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概要
事業名 ヘレン・ストロー セミナー2018
開催地 アワシャレー （スイス）
日時

2018 年 2 月 1 日（木）～8 日（木）

〔派遣日程：出国 1 月 30 日（火）から帰国 2 月 9 日（金）〕
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）
目的
リーダーシップのマインドセットを理解し、自身のコミュニティにおける環境問題への意識を
高めると同時に具体的な行動を起こす
対象

18 歳～25 歳のガールスカウト

参加者 30 加盟連盟 41 人
西半球地域 (Western Hemisphere)
アルゼンチン 1、アメリカ 1、カナダ 2、メキシコ 1、パラグアイ 1、パナマ 1、ボリビア 2
アフリカ地域 (Africa)
ジンバブエ 1、マダガスカル 2、ザンビア 1、マラウイ 1、ルワンダ 1
アラブ地域(Arab)
チュニジア 2、エジプト 1、スーダン 1、レバノン 1
ヨーロッパ地域 (Europe)
アイルランド 1、アルバニア 1、イギリス 1、ウクライナ 1、ギリシャ 1、デンマーク 1、
フィンランド 2
アジア太平洋地域 (Asia Pasific)
オーストラリア 2、台湾 2、ニュージーランド 1、香港 2、マレーシア 2、モルディブ 2、日本 2
※国または地域名の後の数字は人数
WAGGGS の実行委員（ファシリテーター他）、アワシャレーのスタッフ

スイスとは
国旗：赤の地に白の十字で通称 Federal Cross と呼ばれる。赤十字マークのもとになったデザイン。
正式名称：スイス連邦
面積：41,285 ㎢（九州よりやや小さい）
人口：約 842 万人（2017 年）
首都：ベルン
政体：連邦共和制。26 の州によって構成されており、行政区分としてはさらに細かい基礎自治体
に分かれる。永世中立国。
言語：ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の四つが国語。
スイス全土で英語はよく通じる。
通貨：CHF/SFr

スイスフラン

CHF1=約 116 円（2018 年 1 月時点）

時差：8 時間
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アワシャレーとは
スイス、アデルボーデンに位置する、世界に五つあるワールドセンターのうちの一つ。
ヘレン・ストローの多大な寄付を受け 1932 年に設立された、世界連盟最初のワールドセンター。
山の中にあるという立地は、体力的な困難を一緒に乗り越え、互いをより深く理解し、友情をはぐくむ
活動ができる場所という、アワシャレー開設時の目的に沿っている。世界連盟とスイスについての理解
を深める場ともなっている。

ヘレン・ストローとは
ヘレン・オズボン・ストローは 1864 年 9 月 22 日、ニューヨーク州オーバーンで生まれた。著名なアメ
リカ人博愛主義者、初期のガールスカウトのリーダーであり、世界連盟委員（現在の世界連盟理事）を
8 年務めた。マサチューセッツ州ロングポンドで第 1 回全国ガールスカウトリーダートレイニングを設立
し、 イギリス連盟のトレイニング施設のフォックスリースでもリーダートレイニングキャンプを率いた。 最
初のワールドセンターであるアワシャレーのために寄付をした人物としても有名。また、オレブ・ベーデ
ン‐ポウエルによりシルバーフィッシュ賞を授与された 3 人のアメリカ人女性のうちの一人である。ガー
ルガイド・ガールスカウト運動への長期にわたる奉仕と貢献が評価された。

ヘレン・ストロー セミナーとは
1986 年から開催されている、若い女性を対象とした国際的なリーダーシップを開発するためのイベン
ト。2012 年から、今日の環境問題とその持続可能性に対し、社会の中で貢献できる人を育てることを
目指している。セミナーは、若い女性がリーダーシップの技術を身に付け、環境問題に深い理解を持
ち、チェンジメーカー（変革者）としての実用的な力をつける、という三つの柱で構成されている。参加者
は、セミナーで考えた環境に対する持続可能な挑戦を各自持ち帰り、実行に移していく。

ヘレン・ストロー セミナーが始まった経緯
1980 年代まで、長年の世界連盟主催セミナーであるジュリエット・ロー セミナーは、常にアワシャレー
で開催されていた。そのジュリエット・ロー セミナーが四つのワールドセンターで順番に開催され始めた
とき、アワシャレーとしては独自でおこなうセミナーを持ちたいと考えた。そこで、開設時に多大な貢献を
した女性の名前をとり、ヘレン・ストロー セミナーと命名し、開催することにした。そして、1986 年 8 月
最初のヘレン・ストロー セミナーがアワシャレーでおこなわれた。初めの頃は、女性の権利と責任やエ
イズなど、毎回異なるテーマに焦点を当てていたが、2012 年からは、スイスの自然の美しさと関連し
た、つまりは環境をテーマとしている。

〔出典：ガールガイド・ガールスカウト世界連盟（以下、WAGGGS と略）提供資料〕
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事前準備
顔合わせ・打ち合わせ
日時
内容

2017 年 12 月 3 日（日） 14:30～17:00
・自己紹介
・国際コミッショナーより世界連盟のイベント、参加者としての心構えについて
・世界連盟、日本連盟の動きの理解
・今後の予定

目的

参加者同士の親睦を深める
日本代表として参加する重みを再確認する

感想

直接会うことで、互いの雰囲気を感じ取ることができた。事前にこのような機会があったこと
は、不安の軽減や今後のスムーズな展開に対して、大きく影響したと思う。またそれだけでなく
今後への期待感が高まり、セミナーで企画するプロジェクトの方向も相談し共通の視点に立つ
ことができた。

メンターとの関わり
ヘレン・ストロー セミナーへの参加が決まってから、各自の県連盟のトレイナーがメンターとして付
いた。準備に関してのアドバイスをくださったり、行き詰っているときには相談にのっていただいた
り、私たち二人にとってメンターは身近で心強い存在であり、感謝してもしきれない。セミナー参加
後も引き続き、報告書やプロジェクトのサポートをしていただいている。

セミナーの諸連絡と宿題
セミナー諸連絡のメールは、参加決定後 WAGGGS のプログラムチームから英語で送られてきた。
最初は戸惑ったが、わからないところは二人で相談して乗り切った。
セミナーの宿題（2018 年に入って間もなく連絡）
・ヘレン・ストロー セミナー2018 の Facebook グループに入ること
・お気に入りの自然を見つけて、感じてくる
・インターナショナルナイトで披露するもの、お土産の準備
参加費用
日本連盟から渡航費の補助が出る他に、世界連盟にも奨学金として参加費の補助をお願いするこ
とができた。申請書の提出が必要だった。また、Anne Scott Fund という奨学金の申請も可能。
参加費は国際送金で送った。思ったよりも時間がかかるので、注意が必要。

交通手段・荷物準備
移動の利便性を考慮して、成田－チューリッヒ（直行便）の飛行機を利用すること、
到着時間に余裕を持ちつつ観光もするため、チューリッヒに前泊することを二人で相談し、決めた。
チケットは旅行会社に相談し、前泊するユースホステルの予約はインターネットでおこなった。
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持ち物に関しては、過去の報告書とアワシャレーのホームページを参考にして気候に合わせて準備を
した。2 月初旬のアワシャレーは、とても寒かったためスキーウエアがあるとよいと感じた。

現地への移動
出発当日、飛行機のフライトが遅れたため、余裕を持った移動を計画し、良かったと安心した。
お金は約 7 万円換金したが、余ってしまった。カードも使えるため、少なくても問題ないと思う。
スイス空港から宿泊地への移動は電車とトラムを利用した。トラムに乗り換える際は、地上に出ることを
知らなかったため迷った。道行く人に幾度も尋ねたが、ドイツ語しか話せない方もいた。駅や空港の標
識はドイツ語が主だった。英語は若者、公共機関でしか通じない印象を受けたので、ドイツ語を少し知
っていると役立ちそう。
アワシャレーへ向かう日、フルーティゲン駅でオーストラリアのガールスカウトに会った。ガールスカウト
のユニフォームが目印となり、見つけることができた。フルーティゲンからベルンへの列車で、1，2 等級
車を間違えて乗ってしまったらしく、駅員さんに 2 等級の号車に促された。見るからに高級感あふれる
車内にわずかだが乗車できた貴重な体験となった。ベルンで乗り換えた際、列車が途中で切り離され
ることを知らず乗ってしまい、これもまた駅員さんに教えていただいた。

スイスの街中を走るトラム

セミナー当日の朝、
ユースホステルからアワシャレーに出発
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日程表
日本語版
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英語版
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プログラム詳細
2月1日
アワシャレー到着 ARRIVALS AND REGISTRATION
アワシャレー到着後、アワシャレーのスタッフから事務連絡があった。その後、これから 7 日間過ご
す部屋へと案内された。荷物を降ろした後、ダイニングルームへ向かうとセミナーで使用する、名札
や Warm Fuzzies（あったかメッセ―ジ）の箱を作るように促された。皆、自由に過ごしており、仲間
と一緒にボードゲームをしたり、初めて見る雪で雪だるまを作ったりと、緊張が和らぐ時間だった。
参加者の名札
パトロールごとに色分け

Warm＆Fuzzy（あったかメッセ―ジ）用に
作った箱

1．アイスブレイク Discover Our Chalet tour and team building
目的 セミナーとこれからともに過ごす仲間を知る、親睦を深める
内容 ・自己紹介、名前のアルファベット順に無言で整列
・アワシャレーの歴史に関するビデオ鑑賞、アワシャレーソングの練習
・ポップアップセミナーの紹介
ポップアップセミナーとは、本セミナーに直接参加することが難しい国や地域が、インター
ネットを使いセミナーに参加できるという画期的な機会、と紹介があった。
・アワシャレーの部屋紹介
・目指せ全ミッションクリア！
紙に書かれたミッション（異なる挨拶を言う、A-Z から始まるものを集める、みんなで写真
を撮る、歌を作って動画をとる、など）を制限時間内にクリアせよ、というアイスブレイク。
感想
これから始まるセミナーに緊張感と期待感でいっぱいだった。アワシャレーの歴史のビデオはところ
どころ英語が速く、よくわからない部分もあったが、事前に読んでいった「４つのワールドセンター物
語」の内容と同じだったので、事前準備の大切さを感じた。
アワシャレーには多くの部屋があり、各国からのスワップ品で埋め尽くされたボードがあったり、ヘレ
ン・ストローさんが作った刺繍があったりと、多くの国と長い歴史を肌で感じることができた良い時間
だった。
セミナー開始時に感じていた緊張感は、目指せ全ミッションクリア！（Mission Impossible）で一気
に少なくなった。紙に書かれたさまざまなミッションは、みんなで協力しないとクリアできないものばか
りだったが、分担して何とかクリアしたときの喜びと団結感は今もはっきりと覚えている。ここで驚いた
のは、冷めた人が一人もいなかったことで、協力的で情熱的、何事にも真剣になれる仲間に二人とも
魅了された。
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2月2日
2．開会式 Opening Ceremony
目的 アワシャレーの伝統に基づきヘレン・ストロー セミナーの旅を始める
内容 ・一つの輪になり、自己紹介（名前、出身国）
・開会前に配られた自分の国の国旗を木の上に置きに行く
・アワシャレーのピン付け
・アワシャレーソングを歌いながら、旗の掲揚
・写真撮影
感想
旗を置きに行きながら、多くの国が参加していることの実感が初めて湧いた。同時に日本代表として
参加していることを再確認し、緊張感と高揚感を強く感じていた。アワシャレーのピンをもらえたことも
貴重な経験になった。また、国によってユニフォームが異なり、上下決まっている国もあれば上のシ
ャツだけ着ればよい国、伝統衣装のような長いユニフォームなど、多種多様な形があることを興味深
く思った。
開会式
木の上に旗を置いた

導入セッション
3 本の柱のルーツ

3．導入セッション Launch Session
目的 みんなを知る、プログラムの三つの柱（リーダーシップ・環境問題・チェンジ）
のルーツを探る
内容 ・なぜヘレン・ストロー セミナーに来たのか、もう一度見つめ直す
変化を起こすためなのか、リーダーシップを学ぶためなのか、
初心に立ち返り、気持ちを思い出した。
・ポップアップセミナーの説明（根に該当する部分）
何らかの理由で参加できない国や地域があるという説明があった。そのうえで、この
セミナーは多くの国に開かれている機会でもあることを学んだ。セミナー中の出来事を
多くの地域の人と共有するためにインターネットの Padlet（パッドレット）といアプリケーショ
ンをぜひ有効活用してほしいとお願いがあった。
・セミナー中のルールを考える（幹に該当する部分）
セミナーで大切にしたい共通のルールを考えた。相手を尊重する、多様性を認める、
手を挙げて発言する、聴く、共有する、ポジティブに考える、互いを助け合う、愛、互いに
学ぶ、参加する、柔軟に対応する、など多くの項目が挙がった。
・セミナー中の自分の目標を考える（葉に該当する部分）
セミナーを通してどうなっていたいか、各自の目標を葉の形をした紙に書いた。書けたら、
壁に作られたセミナーを見立てた模造紙の木に貼った。上記を通して、根・幹・葉が揃い、
充実した木にすることができた。
・興味のある環境問題について
いくつかの環境問題の書かれた実の形の紙があり、今特に興味を持っている話題に名前
を書き、完成しつつある木に貼った。
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感想
なぜこのセミナーに参加したかを見つめ直すことで参加した意味や目標を再確認できた。また、今ま
で文字だけのイメージだったセミナーが、根・幹・葉・実という目に見える形で表されることで、すべて
のつながりを意識できたり想像できたり、成長するにはすべて欠かせない要素だなと納得した。

4．リーダーシップの基本を学ぼう Understanding Leading Practice
目的 WAGGGS の意味するリーダーシップとは何か、
リーダーの 6 つのマインドセット（心がけ、姿勢）を体感し背景や使い方を学ぶ
内容 ・パトロール分け
パトロールに分かれ、アワシャレーにたどり着くまでかかった時間の合計、パトロールに
とっての最高のごはんとは何かについて考え、発表した。いろんな背景を持った仲間が
いることが、かかった時間差や食べ物の好みから感じられた。
・6 つのマインドセット、リーダーシップの才能を交換しよう、ジェンダーのステレオタイプ
リーダーシップを発揮する時に必要となるマインドセット（心がけ、姿勢）について学んだ。
深く
理解するためそれに基づいたゲームをおこなった。
WAGGGS の 6 つのマインドセットのうち自分が今持っているリーダーシップスキルを紙に
書き出し、互いに紹介した。その後、自分が足りないスキルについて見つめ、みんなが
持っているリーダーシップスキルの中から、身に付けたいスキルを発表し合った。
著名な人物について紹介されたカードが配られた。しかし、カードには性別が書いておら
ず、生い立ち、功績などから、性別を予想した。先入観が捨てきれず、全問正解は
できなかった。
感想
マインドセットという考え方や言葉に当たる日本語が見つからず、最初は理解するのが難しかった。
しかし、実際にマインドセットを体験することで、リーダーシップに困ったときや、つまずいたときに立
ち戻れる、よりどころとなる考え方なのかなと、イメージがつかめてきた。抽象的で理解しにくい言葉
でも繰り返し体験することでイメージとして理解できるという出来事は、私にとって初めてのことだった
ため、とても不思議な感覚でうれしい発見だった。
5．パトロールでかまくら作り Leading Practice: Igloo Cooperative!
目的 雪の中での共同作業（持続可能な形を作る）を通して、リーダーシップのマインドセット（心が
け、姿勢）を意識しながら実際の行動に移す
内容 外に出る前に、役割の書かれた紙を受け取った。その役割を果たしながら、制限時間内に
パトロールで協力してイグルー（かまくら）と呼ばれる建物を作った。残念ながら、完成した
パトロールはなかったが、工夫されたイグルーを作ることができた。作成後、自身のパトロー
ルに点数をつけ、各自の役割のふりかえりをおこなった。
感想
初めてのパトロール作業で少し緊張した。私の役割は「持続可能な形にするためのイグルー作りの
技を他パトロールから盗み、伝える」というもので、英語が思うように使いこなせない私にとってとても
難しいものだった。しかし、雪のブロックの角度を斜めにしたい、水で固めるのがよいと思う、と身振り
手振りを交えて何とか伝えることができた。言葉がわからないからあきらめるのではなく、何としても
伝えるという気持ちが大事だと感じた。
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思いのほか難しく苦戦…

6．自分の物語を書いてみよう My Leadership Practice
目的 自分のリーダーシップの旅をふりかえり、課題と目標を認識する
若い女性にはどのようにリーダーシップが理解され、経験されているのか共有する
内容 ・マインドセットについて話し合う
6 枚の模造紙にそれぞれ大きく 6 つのマインドセットが書かれており、自分が興味のある
紙の近くに座った。質問に対して意見を述べたり、自由に考えを述べたりした。
ジェンダーのマインドセットについて話した時、リケジョ（理系女子）の話をした。二人とも
理系で、本人はそんな特別だと思っていないのに理系を学んでいるだけで珍しがられる
という話を興味津々で聞いてくれた。仕事については、国によって男女でできる仕事が
決まっているなど衝撃的な話もあった。自由のなさが一つの要因だ、という結論に至った。
・マインドセットのパズルを作る
6 ピースのパズルが配られ、マインドセットについて想像するイメージを絵や文字を使って
書き込んだ。六つを合わせてつながるように輪を描く人もいれば、一つ一つに絵を描き込
む人もいた。
感想
パズルでは、今まで絵を描いたことがないからとても苦手、という子がいてびっくりした。日本はアニ
メ、漫画など絵に触れる機会が多く、学校の授業にもあるから、すんなり絵を描けるのかもしれない
と考えさせられる出来事だった。

7．ガールスカウトクイズ大会！ Who wants to be a WAGGGS millionaire?
目的 チームで協力して WAGGGS に関する知識を試す
内容 チームに分かれ、WAGGGS に関するクイズ・ミリオネアによく似ている 4 択クイズを解いた。
クイズ・ミリオネアに似た形式で答えるクイズはとても盛り上がった。会員数や全加盟連盟の
数など数字に関するものが多く微妙な違いに惑わされ悔しかった。もっとガールスカウトに関
する知識をつけたいと思った。SDGs の正式名称を答える、セミナーに関したクイズはもちろん
全チーム正解だった。

勝利を勝ち取ったチーム
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2月3日
8．世界のリアルな環境問題 Stories of our environment
目的 スイスは持続可能な環境作りにどう取り組んでいるかを知り、自国の取り組みも共有する
上記で出た成功例や挑戦をふりかえり、整理する
内容 グループに分かれ、アワシャレー敷地内の地図に書かれた場所までたどり着くと、そこには
エネルギーや水資源状況、気候変動などの環境問題に関する質問が書かれた紙が置いて
あった。一人ずつその質問に意見を述べ、最後に裏面に書かれたスイスの取り組みを知っ
た。トイレの設備が整っていない、階級によって差がある、リサイクルできないごみを出すとき
はお金を払う、ごみを持って帰る文化がない、など国や地域によって問題になっていることが
全く異なった。日本について誇りも感じた。同時に課題と今後につながるヒントも得られた。
感想
国・地域によってエネルギー・水資源に対する考え、関心のある問題が異なり、想像もしていなかっ
た方向から次々と話が語られ、衝撃的で大変驚いた。また、その話は自身の国の身近な出来事で、
ありありと伝わってきたので、忘れられない重みを感じた。

それぞれの意見を
伝える

9．素敵な自然を見つけよう Discover a Wild Place
目的 自然とつながり、どのように環境を守るか新しいアイデアのヒントを得る
ヒントをもらった自然の絵を独創的に雪に描き、みんなで共有する
内容 D・E・C の形に切り抜かれた紙を持ち、アワシャレー内の自分にとって特別なお気に入りの
場所を見つけ D：Discover（発見）、その場所について思いをはせ E：Explore（探る）、どの
ように守っていくか C：Conserve（保護する）を考えた。
感想
長い間外に出てとても寒かったが、自然をじっくりゆっくり感じることのできる、心穏やかな時間を過
ごせた。普段自然に真正面から向き合う機会は少ないので、この木はいつからこの場所で過ごして
いるのか、どんなものを見てきたのか、真剣に考えることで愛着が湧いた。日本に帰ってもこんな
時間を持ちたいと強く思った。

自然を感じて
表現する
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10．持続可能な環境を考えよう Exploring Environmental Sustainability
目的 持続可能な環境を理解し、世界各地域で直面している持続可能な環境への道について
考える
内容 ・持続可能な環境とは
持続可能な環境から思いつく言葉のブレインストーミングをおこなった。持続を可能にする
には社会・経済・環境の三つの柱が必要で、それを支えるのは人だという話があった。
・りんごから考える
りんごを地球だとしたら、使える土地はどれくらいか、グループに 1 個のりんごが渡された。
1/4、1/8、1/32 と切っていき、皮をむいた。1/4 は陸地、1/8 は人間が暮らせるだけの
土地を意味する。そして、食べ物を育てることができる土地は 1/32 の皮だけだと告げられ
た。限られた土地を大切に使うことの重要性を体感し、改めて感謝した。
・カーボンフットプリント
温室効果ガスをどれだけ発生しているか、カーボンフットプリント（炭素の足跡）と呼ばれる
考えを学んだ。次に外に出て、ロープの上に一列に並び、日常生活で自分がどれだけ
カーボンフットプリントをつけているか、ファシリテーターからの質問に答える形式で確認を
した。ロープを基準として、前に行き過ぎている人は温室効果ガスを出しすぎ、後にいる人
は工夫のできた人ということでインタビューされていた。とてもユニークな方法で自分が
いかに温室効果ガスの削減に取り組めているか体感できた。
・環境問題解決プログラム
各グループに課題が書かれた紙が渡され、解決に向けた話し合いと発表をおこなった。
私たちのグループの課題は「SDGs の重要性をブラウニーが理解できるような活動を計画
せよ」というもので、キャンプや啓発キャンペーンをおこなう計画を発表した。他のグループ
はポスタ―を用いて発表したり、3R（リデュース・リユース・リサイクル）の歌を作って発表
したりと独創的な切り口からの提案が多く興味深かった。

地球に例えたりんごの皮を
むく

自分のカーボンフットプリントを確認

作った歌、声をそろえて熱唱

11．SDGs の理解を深めよう Understand the Sustainable Development Goals (SDGs)
目的 SDGs について学び、なぜ問題なのか知る、自身のプロジェクトでどう応えるかを考える
内容 SDGs が MDGs を基にしているいること、「貧しい」の定義や用いられている数字を例にとり、
世界を対象としたときの共通認識の描き方、共通の目標設定の難しさ、自己中心的になって
はいけないことを学んだ。そのうえで各自が SDGs をどう認識し、なぜ設定した目標が大事な
のか、どう実現していくかを考えた。
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12．スイスナイト Swiss Night
目的 スイスの伝統を知り、味わう
内容 ・スイスの伝統的な民族劇の発表
有志によるスイスの劇発表があった。みんな役になりきった演技で、笑いが絶えなかった。
・スイスホルンの演奏
スイスホルンの奏者（おじいさん）を招いて、演奏がおこなわれた。スイスの伝統的な曲
「Vogellisi（フォゲリッスィ）」を演奏に合わせ歌った。みんなドイツ語の発音に苦戦していた。
・スイスに関するクイズとチョコレートフォンデュ
難易度別に分けられたスイスの地理、歴史、言葉などに関するクイズを選択し答えた。
マニアックなものが多くなかなか難しかったが、クイズに正解するとポイントがもらえ、
そのポイントに応じてチョコレートフォンデュの景品がもらえると言われみんな張りきった。
1 番になり、大喜びで引き換えた景品がまさかの玉ねぎで、かなりショックだった。

スイスの伝統的な劇

スイスホルンに全員集合！

2月4日
13．スイスアルプスでそり遊び Team Adventure Challenge/Team leadership challenge
目的 友と支え合いながら山での冒険を楽しむ、己に挑戦する
内容 Sledging（スレッジング）と呼ばれるそり遊びをしに、スキー場まで歩いて向かった。スキー場
までの 40 分の徒歩移動、今までに経験したことのない寒さ、そりすべりの速さなど自分への
挑戦の時間でもあった。私たちのパトロールでは「1 人最低 2 回は頂上から滑る」ことを挑戦
として掲げ、みごと達成することができた。楽しさとスリルを共有し、パトロールの結束力がより
高まった。

スイスアルプスの雄大な自然を感じる

手にそりを持って集合写真
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14．自分の物語をシェアしよう My Story, Our Stories
目的 リーダーシップのマインドセットに立ち返り、自身のリーダーシップ物語の伝え方を考える
この物語の創造を通して自分の感情を若い女性の仲間と共有する
内容 ・物語の伝え方を学ぶ
ストーリーテリング（Story Telling）の仕方を学ぶためにテッドトーク（TED Talk）の
ゼロ・ウェイスト（Zero Waste）に関するビデオを見た。そこから感じた物語の伝え方のコツを
思いつく限り考えた。自信を持つこと、観客に寄り添うこと、感情をうまく使うこと、など多くが
挙がった。
・自分の物語を考える
リーダーシップのマインドセットに立ち返り、共有したい自分の物語を考えた。特に伝え方
のコツを意識しながら、それぞれ好きな場所で工夫した物語と発表の方法を考えた。
感想
ゼロ・ウェイストの考えに驚きを覚えた。ごみを出さない、ないものは自分で作る、ものは大切に使い切
る、食べきる、この考えは江戸時代に通じるものではないか、現代でもとてもユニークなものとして取り
上げられているなら、江戸時代の考えも生かせると強く感じた。
自分の物語を考えているとき、これなら私も発表できるかもしれないと思った。英語が自由に使えなくて
も、準備ができればみんなに思いを伝えられる、そう思って頑張った。発表の時間になって、私は覚悟
を決めて手を挙げた。みんなの前に立つと緊張したが、紙芝居形式でなんとか乗りきった。
発表を終えみんなから拍手をもらえたときはとてもうれしかった。また、終わってから、「良かったよ」と声
をかけてもらい、発表して良かった、挑戦して良かったと心から思った。セミナー中で忘れられない出来
事の一つになった。

自分の物語を共有し
より一層結束力が深まる

15．キャンプファイアー Campfire
目的 歌の共有、星を眺める
内容 キャンプファイアー場で各国の歌やエーデルワイスを歌った。限られた時間の中だったが、
積極的に手を挙げて歌を披露するチャンスを勝ち取り、私たちは「三ツ矢サイダー」を歌った。
感想
みんなにとって日本語の歌詞は難解らしく、ほにゃほにゃほにゃ～と頑張って音程を合わせながら
歌ってくれた。やはり難しいよな…という気持ちが半分、でも一生懸命歌ってもらえてうれしいという
気持ちが半分、チャンスをつかみ披露できとても光栄なキャンプファイアーとなった。

寒い中、肩を寄せ合い
いろんな国と地域の歌を歌う
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2月5日
この日からは「チェンジ」に着目したセッションが増えた。そのため、私たち二人で話すことも多くなり、プロ
ジェクトの計画を進めていく段階に入った。
アワシャレーでは階段のところに空を模した模造紙が貼られた。そこに描かれた雲には「新しくできるよう
になったことは？」「あなたのチャレンジは何？」などいくつか質問が書いてあって、その質問に対する回
答を細い色紙に書いて貼り付けていくという企画がおこなわれていた。

虹色の雨が日に日に
増えていく

16．変化をデザインする Designing Change
目的 自分のコミュニティで変化を起こすためのチェンジプランについて深める
プランを実行するうえで問題に直面したとき、そこから解決策を見つける方法を学ぶ
内容 世界中の参加者との意見交換を踏まえて、自分のコミュニティにおいてどんな問題があるかを
考えた。そして、自分が最も変化を起こしたい、他の人を巻き込んで解決したいと思う問題に
ついて、ワークシートをうめる形で具体的に考えていった。この時間はブレインストーミングの
ような形式で、どんなことをやってみたいかや、どんな工夫をすればより多くの人に取り組んで
もらえるかを考えた。また、案として出した活動に対して「なぜその行動が必要なのか」という
原因を明らかにすることを忘れないようにした。
二人で話しながら、英語版を 1 枚、日本語版を
1 枚書いた。

私たちのワークシート

17．環境問題とリーダーシップの実体験 Stories of environmental leadership
目的 以前のヘレン・ストロー セミナーの参加者とのビデオ通話を通して、実際にプロジェクトを実行
に移すための方法を学ぶ
内容 前回のセミナー参加者約 5 人を招き、今年の参加者とビデオ通話でディスカッションを
おこなった。また、ポップアップセミナーで同時にほかの国ともつながった。実際にプロジェクト
をおこなった去年の参加者たちが、感想やプロジェクトをどう進めていったかなどを話し、その後
今年の参加者から不安に思うことや質問を投げかけた。最後にはプロジェクトだけではなく、
このセミナーに参加すること自体に対してのアドバイスもあった。ポップアップセミナーの開催
地とも質問をしあうなどディスカッションをした。
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18．環境問題のリーダー、チェンジメーカーになるには
Being an environmental leader and change maker
目的 環境問題に関して、社会に変化を起こした人の人生を追い、そこから得られるリーダーシップ
精神について考える
内容 アワシャレーから徒歩 45 分ほどかけて街に出た。街を探検しつつ、さまざまな店やポイントに
立って待っているファシリテーターを、地図を手に街を探検しつつ探した。ファシリテーターは
パトロールに対し課題を与え、それを限られた資源や時間をうまく使ってクリアをめざした。
具体的には、ムカデ競争のような道具を使って決められた位置まで移動するものや、ロープ
2 本を使って箱を移動させるなどの課題があった。課題に取り組むと、環境問題に関して社会
に変化を起こした人物の簡単な紹介文が書かれた紙と、その読解問題が書かれた紙を渡さ
れた。紹介文は生い立ちからどのような変化を起こしたかが書いてあった。問題を解きなが
ら、その人が重視したリーダーシップマインドセットは 6 つのうちどれであるかを考えた。
感想
アデルボーデンの街はすぐ近くにスキー場があるので、スキー用品を取り扱う店が多かった。また、ア
ワシャレーのことを知っている地元の人が多く、「ガールスカウト？ 近くにすごくいい Scouting Place
があるよ！」と声をかけてくれる人もいた。途中ポイントになっていた木彫りの工芸品のお店では、ガ
ールスカウトの三弁章が入った木製のチーフリングが売られていて、その場で名前を入れてもらって
買うことができた。自由時間はほぼ全員がスーパーにいて、チョコレート売り場の前を占領していた。
ビーガン用のチョコレートは初めて見た。一つ買って帰って試したところ、乳成分が入っていないせい
か甘さ控えめでおいしかった。
街探検から帰ってきて、全パトロールが集まるのを待っている間は、ギリシャ連盟のファシリテーター
がソングを紹介して、みんなで楽しんだ。このときだけでなく、朝のセッション前などの全員が集合する
待ち時間を利用して、各国のソングを紹介し合い有効に使っていたのが印象的だった。
協力して道具を使う

帰り道、真剣に話し合う

19． 興味をもとに仲間と話す Environment special interest (walking) groups
目的 アワシャレーへの帰り道に、自分と同じ環境問題に興味があり、似ている分野で活動しようと
考えている参加者と話をする
内容 前のアクティビティが終わり街から歩いて帰る途中、自分が興味のある環境問題を一つ選び、
同じ問題に興味がある参加者と話をした。自分たちはこのときすでに一緒にプロジェクトを
することを考えていたので、二人で話しながら歩いた。話のヒントとして、どんなことに興味が
あるのかや、なにが問題であると考えているのかなどのテーマが与えられており、それに
沿って話をした。まだ具体的なプロジェクトは決まっていなかったが、問題点の整理ができた。
私たちは、環境問題に対する個人レベルの活動が、他国に比べてあまりおこなわれていない
という点に着目し、自分を含め周囲の人々から環境問題への関心を高めることを考えていた。
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20．インターナショナルフェスティバル International Festival
目的 アワシャレーにいるみんなで世界を感じる
自国の好きなところやいいところをほかの参加者とシェアする
内容 各国の参加者が民族衣装やユニフォームを着て、地域ごとにパフォーマンスをした。日本から
は浴衣を着て、プロジェクトの中心としたい風呂敷を紹介した。国の紹介ビデオを流し、ダンス
をしている国が多かった。パフォーマンスが一通り終わると別の部屋に移動して、文化紹介
コーナーを作りお菓子やスワップ品を用いて交流した。日本のコーナーでは折り紙を教えた。
マレーシアの参加者にヘナタトゥーをしてもらったことが印象に残っている。ただ、流れ解散と
なった最後、部屋にはごみが大量に落ちていたにもかかわらず、誰も掃除をせずに帰ってしま
った。「なんで掃除しないの？」と、思いがけぬところで文化の違いを感じた。

2月6日

あっという間に時間が過ぎたインターナショナルフェスティバル

21．変化を起こす準備 Prepared for Change
目的 プロジェクトのアイデアをシェアする
自分の計画の中で、今後予想される課題や問題を洗い出し、その解決策を考える
内容 引き続き自分のプロジェクトの計画を練った。ワークシートの埋まっていないところを埋める
ように進めた。難しいところはファシリテーターやほかの参加者に相談をした。ファシリテーター
はそれぞれ自分の専門分野を持っていた。例えば環境教育や、年少部門の教育など。

解決策のヒントをくれる心強い味方

22．意思決定者とのかかわり Influencing gatekeepers
目的 変化を起こしていくなかで、意思決定者との出会いは必ず訪れる。
そのような人に自分のプロジェクトへの支援を得るための一連の流れを学ぶ
内容 まず、5～6 人のチームに分かれ、仮想のプロジェクトをおこなっている状況を作った。そこで、
チーム外で協力してほしい人が現れたと想定し、その人になりきったファシリテーターに面会を
申し込んで協力を依頼し、協力を承諾してもらえるか試してみるという内容。ゲーム感覚では
あったが、ファシリテーターは本気の演技で対応してくれ、秘書やお願いの手紙を書くミッション、
部屋に入るまでに少し待たされるなどリアルな面会の場面が準備されていた。話をした後には
ファシリテーターからフィードバックをいただき、相手にどんなことで協力してほしいのかを明らか
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にすること、どうして自分たちはその人に会って話がしたかったのかを伝えることなど、実際に
役に立つポイントを学ぶことができた。

待たされて緊張の時間を過ごす

23．24．27．計画を進める Change Plan working session
目的 ほかの参加者やファシリテーターと話をしながら、プロジェクトの計画を進める
内容 ワークシートから計画書にうつり、いつまでにどんなことをするか、その達成はどのようにして
測るのかなど具体的な計画を考えていった。自
分たちは、WAGGGS に提出するための英語
のものと、自分たちが日本で使うための日本語
のものを、同じ内容で 2 通り作成した。

互いの考えを伝え合う

25．自由時間 Free evening
目的 プロジェクト計画を進めたり、環境をテーマにした映画を見たりして自分で有効に時間を使う
内容 夜の時間で、各自自由に使ってよい時間だった。Warm fuzzies をダイニングルームでみん
なで書いていた瞬間は、その一週間の思い出が次々に心に浮かんできて少し感傷的になった。
映画を見ていたのは多くが英語が母語の参加者で、自分を含めてそうでない参加者は「見て
も分からないかも」と言って自分の好きなように時間を使っている人が多かった印象である。
2月7日
26．フィードバックをもらう Peer Feedback
目的 ここまでのプロジェクト計画をパトロールのメンバーと共有し、計画をよりよくするアドバイスを
しあう
それぞれの活動のなかでセミナー終了後に互いに協力できるところがないか考えてみる
内容 ここまでで計画した内容をパトロールのメンバーにプレゼンすることで、自分では見えてこなか
った問題点を見つけ出し、解決策を一緒に考えた。自分のプロジェクトを人に話す練習である
と同時に、応援しているコメントをもらうと自信がつきやる気がさらに増した。

28．変化へのスタートライン Ready for Change
目的 お気に入りの場所をもう一度訪れ、自分の一週間をふりかえる時間
同時にこれからのプロジェクト実行について考える時間にする
内容 セミナー前半で自分が見つけたお気に入りの場所にもう一度足を運び、一週間で自分が
考えたことや学んだことをふりかえった。また、その自然に対するラブレターを書くことで、
環境についてもまた違った視点で考えることができた。自分は 1 回目のときと見えた景色が
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大きく違うことにおどろいた。綺麗に見えていた山が全く見えず、しかし目の前にあった深い緑
の木は、その日は雪化粧をして一層美しく見えた。そのような変化に気づくこともこの再度訪
れるというアクティビティならではの感動であると思った。
29．まとめ Evaluation and Network Building
目的 セミナーでの経験をふりかえり、共通理解をもつ
内容 セミナーが終わるまでに提出しなければならないものの確認や、今後自分の国に帰ってから
各国連盟と協力してプロジェクトを進めるにあたってのアドバイスなどを聞いた。
30．閉会式 Closing Ceremony and Goodbye Party
目的 アワシャレーでの時間をしめくくる
内容 外に出て、WAGGGS のロゴをかたどったキャンドルに一人ひとり火をともした。その際に、
このセミナーを表す 1 単語を述べた。その後、パトロールでまとまって、いくつかのポイントを
回り、そこにおいてある文章にしたがってふりかえりをした。持って帰りたいものは何か、一番
楽しかったことは何か、1 年後、5 年後、10 年後の自分の目指す姿はどんなものか、などが
あった。パトロールのメンバーですごした時間を思い出し、口には出さずともみんなが別れを
惜しんでいて、出会った時では信じられないほどに互いを近く感じた。すべてのポイントを回り
終えると建物に戻り、ファシリテーターが温かく迎えてくれた。全員がそろうと、ファシリテーター
が一言ずつ自分のお気に入りの名言を紹介、WAGGGS からファシリテーターに対して感謝状
が贈られ、そして参加者全員の宣言と続いた。閉会式後は別れを惜しんで写真を撮ったり、話
せなかったことを話したりと思い思いに過ごした。翌日朝 5 時ごろから少しずつ帰国が始まった。
改めて、この一つの場所に世界中からガールスカウトが集まっていたことが、奇跡のように感じ
た。

浮かび上がる WAGGGS のロゴ

大好きなファシリテーターと
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番外編
セミナー中の出来事
WAGGGS の公式ツイッター
セミナーが始まってから、個人のツイッターアカウントを使って発信を始めました。楽しかったこと、
おもしろかったことをなんとなく写真とともに載せていたのですが、それを見ていたファシリテーター
が「世界連盟のツイッターでやってみる？」と声をかけてくださいました。「iPhone 貸して！ ログイ
ンしてあげる」と言われ渡すと、WAGGGS のアカウントに入っていました。「じゃ、今日と明日お願
いね！ 自己紹介から始めてね。フォロワーいっぱいだよ〜」と笑いながら、大きな役割を私にくれ
ました。
毎回、近くにいる参加者に英文を確認してもらってから投稿しました。自分の書いた投稿を、たくさ
んのガールスカウトの仲間に見てもらえていると思うとすごくうれしかったし、自分を認められたよ
うな感じがしました。同時に責任も感じました。大変貴重な体験になりました。
団とのテレビ電話（2 月 4 日）
ヘレン・ストロー セミナーの開催中、私の所属している団では集会がありました。現地時間朝 7
時、日本時間 15 時、携帯とパソコンをつなぎ、アワシャレーの雰囲気について伝えました。セミナ
ーでは朝 7 時は早い時間らしく、ほとんどの人が寝ている中、どんな部屋があるか、食堂、トイレ、
外の様子など、静かに 15 分間会話をしました。団のみんなの声を聞き、ほっとしたり、勇気づけら
れたり、これからのセミナーも私らしく思い切り楽しみながら学ぼうと、元気が出てきたそんな時間
になりました。

帰国後の取り組み
埼玉県知事・さいたま市長表敬訪問（2 月 19 日・3 月 1 日）
セミナーでの経験を伝えるべく、県知事・市長に貴重な時間を割いていただき、表敬訪問をしまし
た。初めての経験に緊張しながらも、セミナーの概要、参加国、セミナーの三つの柱、そして今後
取り組むプロジェクトについて、帰国後の熱い思いを持ったまま、自分の言葉で伝えました。江戸
時代の知恵に共感していただいたり、地域の環境への取り組みも紹介してくださったり、新たな視
点を知ることができました。プロジェクトへの取り組みが県知事や市長の耳にも入るよう頑張ろうと
さらなる熱意を強く持った日になりました。
日本連盟への報告（4 月 29 日）
4 月 29 日、日本連盟の国際コミッショナーにヘレン・ストロー セミナー2018 の報告をおこないま
した。心に残った瞬間、それぞれがセミナー中に考えたこと、日本に帰ってから感じたこと、今後の
展望、熱い思いを込めて伝えました。感想やアドバイスをいただき、今後取り組むべき道が一層は
っきりとし、身の引き締まる思いでした。プロジェクトについて理想だけでなく、現実を見る必要性を
強く感じた日になりました。
パトロール再会テレビ電話（5 月 13 日）
セミナーから 2 カ月たった 5 月上旬、進捗状況の確認も含めた、懐かしのパトロールメンバーとテ
レビ電話で再会しました。朝 8 時から夜中 12 時という時差がありながらも、私たちのパトロール
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は 4 人の参加がありました。近況報告から始まり、プロジェクトの様子や今直面している課題につ
いて互いにアドバイスしました。何より久しぶりのメンバーの顔や声に励まされ、私たちは一人じゃ
ない、世界各地で頑張っている、そして少しずつでも変えることができることを改めて思い出させて
くれました。そんな仲間が、あきらめないで取り組もうという気持ちを強くする存在であることを知っ
た時間でした。
県の総会での報告（5 月 27 日）
5 月 27 日、埼玉県での総会で報告の時間を設けていただきました。各団の代表の方に、セミナ
ー中の出来事、印象的な瞬間や深く考えたことなど、写真を中心に 15 分間伝えました。報告後に
は「ぜひ自分の団でも話を聞かせたい！」と声をかけてくださる団もあり、あらためてヘレン・ストロ
ー セミナー2018 に参加できたことは、貴重な体験だったのだなと感慨深く思いました。加えて、
経験を伝えることの大切さも自分の中で強く感じた瞬間でした。
環境問題への意識
帰国後まず二人で取り組んだのは、一週間のビーガンでした。ビーガンというとベジタリアンより厳
しい、完全菜食主義者のことです。卵も牛乳も乳製品も、動物由来の食べ物は食べません。動物
愛護の観点から、健康志向の観点からなど始める理由はさまざまですが、私たちはそれを環境の
ために取り組みました。動物性の食品を植物性の食品で代替することで、輸送や飼育による環境
への負担を大きく減らすことができるそうです。取り組み始めて、自分たちの普段の食事の大部分
が動物性の食品を利用していることがわかりました。「いただきます」の意味が深く身に染みた一
週間でした。次にお弁当、水筒、風呂敷を意識的に持つようになりました。さらに知識を得るため
に、肉や家畜など食文化について取り上げる動物生産学の講義を取ったり、江戸東京博物館に
行ったり、個人でできる限りのことをしました。こういった行動の中で、確実に環境問題に対する意
識に変化がありました。以前は買い物をするとき、裏の表示を見て買うことなどめったにありませ
んでした。それが原産国を見て地産地消にこだわるようになりました。また、のどが渇いて自動販
売機でペットボトルを買うときも、「ああ、水筒だったらペットボトルごみは出ない」と躊躇が生じるよ
うになりました。お菓子の個包装を見ると、本来必要ない無駄なごみを出していると感じるようにな
りました。どこかで関係ないと思っていた自分、みんな意識してないから平気だろうと思っていた自
分がいなくなりました。環境問題は世界共通の問題、意識して行動しないなんてその方が無責任
で格好が悪いとさえ思うようになりました。世の中の流れも、環境配慮の方向に動いています。

印象に残った言葉
寒いと思うから寒いのよ
「一瞬だから上着も着なくていいよ」と言われみんなで外に出たときに、一瞬でもやはり寒いも
のは寒いので、参加者が口々に「寒い寒い」と言っていました。すると実行委員会のリーダー
であるアンディが、「みんな。寒いと思うから寒いのよ」「隣の人と手をつないで、みんなのつな
がりを感じて」と、たったの一言で温かい雰囲気を作ったのが印象に残っています。
あなたたちは一人じゃない
手をつないだあと、目をつぶるように言われ、静かな、でも仲間のぬくもりを感じられる空間
で、アンディが言った言葉です。セミナーの一週間のなかでこれから自分のプロジェクトを考
えていく段階に入る前で、不安な気持ちが出てきて、自信がなくなりそうなタイミングでの言葉
にぐっときました。「あなたたちは一人じゃない。ここにいるみんなで助け合いながらプロジェク
トを進めていけばいい。それを忘れないでね」 全員で息を合わせてジャンプしました。
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WAGGGS はいつでもサポートします
閉会式にアンディが全員にかけた言葉です。「もし万が一、自分の国の連盟とうまく連携がと
れないとか、困ったことがあって、でも相談する人がいないとき、どんなことでも、WAGGGS に
メール１通入れてくれればいつでも助けるからね」との心強い一言でした。世界連盟に自分を
サポートしてくれる人がいると思えるだけでも、不安が一気に解消されました。そして
「WAGGGS のメールアドレスは？！」に続いて全員でアドレスを暗唱しました。

感想
セミナーから日が経つにつれて、本当に自分が参加したのか、夢のようで信じられない気持ちになり
ます。WAGGGS のセミナー、とても私が行けるようなものではなく、大きな壁があるイメージでした。
でも、「挑戦しなきゃ何も始まらない」という言葉に背中を押され、思い切って申し込もう！と決意しま
した。
自分に自信を持つこと、情熱を忘れないこと、意志を持つこと、問題の根源を捉えること、世界中に
仲間がいること、セミナーから得られたのは想像もつかないような学びと体験でした。あの言葉がな
ければ、一歩を踏み出していなければ、巡り合えませんでした。チャンスを与えてくださった皆さま、
支えてくださった皆さまに、感謝の気持ちでいっぱいです。
自分の可能性を信じたあの日、私は少し勇気を持つことができました。そして、勇気を持って一歩踏
み出したら、新しい世界が待っていました。背中を押してくれた言葉「挑戦しなきゃ何も始まらない」、
今後も大切に活動していきます。
山田真子

セミナーが終わってからしばらく経ち、他の参加者の活躍が見られる時期になりました。植林の活動
をしたり、YouTube でビーガン活動を広めたり、プロジェクトで賞をとったりと、それぞれがやりたい
ことを実行に移している姿がとてもかっこいいと思うと同時に、自分が日本で実行するプロジェクトも
もっと進めなければと、正直なところ焦りも感じています。
環境問題に関しての情報にアンテナを張り生活するようになって感じるのは、慣れた生活を変えるの
はそんなに難しいことではないということです。必要なのは少しのきっかけで、それを習慣化すれば
簡単に新しいものを生活に取り込むことができました。セミナーへの参加が私の環境活動の開始点
で、これからずっと続いていくものであると感じています。
あの場にいたことが未だに信じられないような気持ちがしますが、私はガールスカウトだからこそ見
ることができる広い世界があることを知りました。都道府県規模から少しずつ自分の世界を広げてい
けば、世界中の仲間に会い、刺激を与え合う機会に巡り会うはずです。
河村幸音
セミナー後再会した仲間たち
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