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ニューズレター

水野さんは青年海外協力隊の幼児教育隊員としてシリアで1年間活動され、情勢悪

化に伴う異動先のヨルダンで青少年活動をされました。現地では、水野さんが考え

る「当たり前」なことをスタッフに求めても上手くいかないことがあり、この現状

を変えたのが“積極的なコミュニケーション”でした。コミュニケーションをとるこ

とにより信頼関係が生まれ、困った時に現地の人がサポートをしてくれるように

なったそうです。水野さんから、コミュニケーションは海外だから大事なのではな

水野里奈さんを訪問
JICA地球ひろば案内人

ガールスカウト、チェンジエージェントに会いに行く！

セッション開始に先立ち、少女たちは「社会を変える行動」を起こした先輩チェンジエージェントに会いに出かけました。

2015年度年長部門事業

レンジャートレイニング

テーマは「Be the Change!」。年長部門の少女が、社会に変化を

もたらす行動ができるようになるために、プロジェクトマネージ

メントを学び身につけることで、「コミュニケーション力」「課

題発見力」「課題解決力」「実行力」を養うことを目的として開

催。全国からレンジャースカウトとシニアスカウト（中学3年生）

合計100名、そして指導者45名が参加しました

オープニングセレモニーでは、山岸理事の挨拶に続いてガールガ

イド･ガールスカウト世界連盟 アジア太平洋地域 委員会 委員長ら

がサプライズゲストとしてお越しくださり、応援メッセージと少

女たちにプレゼントをいただきました。セレモニーの終わりには

参加者全員で「Be the Change!」と宣言し、レンジャートレイニ

ングが始まりました。

期日 2016年3月19〜21日
会場 国立オリンピック青少年総合センター
主催 （公社）ガールスカウト日本連盟

貧困、戦争、病気など様々な理由で夜眠れず苦しんでいる世界中の子どもたちにパ

ジャマを届ける活動を行っていたお二人のお話をお聞きしました。

高校、大学の同級生であるお二人は2012年に各々カナダとイギリスに留学してい

た際、「世界の恵まれない子どもたちのために、学生である私たちだからこそでき

る何かがあるのではないか」と考え、パジャマを贈る活動を始められました。活動

を行う中で多数の企業に支援を申し込むものの、150社以上から支援を断わられ

仲田絵理さん＆井尻早紀さんを訪問
Two Girls in the Pajamas

く日本にいても同じように大事です。自分自身に力をつけて、いろいろなことに挑戦してくださいとメッセージをいただきました。

また、水野さんの現地での活動のお話は、“自分自身”ではなく活動を継続させる現地スタッフが主役になれるよう黒子に徹した姿勢が

印象的でした。

たり、訪問予定の国でテロが発生したり…、困難に直面することもありましたが、それらを乗り越えてたくさんの子どもたちにパジャ

マを届けてこられました。「この活動を通してチームワーク、リーダーシップなど学校では得られないものを得ることができた。好き

なこと、やりたいことはためらわずやってみることが大切！」と少女たちに熱いメッセージをいただきました。

山岸理事の挨拶のあと、サプライズゲストとして登場のロー・リー・ジェン

AP地域委員会 委員長からクリアファイルのプレゼント！
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具体的なエピソードを交えた大住さんのお話には、少女たちがワクワクするよう

な課題発見のタネがちりばめられていました。ご自身の前職でのできごとから

「これ、おかしい」と気づける仲間がいたことはとても重要だったとお話しくだ

さいました。また、課題は自分の目の前にあることも教えていただきました。

大住さんからの問いかけ“What is your mission?”「あなたの役割はなんです

か。」に対して、自分の役割(mission)をみつける際に、自分には何ができて、

相手に何をシェアしたいのか、本当に目の前にいる人・ことに何ができるのか？

大住 力さんを訪問
（公社）難病の子どもとその家族に夢を

「世界の食卓を紹介する写真展」という、天沼さんが以前の職場で携わった企画

をもとにプロジェクトマネージメントについてお話しくださいました。

天沼さんはご自身がガールスカウトとして活動するうちに、異文化に興味を持た

れたそうです。また以前から「平和な世界にしたい！」という思いを持たれてお

り、いろいろな所でその思いがいきていること、そしてその思いがご自身をチェ

ンジエージェントとして突き動かす原動力になっていることをお話くださいまし

た。お話の終わりには「①ガールスカウト活動の3つのポイントは、いつまでも

天沼直子さんを訪問
国際理解を深めるプロジェクトの実施

ダヴと世界連盟が共同で行っているFree Being Me(少女たちの自己肯定感を高め

るプロジェクト)をベースにお話を伺いました。

少女たちは、世界のガールガイド・ガールスカウトたちも取り組んでいるFBMが

どのようなことから始まったのか、２つの団体のパートナーシップの成り立ちを

知りました。そして、そのプロジェクトが何を変えようとしているか、また社会

へインパクトを与える活動とはどのようなものなのかを、FBMを身近なプロジェ

クト事例として用いながら親しみを持って考えるきっかけになりました。

前納有紀子さんを訪問
ユニリーバ･ジャパン･カスタマーマーケティング(株)

現在ホンジュラスで小学校教育にかかわっている矢後さんとはSkypeで現地と

ガールスカウト会館を結んでお話していただきました。

日本の学校教育の常識が通用しない現地の環境で、問題に気づき、先生たちにそ

れらを認識してもらうために「強み」「弱み」分析のワークショップを開いて先

生たち自身から取り組む意欲を引き出されたお話は、直後にレンジャートレイニ

ングで少女たちが学ぶタイムリーな話題となりました。

問題に気づくために必要なことのアドバイスとして、貪欲にいろいろ挑戦するこ

とが当事者としての経験になる、また経験できないことは「想像力」で補う。そ

矢後千紘さんを訪問
青年海外協力隊

を考えることが大切だと教えてくださいました。そして、プロジェクトをする=自分が変わる=怖いかもしれないが「あなたがチェン

ジエージェントになると、その先には必ずあなたを待っている人がいる」と少女たちにエールをいただきました。

大事にしよう! ②興味のあることを掘り下げ、多角的に考察してみよう! ③広い視野を持とう! ④自分に自信をもとう! ⑤周りの

人への感謝の気持ちを持とう!」と少女たちへメッセージをいただきました。

さらに、コンプレックスに感じていることでも、見方を変えると自分を好きになれる可能性を秘めているというお話しから、多角的な

視点で考えることの大切さを教えていただきました。

のためにも本を読んだり、多くの人と関わることが大切だとお話くださいました。

現役ガールスカウトリーダーでもある矢後さんは、まさしくロールモデルとして少女たちの記憶に残ったことと思います。



ビジョンはこれからの

活動に影響します。

できるだけ大きく変化

を起こせた時、どうな

るかを描きだし、設定

することが、秘訣だと

学びました。ゴールは、

ビジョンに向けて、実

際に取り組みたいこと

を文章にしていくこと

です。
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SEE THE CHANGE！

プロジェクトを立ち上げようと思ったとき（取り組む前）にしておきたいこと。ビジョンを持って取り組むには。

2日目の朝は［ビジョンを持って取り組むには］でスター

ト。初めに「コミュニティ」「アクション」「プロジェ

クト」についてそれぞれ確認。そしてプロジェクトを立

ち上げるまでの３つの段階「気づく」「調べる」「解決

策を考える」について実行委員による寸劇などを交えて

学びました。

ここから先は実際にプロジェクトを考えながら行ってい

くため、3つの問題を提示し、パトロールで1つ選んでも

らいました。そして選んだ問題についてどんな変化をお

こしたいか、そのためのビジョンとゴールについて学び

ました。

PLAN THE CHANGE！

一緒にプロジェクトに取り組むチームやプロジェクトを分析したり、支援の協力を求める経験をしました。

多くのレンジャースカウトが普段の活動の中でプロジェ

クトに取り組んだ経験があると思いますが、このPLAN

THE CHANGEでは、改めてプロジェクトについて理解し、

行動するまでの進め方を学びました。

１日目夜のセッションはチームでプロジェクトを実行す

る上で様々な役割があることや自分の役割を分析したり、

仲間と取り組むゲームもあり楽しく学びました。

２日目の午前は［大きな問題も小さな１歩から］でプロ

ジェクトの流れについて確認し、SWOT分析を学びまし

た。SWOT分析は、自分自身、パトロール、そして取り

組もうとしているプロジェクトには、どんな特徴がある

のかなどを「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4つの視

点で分析。「強み」と「機会」からプロジェクトが成功

する可能性を感じ、「弱み」と「脅威」の分析から、ど

んなサポートが必要なのかを導き出しました。

午後の［サポーターも大切な存在］では、先のSWOT分

析から導き出したサポートを整理し、今回参加している

指導者にお願いしていた個人スキルが書かれたサポー

ターカードから希望す るサポーターを見つ

け、支援要請の依頼書も作成。文章にまとめることで意

見を整理することができ、また、どのように表現したら

正しく伝わるのかアイデアを出し合いました。

次に「SMARTな目標」を考えました。SMARTとは5つの

要素「具体的(Specific)・測定可能(Measurable)・達成

可能(Achievable)・適切(Relevant)・期限が明確(Time-

based)」のこと。プロジェクトがゴールに向かうために

は、誰が見ても“達成できた”と判断できる目標が必要で、

そのためにこの５つの要素を含んだ目標設定の必要性を

学び、パトロールでプロジェクトの「SMARTな目標」を

考えました。

そして指導者との合同セッション［サポーターの支援を

得よう］です。実際に依頼書を持って支援を交渉。支援

してもらいたいサポーターを訪問し、初めて会う人を前

に緊張しながらもプロジェクトの説明やサポート内容を

依頼。どう伝えたら良いかパトロールで検討を重ね、サ

ポーターからもアドバイスを得て、交渉術の改善を重ね

ながら、OKをもらえる依頼をすることができたようです。

終了時には支援を得られた自信に満ちた表情をみせてく

れました。

実行委員は、ハット着用で「3つの段

階」を伝えるガールスカウトを熱演！？

どの人に依頼する

のがいいかな？ サポート依頼を交渉中。
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MAKE THE CHANGE！

実行に移すためのスケジュールを練り、トラブルへの対応を考え、さらなる行動のための評価を行いました。

この一連のセッションでは、プロジェクトに必要な予定

表を作る方法、プロジェクト企画書を書く方法、そして

プロジェクトの過程で起こる変化に対応できるようにな

るためのモニタリングと評価の方法を学びました。

プロジェクトに必要な予定表を作れるようになるために

［スケジュールを立てよう］のセッションを行いました。

このセッションではこれから変化を起こすためにはどの

ような行動をとるとよいか、いつその行動をするのかを

決めるための活動をあげ、「ガントチャート」というス

ケジュール管理表の活用方法を学びました。

次の［計画を確認しよう］のセッションではプロジェク

ト企画を立てる方法を学びました。企画書作成の方法と

企画書には、これまでのセッションでも扱った内容を含

む7つの項目が入ることを学びました。パトロールで実際

に企画書を作成しましたが、完璧だと思っていても、よ

く見直すと実行が困難と思われることや資源が足りない

ことに気づき、何度も修正しながら完成させました。こ

れでやっとプロジェクトが実行に移されるところまで来

ました。

続いて、プロジェクト実行中の大事な仕事を［モニタリ

ガイドブック「BE THE CHANGE」と「エナジャイザー」

エナジャイザー…。聞きなれない言葉ですが、セッショ

ンの合間にエナジャイザータイムが設けられました。

これは「エネルギー注入！」や「気分転換」といったと

ころでしょうか。時刻や参加者の気分や体調に合わせた

エナジャイザーを少女も指導者も有志でやっていただき

ました。有志がいないのを心配しましたが、杞憂でした。

今回、レンジャートレイニン

グのガイドブックは、世界連盟発行の冊子を日本連

盟版に作成して使用しました。

このガイドブックは14歳以上の少女向けに、コミュ

ニティの問題解決に取り組むために必要なことが準

備から振り返りまでステップをおって書かれていま

す。また、社会の問題解決だけでなく、あらゆるプ

ロジェクトのマネージメントに当てはめられますの

で、ぜひご活用ください。

「質的情報」の２種類の情報を収集することで分析しや

すくなり、進捗状況の確認や状況に応じて的確な判断を

下せるようになることを学びました。

「モニタリング」はプロジェクトの状況について上の2種

の情報を定期的に集めて分析し順調に進んでいるかを確

認。計画実行において問題が生じていればその対策を考

えたり元の計画を修正したりします。今回は架空のトラ

ブルを設定しその対策を考えました。

「評価」は全体の振り返りで、プロジェクト中に収集し

た情報、結果、達成、効果を分析し、生まれた効果やど

のように成功したのかを理解。プロジェクトは完了した

ら終わりではなく、評価することによって次につなげる

ことができるということを学びました。

ングと評価］で学びました。

進行しているプロジェクト

を振り返り、「行ってきた

ことがプロジェクトの目標

や内容にどのように関係す

るか」などの確認は大事な

こと。また「量的情報」と
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SHARE THE CHANGE！

取り組みの第1弾が終了しても活動が成長し、コミュニティへの
効果が続くように、他の人との共有方法を学びました。

［未来を語るパーティー］では、チェンジエージェント

になるために必要なものを考え、一番自分に必要だと思

うものをフラッグに書き、パトロールで共有しました。

パトロールの仲間の思いをフラッグガーランドにしてつ

なぎ、レンジャートレイニングで自分たちが学んだこと、

できるようになったことをパトロールで、体いっぱいに

表現しました。

［さらに先へ］では、講師の上野美香さん（エバーノー

ト株式会社）から、SNSがきっかけとなり社会へ広がっ

た活動である「100万人のキャンドルナイト」やTEDxの

例も交えて、SNSの使い方やインターネット上の情報の

取捨選択を自分でする重要性、そして、リスクとしてイ

ンターネット=公の場であることを理解して情報を発信し

ていくべきであることを学びました。また、新しいツー

ルを使うことが本質ではなく、『伝える』ことが本質で、

デジタルやネットのみでは完結しないこと、リアルな人

のつながりが大切であることも強調されていました。

その後、PLAN THE CHANGEで少女たち前日までのセッ

ションで考えたプロジェクトを➀なぜ伝える必要がある

のか、②何をだれに伝えるのか、③メッセージを考えて

みよう、④何を使って伝えるか、という具体的な方法と

内容を考えるワークを行い共有しました。

３月１９日 １日目 ３月２０日 ２日目 ３月２１日 ３日目

レンジャー・シニア 指導者 レンジャー・シニア 指導者 レンジャー・シニア 指導者

午
前

SEE THE CHANGE

ビジョンを持って取り
組むには

PLAN THE CHANGE
大きな問題も
小さな1歩から

SEE THE CHANGE

ビジョンを持って取り
組むには

PLAN THE CHANGE
大きな問題も
小さな1歩から

SHARE THE CHANGE
さらに先へ

未来を語るパーティ

SHARE THE CHANGE
さらに先へ

未来を見据えて

クロージングセレモニー

午
後

オープニングセレモニー サポーターも大切な
存在

サポーターも大切な
存在

SEE THE CHANGE
話を聞きに行こう

SEE THE CHANGE
話を聞こう

強みを知って
チームを作ろう

サポーターの支援を得よう

オリエンテーション
MAKE THE CHANGE
スケジュールを
立てよう

MAKE THE CHANGE
スケジュールを
立てよう

夜
MAKE THE CHANGE

強みを知ってチーム
を作ろう

ガールスカウトで
育む力

計画を確認しよう

モニタリングと評価

計画を確認しよう

モニタリングと評価

★プログラム★



2日目＞＞＞

この日のハイライトは少女との合同セッション［サポーターの支援を得よう］です。指導

者は、少女から支援の依頼を受けるシミュレーションゲームを通して「依頼を受ける側」

と客観的にその様子を観察する体験をしました。少女からの事前情報は何もなく、指導者

にとっても交渉の場で初めて聞く依頼内容にドキドキ。想定内外の内容に誠実に少女と向

き合うとともに必要なアドバイスを行っていただきました。

指導者もサポーターとしての疑似体験を行ったことで、モチベーションが高まりました。

その後もガイドブックの理解、年長部門ガールスカウトや仲間であるリーダー支援について夜遅くまで議論が続きました。

3日目＞＞＞
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指導者のBe the Change!

1日目＞＞＞

岩崎氏の講演のあと、プロジェクトに

必要な強力なチーム作りのプログラム

を行いました。自分自身やチームの強

み・弱みを知ることは、プロジェクト

を進めていくのに不可欠であること。

そして弱みを知ることは、支援要請の

際に役立つことを、少女たちが理解す

ることの大切さ、さらに指導者として

少女一人ひとりのスキルや環境を知り、

支援していくことの必要性などを確認

しました。

また、このトレイニングで身に付けたい4つの力「コミュニケーション力・

課題発見力・課題解決力・実行力」がこれからの社会が求める力と一致す

ることを知り、夜のセッションでも引き続き理解を深めました。

話を聞こう

岩崎久美子 氏 国立教育政策研究所

少女たちの支援にあたる指導者も各県のキーパーソンとして研修を受講しました。

指導者の研修は、全国の年長部門の少女たちがチェンジエージェ

ントとなるためには指導者の力こそ重要で、今回の参加者がキー

パーソンとなって県連盟をリードしていくことを確認。少女たち

と同様のプログラムを体験しながら、プロジェクトの進め方を知

り、「トレイナータイム」で指導者として少女にどのような支援

がよいのか、また、指導者を育成するトレイナーの視点について

も確認。「Be the Change ノート」と呼ぶノートに研修で気づ

いたことや決めたことなどを書きとめました。

「Be the Change! 新たな時代、トレイナーに求

められること」と題した講演で、ガールスカウト

が育成しようとする資質・能力と、今後の社会で

求められるものについて知りました。

豊富な研究事例を通して学習支援者の役割や学び

の場としてのガールスカウトの意義を再確認。

［さらに先へ］では、枝 洋樹氏（株式会社デジタルガレージ）と小林千尋

氏（HOUZZ JAPAN）を講師に迎え「CONNECT，SOCIAL MEDIAの力」

と題して講演いただき、多くの少女たちも使うTwitterをはじめとするソー

シャル・メディア（SNS）の変遷と上手な付き合い方について伺いました。

良くも悪くも増幅効果のあるSNSのメリットとデメリット、そしてリスクに

ついても理解することが大切です。情報の活用能力を高めることは不可欠で、

特に発信者となる場合は公開する情報には細心の注意をすること（公序良俗に反する投稿はしない、そもそも公開OK

か？誤解されるような投稿はしない。自分、他人のプライバシーを守ることなど）を確認。誰に何を伝えたいのか？相手

に合せた情報を最適なタイミングやバランスを考えること、メディアの使い分けをすることも効果的と伺いました。

外部講師から刺激や勇気をもらい、指導者仲間との話し合いや少女とのセッションを通じて自ら学び続け、「もっと少女

たちの支援がしたい！そして、指導者仲間にも伝えていきたい！」とやる気が高まった３日間となりました。
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クロージングセレモニーでは、事業を振り返る画像がスラ

イドショーで流れる中、実行委員会が参加者1人ずつに特製

ワッペンを手渡しました。３日間を終えた達成感で参加者

の顔はキラキラしていました。

最後にもう一度「Be the Change!」と参加者全員で宣言し、

今後チェンジエージェントとして全国で活躍することを胸

に誓いました。

振り返れば、あっという間の3日間でした。初めて出会った

仲間との別れを惜しみ、写真を撮ったり、連絡先を交換し

たりする少女たちの姿が見られました。本事業に参加した

少女と指導者の今後の活躍を、とても楽しみにしています。

クロージングセレモニー
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塚田 佳子（長野県）

新しい事業に臨むことにワクワクする気持ちが半分、参加者

にとって良い機会にできるのか不安な気持ちが半分。この気

持ちで迎えた初日でしたが、最終日は参加者と共にレン

ジャートレイニングを創り上げることができたと感じました。

少女たちの新しい知識を欲する姿勢、そしてどんどん吸収す

る姿勢に驚きました。少女たちをサポートするだけでなく、

私もプロジェクトに取り組み、共に社会へ変化をもたらす

ガールスカウトになりたいです。

◆◆◆◆◆ 成人実行委員より ◆◆◆◆◆

高木 阿沙子（新潟県）

少し戸惑いながら、「Be the Change!」と宣言しスタート

したレンジャートレイニング。始まると、少女たちは目をキ

ラキラさせながら話を聞いたり、頭を抱え悩んだりしながら

も全力で取り組んでいました。私達も少女たちに負けないよ

うにアドバイスをしたり、時には一緒に悩んだりしながら進

めていきました。クロージングセレモニーで自信に満ち溢れ

た顔で「Be the Change!」と言った時の姿を見たときは、

この事業に携わってよかったと思いました。

木村 侑加（奈良県）

自分がいるコミュニティで『？』と気づき、変えていくこと

は、誰にでもできることではありません。でも、あなたには、

サポートを得る力があり、よいチームをつくる力もあります。

レンジャートレイニングで出会った仲間もいます。クロージ

ングセレモニーでキラキラした表情のあなたたちを見て、と

てもステキだと思いました。少し何かが変わったのは私自身

のような気がします。ありがとう！また、あえるのを楽しみ

にしています。Be the change!

岩崎 芙美（青森県）

事業本番まで、「少女たちにとって、有意義な事業になるの

かな?!」と不安でしたが、参加した少女たちの声を聞き、1

人1人得るものがあったことが分かり、ホッとしています。

参加した少女は、今後学んできた知識を活かし、チェンジ

エージェントとして活発に活動してほしいです。16年度は

都道府県連盟単位で本事業が開催されます。今後チェンジ

エージェントがますます増えることを期待し、私も少女たち

と共に頑張っていきます!

山本 千尋（岩手県）

"チェンジエージェントになる！"

このトレイニングではこれからのガールスカウトを担う参加

者たちがチェンジエージェントとして、社会に変化をもたら

す力を伸ばしてきました。

3日間はとても濃厚で、どのような方法で地域社会に変化を

もたらすことができるか、参加者たちと真剣に悩み、一緒に

考えてきました。今後もヤングリーダーとして、少女たちの

良きロールモデルとなれるよう活動をしていきます！

下良 真季（奈良県）

プロジェクトマネージメントの一連の動きをみなさんに伝え

る事業に関わり、社会人である私自身も学びが多かったです。

みなさんにとってこの3日間は超特急で、トレイニング後も

ガイドブックを読み返す日々かもしれませんが、社会を変え

ていくための方法を知ったガールスカウトが100人も誕生し

たことは、頼もしい限りです。

10代のみなさんが社会を変える行動に立ち上がることは、

それだけで社会にインパクトを与えます。これからのみなさ

んの活躍が楽しみです！

野﨑 弘美（宮崎県）

指導者担当としてプロジェクトマネージメントを学び、事業

に関わる貴重な機会を頂き、感謝しています。クロージング

セレモニーの時には少女たちが目を輝かせてやる気に満ちて

いる様子が、とても印象的でした。これから指導者の皆様が

キーパーソンとなってレンジャートレイニングを各県で実施

され、チェンジエージェントが全国にますます増えて活躍す

ることを期待しています。

私も少女たちと共に社会によりよい変化をもたらすことがで

きるように、活動を続けていきたいです。

間 奈々恵（大阪府）

少女も指導者もオープニングでは少し緊張気味だった表情が、

どんどん充実したものに変わり、クロージングではやる気と

笑顔でいっぱいになったのが印象的です。

新しい事にチャレンジする事はしり込みしがちですが、勇気

を出して1歩を踏み出す大切さを痛感しました。仲間がいる

事のありがたさと目的遂行のためには自分と仲間にチャレン

ジしていく事、今の自分を超える努力が大切と今回実行委員

の経験を通して学びました。この世界に少しでも良い変化を

起こせる自分となるために、今後もスカウトと共に成長して

いきたいです。


