



 第 3日目 

体験を通してリーダーシップを学ぶ（Team leadership challenges） 

 - Get out your comfort zone! - 

  ほぼ 1日アドベンチャーパークへ行き、自分自身に挑戦し、みん

なと友情を深め、スイスの自然を楽しみました。アドベンチャーパ

ークはスキー場のふもとにあり、まだ雪が残るスイスの美しい山や

川を眺めながら、ワイヤー滑り、綱渡り、バンジージャンプなどし

ました。バンジージャンプに挑戦しようとする高所恐怖症の参加者をみんなで応援し、達

成したときにはとても盛り上がり自分のことのようにみんなが喜び合いました。

 

環境ギャラリー（Environmental Gallery） 

それぞれの地域で起こっている環境問題は似ていたり、関連していることがわかりまし

た。例えば、パラグアイでは工場からの汚染水で湖が緑のゼリー状になっていることを知

り、それは日本でも大正や昭和にかけ起こった汚染や公害に似ていると感じました。また、

オーストラリアでは温暖化によるサンゴ礁の破壊は、沖縄県でも起こっていると身近に感

じました。カナダでは海洋漂流物によって海がペットボトルのスープになっており、生き

物が被害を受けていることを聞いて、その声から深刻さを感じました。海洋漂流物のごみ

は東北大震災時の津波が原因と思われるものもあると聞き、環境問題は日本から離れた場

所で起こっていたとしても、知らないうちに自分も関わっているんだなあと思いました。 

映画鑑賞（Movie Night） 

 みんなでブランケットを持ち寄り「エリン・ブロコビッチ」（“Erin Brockovich”）を見

ました。映画は、ジュリア・ロバーツ演じる主人公、女性の環境運動家の名前で、彼女の

半生を描いた作品です。産業の環境問題への影響や人体への影響、変化をもたらそうとし

ている人に、人はどのようにしてついていくのかを考えることができました。多くの参加

者が前半のセッションで疲れ、眠気もある中、映画の途中で笑いが起こるなど、和やかに

見終えました。 



 第 4日目 

自分の計画を考える（Designing your change plan） 

 前回の HSSに参加した 4人、（フィ

リピン、ペルー、ナイジェリア、マレー

シア）とスカイプでつなぎ、プロジェク

トを進めていくにあたってのアドバイス

を聞きました。そして SDGsの理解を深

めた上で、改めてプロジェクトの立て方、

注意点を学びました。プロジェクトテー

マが似ている仲間を見つけ、意見交換や

話し合いをしました。前日の 3日目の夕

食前におこなった環境ギャラリーでは、

他の参加者の地域の現状を知り、また、

どんな問題に取り組もうとしているのかを少し分かりました。それから 4日目のこのセッ

ションを通して、気づいたことなど話し合いました。そこでセミナー後もプロジェクトテ

ーマはそれぞれ違っても、私たちがセミナーを通しておこなってきたように現状や取り組

みを共有することは、プロジェクト実行にあたって欠かせないことだと意見がまとまりま

した。地球規模で起こっている環境問題において、地球上の他の地域の現状を知るのは、

大切で、セミナーに参加していないガールスカウトにとっても新しい気づきや刺激になり、

プロジェクトの改善や継続に大きく影響をあたえると思いました。 

国際交流祭（International Night） 

 自分の国についてプレゼンテーションをおこなった後、各国ごとにブースを作り、持ち

寄ったお菓子やクラフトを交換しました。私は、簡易にお濃茶を立て、お菓子や京都やガ

ールスカウトのパンフレットを並べました。ヨーロッパ地域の参加者は、お濃茶に興味を

持つ人が多く、試すことを楽しんでいま

した。また、オランダの参加者からは、

日本のチョコレート菓子が大好きだとい

う言葉もいただきました。また、一番好

評だったのは、名前を聞いて、目の前で

筆ペンで千代紙に日本語で書いてみせる

ことでした。日本語には漢字、ひらがな、

カタカナの三つの文字があることに非常

に驚かれたようでした。 

 

 



第 5日目 

変化を起こすためのリーダーシップ能力を育てる 

（Change Journey）*セッション名は、もとの日程表から現地で変更がありました。 

 自分のプロジェクトを再考し、もっと具体的な計画を作るための 1日となりました。ま

ず自分がどのようなリーダーかを認識し、計画を実施するための 4 つのスキル（ポリシー、

認知、取り組み、協力）を学び、練習しました。そして 6つのマインドセットを活用し、

プロジェクトの中で誰と関わる可能性があり、どんなリスクがあるのか想像できる限り考

え、参加者やスカイプでつながったマレーシアのリーダーと、意見交換しました。最後に、

自分の計画に戻り、参加者と共有し、みんなからアドバイスや質問を受け、客観的に考え

ることができました。 

アースアワー＆キャンプファイアー（Earth hour and campfire） 

 この日は 3月 25日で、*WWF（世界自然保護基金）のソーシャルグッドプロジェクト

のアースアワーにアワシャレーとして参加しました。この活動は世界の約 178の国と地域

で同じ日時に電気を消し、バトンを繋ぐように環境保護を呼びかける活動です。私たちは、

キャンプファイアーの前にすべての電気を消しました。野外で最後にろうそくの明かりも

消し、静かで真っ暗な中、いつもの便利な生活からいったん離れ、地球に立っていること

を感じました。空に星がとてもきれいに見える夜でした。キャンプファイアーは世界連盟

の方々も含め、ニュージーランドとスカイプをつないだままおこないました。ソングをシ

ェアし、新しいソングやゲームで盛り上がりました。ソングの中には、私が知っているソ

ングに似たメロディもたくさんありましたが、手遊びや楽しみ方が少し違い、その発見は

とても楽しいものでした。キャンプファイアーのあとは、皆がソングを忘れないよう録音

したり、メモしたりしました。キャンプファイアーはとても楽しく盛り上がったので、帰

国後に共有したい気持ちはみんな同じだと分かり、嬉しかったです。 

* 「アースアワー」WWF : https://www.wwf.or.jp/sp/activities/climate/at1259/cat1390/  



 第 6日目 

自分の計画を深める（Change project working session / coaching） 

 1分で自分のプロジェクトを発表しました。改めて、どのような人に対してのプロジェ

クトなのか確認しました。みんなからのアドバイスや自己反省を含め、これから実施して

いくにあたって必要になるプレゼンテーションの練習をおこないました。プロジェクトを

実行するにあたり、発表など伝えるということの重要さ、テクニックを知りました。 

変化の象徴となる作品を作る（Symbols for change） 

変化の象徴となる作品を、リサイクル品を

使って作りました。セミナーを通して、自分

自身にどのような変化があったのか、これか

ら計画を通して環境、自分にどのような変化

を望むのかを表現しました。これまでの活動

の振り返りを言葉ではない方法で表現するこ

とは新鮮でした。使ったものは、これまでの

活動で使用したあらゆるもの、アワシャレー

にあるもの、ごみ箱にあるものなどありとあ

らゆるものを再利用しました。ほかの参加者

は、絵をベースに蝶を描いていたり、切り絵

にして作品を作ったりしていました。私はテ

ィータイムに飲んだティーパックのカラフルな包装を使い、変化を表しました。この時ば

かりは、話し声が一切なくなり、個々に真剣に取り組んでいました。  

自由時間（Free Evening） 

皆が夕食後や寝る前などに集まる「ティーバ

ー」という部屋があります。パズルをしたり、

歌ったり、深く話し合ったり、自由に過ごすこ

の部屋は、皆の憩いの場でした。近い年代の参

加者と、生活の違いも含め交流を楽しみました。

下の写真を撮った日も皆で寄り合うことを決め、

歌ったり、話したりして楽しみました。高校生

の参加者は、宿題をしていることもありました。 

 

 

 



第 7日目 

自分の企画書を完成させる/評価（Final Action Plans and Evaluation）  

 これまで検討してきた自分のプロジェクトを正式な用紙にまとめました。この日はとこ

とん自分のプロジェクトに向き合い、必要に応じ実行委員会（講師）や他の参加者と話す

など、自由な時間が多く取られました。私のプロジェクトはセミナー参加前に考えていた、

水や電気の節約をする活動から啓発活動になりました。なぜなら、私が選んだ環境問題に

対する取り組み（水や電気の節電）をみんなに実施してもらうよりも、取り組む人が興味

のある環境問題についての取り組み方を自分で考え自分で計画し進めていくという方法の

方が、効果があると考えたからです。 

 

野外活動（Promise Hike and Leadership goals） 

セミナーの終わりに、アワシャレーから 30分ほどのところまでハイキングに行きまし

た。山を少し登るとマジックツリーという呼ばれる木があります。その木は願いが叶う木

といわれています。皆の計画したプロジェクトが成功するよう願いを込めました。 

 

自由時間（Free Time） 

アワシャレーのエコ

チャレンジに取り組ん

でいたので、達成する

ためのクイズや課題に

取り組む時間にしまし

た。最終的に挑戦して

いた皆でバッジをとる

ことができました。 



食事 

朝食は、食堂に来た参加者から順に食べます。ゆ

ったりとしていて、シリアル、パン、ヨーグルト、

フルーツ、コーヒー、紅茶、ミルク等充実していま

した。 

昼食は、活動の内容によって朝食の時に各自でサ

ンドイッチを作って、スナックやフルーツと一緒に

持参したランチボックスに入れて準備することもあ

りますが、それ以外は、食堂で食事をとります。 

 夕食は、現地の食材のもので出され、おいしかっ

たです。デザートもありました。どの食事にも、ベ

ジタリアン、グルテンフリー、卵抜きや乳抜きのメニ

ューがあり希望によって選べます。席は決まっておら

ず、アワシャレーのスタッフと共にいただきました。

この機会が唯一スタッフの方々と話せる時間でした。

スタッフには、短期や長期のボランティア、インター

ンなどで出身地もさまざまでした。 

ティータイム（午前と午後に 1度ずつある休憩の時

間）のスナックは、日によってクッキーやケーキなど

さまざまです。   

 

 



計画（Action Plan）  

私のプロジェクトは、環境保全が人にとって不可欠であることを理解してもらうため

の啓発活動です。また、個々に自分ができる取り組みを考えてもらい、それを共有し実行

してもらえるようなプロジェクトにしたいと思います。環境問題を知っていてもそれが自

分の生活とどう関係しているのか、地球規模の巨大な問題なので私のように手のつけよう

がないと思う方が多いのではないかと考えたからです。この啓発活動は、ヘレン・ストロ

ー セミナーで受けた衝撃の流れを簡単に小規模にしたようなイメージです。今回のセミ

ナー第 2 日目午前中の「スイスの環境を知る」セッションや環境ギャラリーを通して、私

は実際に起こっている環境問題の深刻さを講師の方や参加者から現地の声として知り、大

きな衝撃を受けました。そして、実際にスイスのアルプスの山々に囲まれて過ごし、事前

課題（2）で過ごした身の周りの自然と比べ、私が子どものころからいかに自然にお世話

になってきたか、癒されてきたかをふりかえり、自然や大地、地球に愛着を覚えました。

自然が私の生活になくてはならないものだと理解しました。次に世界規模の環境問題から

より身近な問題に焦点をおいて考えたとき、同じような問題が各地で繰り返されているこ

とに気づき、環境問題を抽象的にただただ大きく捉えすぎていたと感じました。実は、各

地でそれぞれに取り組まなければならない無数の点だと考えたほうが良いのではないかと

思いました。無数にあるので、私一人の取り組みでは足りないし、乏しいものになります。

そのため、心から取り組む仲間を増やしたいと思っています。しかし、環境問題というの

は幅が広く、人それぞれ興味を持つ環境問題は異なります。環境問題に取り組みたいと思

う人が、自分の興味のある問題について持続可能な規模の計画をたて実施し、それを共有

し、ほかの取り組みをしている人たちと意見交換しあい、そこから自分の計画を見直して

さらに良いものにしていくという過程を繰り返しおこなえるようなフレームづくりができ

ればと思っています。 

 まずは所属する団の担当部門でおこない、必要があればプロジェクトを修正します。そ

れから、団全体に拡大し、地域、府連盟と、プロジェクトに修正や変更しながら規模を拡

大できたらと考えています。また、今回のヘレン・ストロー セミナーに参加した各加盟

連盟のスカウトに共有して、つながることができるよう計画しています。 

私のプロジェクトは、4 つのプログラムで構成されており、楽しく取り組めるよう用意

しています。①現状の環境問題を知ること ②自然を身近に感じ、必要なことを感じ知

ること ③どのようなことができるのか考え、行動すること ④おこなったことを共有

することです。これらを現在おこなわれている活動と組み合わせ、取り組んでいきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

  



              



感想 

 私にとって、このセミナーに参加するという事は挑戦でした。なぜなら、環境

問題という巨大な社会問題に取り組むこと、英語でのコミュニケーション、就職活

動が控えているということなど、不安があったからです。しかし、参加してみると

抱いていた不安に対して、気づきがありました。それは、たとえ大きな問題でも取

り組む仲間とつながることで、問題に立ち向かう大きな励みになるということ、英

語でのコミュニケーションで私に何が必要かわかったこと、自分の将来の方向性な

どです。また気持ちの面で大きな変化がありました。それはポジティブに考えるこ

とができるようになったことです。参加者や実行委員の情熱ある行動からエネルギ

ーをもらいました。また、参加者との熱いディス カッションに刺激をうけ、毎日

新しい発見や感動があり、それが何より嬉しかったです。その中に、私自身の今後

の課題、プロジェクトの課題、修正点を見つけました。まだまだ、現在進行中です

が、プロジェクトを完成させて実行できるよう準備を進めています。この経験で得

たことを日々の活動や生活にも生かしていこうと思います。 


