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[概要]
事業名

Young Women’s Body Confidence Advocacy Forum 2018
（世界連盟 FBM フォーラム 2018）

会場

ニューヨーク、アメリカ合衆国

会期

2018 年 9 月 21 日（金）～ 25 日（火）〔派遣期間 9 月 20 日（木）～ 28 日（金）〕

テーマ

Free Being Me 行動編に基づく活動を世界に発信するプロジェクトの情報を共有すると
同時にプロジェクトをさらに発展させ、少女と若い女性の生き方を変える

主催

ガールガイド・ガールスカウト世界連盟（以下 WAGGGS と略）
ダヴ セルフエスティーム・プロジェクト

参加加盟連盟

10 加盟連盟
（アメリカ、アルゼンチン、イギリス、グレナダ、ジンバブエ、日本、フィリピン、
ブラジル、南アフリカ共和国、メキシコ）

参加人数

11 人（アメリカ連盟のみ 2 人、その他の加盟連盟は各 1 人参加）
スタッフ：WAGGGS 2 人、ダヴ：2 人
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[事前準備]
- オンラインでの事前研修を 2 回実施
- Whats App という携帯アプリで WAGGGS からの事前連絡、情報を受ける
- 事前課題の取り組み
フォーラム参加前に、メンターの支援をいただきながら日本連盟における FBM プログラムや行動編
の理解を深め、事前課題として WAGGGS から通知された以下の四つの課題を中心に事前準備を進
めた。
1. 自分が進めるプロジェクトのチームを構成する。
メンバーを 5 人集めた。主なメンバーは、同じ団のメンバー。メンバーの自己紹介動画をプレ
ゼンテーションに組み込んだ。
2. チームメンバー全員が Free Being Me 行動編について理解する。（2018 年 8 月 31 日まで）
大半のメンバーが FBM の活動に関しては理解があったため、渡航前の 8 月にみんなで集まり、
日本の問題を考えるのと同時進行で FBM 行動編について説明した。
3. チームメンバーが全員合意したプロジェクトの企画書の作成。
チェックリストを確認しながらプロジェクトを企画
- そのプロジェクトは具体的に 1 つの問題に対して行動を起こしているか。
- そのプロジェクトは社会に変化を与えようとしているか。
- そのプロジェクトは意志決定者を決め、意志決定者に影響を与えようとしているか。
プロジェクトで取り組む課題「可愛い」はプロジェクトリーダーである私が決めたが、具体的
にこの概念によってどんな問題があるか、どのように改善したらよいか。「可愛い」という概
念はどこからきているのかなどのディスカッションをチームメンバーとおこない、プロジェク
トを企画し同意した。遠くにいるメンバーとは LINE 電話を通じて会議をした。
4. 派遣先でおこなう短いプレゼンテーションの準備（5－7 分間）。
・プロジェクトで取り組むと決めた具体的な問題を説明
・コミュニティの少女、若い女性にどのような影響があるか
・プロジェクトの要約：具体的にどのような行動を起こすのか
・プロジェクトで期待される成果
・プロジェクトの内容がわかりやすくなる視覚資料
・チームの紹介：チームメンバーの名前やこの問題に対する意欲などを写真や動画にて紹介。
WAGGGS から指定された上記の項目に沿ってプレゼンテーションを作成した。
視覚資料としてはパワーポイントだけでなく、実際に日本の雑誌をメディアの例として持って
いった。
［その他］
- 服装
国連訪問の際はビジネスカジュアルな服装を着用することを事前に通知されていたが、国連を始め
とする外部イベントに出席する回数が多かったため、ビジネスカジュアルの服装を予想より頻繁に着
用した。
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[日程表]
（英語版）

（日本語版）
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[プログラム内容］
9 月 21 日 第 1 日目
オリエンテーション
フォーラムで達成したい目標を 1 人 2-3 個ずつ付箋に書き、会議室のボードに貼る。目標が達成できたら横の欄
（達成）に移動する。そして、今回のフォーラム参加者のルールを決めた。
今回のフォーラムでのルール
 他の文化や背景を尊重する
 開かれたコミュニケーション
 互いをよく知る時間をつくる
 寛容になる（誰も取り残されていないことを確認）
 先入観を持たない
 互いの意見を聞く
 どんなことでも質問してよい（愚かな質問はしない）
 ゆっくり、はっきりと話す

会議室のボード

アイスブレイク

9:00-9:30

講師：ユニリーバ異文化マーケティング担当部長

ミタ・マリック

ユニリーバについて説明を聞き、参加者が自分の自己肯定感をふりかえるアクティビティを実施した。
感想：ダヴをはじめユニリーバも FBM プログラムに力を入れていることが分かった。その後のアクティビティで
それぞれの経験談を聞くことで、みんながこのプログラムに参加する動機がよく分かった。

自分にとってのアドボカシーとは

11：30－12：30

講師：WAGGGS 職員

ジーン‐アン

FBM プログラムをなぜ積極的におこなうようになったのかを書き出し、2 人組の相手に説明する。まず、自分が
辛かったときを考え、その後に自分の容姿に対する肯定感が急激に上がった瞬間を考え、説明。
アドボカシーの定義をもう一度確認する。
・アドボカシーは政治的に関係のある問題のみを解決するとは限らない。
・アドボカシーはプロのアドボカシー活動をしている人だけのものではない。
・アドボカシーは大規模、世界的なプロジェクトとは限らない。
WAGGGS が定義するアドボカシーとは
「私たちの暮らしと他の人々の暮らしを向上するために、意思決定者に影響を与える」こと。

感想：WAGGGS が定義するアドボカシーの意味は、この後何度も繰り返し確認された。ふりかえると
このセッションは 4 日間の始めにあるということがとても重要だった。アドボカシーの定義を
確認した三つの視点も私の中で強く印象に残った。
デジタルアドボカシー

14：00－15：30

講師：ユニセフ広報担当 2 人

効果的な SNS の使用方法について学んだ。SMART（S:Specific 具体的 、M:Measurable 測定可能、A:Achievable 達
成可能、R:Relevant 適切 、T:Time-based 期限が明確）基準による目標設定が重要。

感想：このセッション終了後、SMART 基準はプロジェクト目標を立てる際に気をつけるべき点として
何度も紹介されたため、印象に強く残った。
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参加者のプロジェクトプレゼンテーション

16:30- 19:00、9/22

9:00-10:00

すべての参加者がプロジェクトプレゼンテーションをおこなった。2 日目も継続し、全員がおこなう。
加盟連盟

アメリカ

参加者名

クリスタ

プロジェクトの要約
メディアの力を使って、ジュニア、シニア、レンジャー年代のガールスカウトに影響を与えたい。インタビュー
をして写真を集め、メディアでは取り上げられない女性を見る機会を SNS 上で提供し、ガールスカウトが彼女自
身を省みる際に SNS 上にいる多様な女性たちのイメージをロールモデルとすることができるようにする。

アメリカ

ローラ

少女、女性たちが安全に正直な意見を書くことができるプラットフォームを作成。テーマは容姿に関する自己肯
定感に関してなどさまざまなものになる。記事を読むことによりさらに多くの人が問題を理解し、多様な美、自
身や健康を受け入れる。

アルゼンチン

アウグス

有名なアルゼンチンの女性たちにより「作られたイメージ」と闘い、女性がいかに外見に対してプレッシャーや

ティーナ

不安な思いをしているのか声を上げる。特にコミュニケーションに焦点を当て、自分、他人の身体に対する前向
きなコミュニケーションを広める。例：身体に関連したニックネームをやめるなど

イギリス

ビクトリア

実際の人やその人の話をインスタグラムに写真と一緒に載せ、容姿に対する自己肯定感と自分を愛することを促
進する SNS キャンペーン。すべての写真が完璧であるべきという文化を変え、すべての人間は完璧ではないこと
を伝える。意志決定者はインスタグラムや加工写真をあげているインフルエンサー。

グレナダ

シャウナ

肌の色の問題、体重が多いことにより不安を感じるという 2 点に焦点を当てる。10 代と若い女性がこの問題がど
のような影響を与えているのかということに気づき、理解する。特に 13 歳から 25 歳で彼らが気づかぬうちに問
題を大きくしている可能性があることも教える。

ジンバブエ

ルシア

ボディイメージ（体重や肌の色など）に焦点をおき、できる限り多くのコミュニティが変化することを目指す。7
歳から 25 歳の少女と女性を対象とし、1 習慣に 1 度学校を訪問しワークショップをおこなう。

日本

スミレ

従来の「可愛い」のイメージをメディアを利用し壊していく。 そして新しい価値観である「可愛い」を生み出す。
性別ごとにあるイメージも変える。

フィリピン

ジャン

フィリピンでは白い肌の女性の方がきれいという強い固定概念があり、多くの人が危険なホワイトニング商品を
使用している。そのため 8～18 歳を対象として、ホワイトニングについて SNS で解説し、セミナーを開く。

ブラジル

マリナ

女性のさまざまな体型が受け入れられていない現状に声を上げ、女性の権利向上活動を推進。女性の権利とガー
ルガイドの象徴としてジェロニマ・メスキータの像をリオデオジャネイロに建てる。「女性の日」を広めるため
に女性の自伝や功績を載せるウェブページを作成し、女性で影響力のある人に連絡を取れる場とする。

南アフリカ

トゥベリヘ

女の子たちで容姿に対する自己肯定感の問題について話し合う場を作る。彼女たちは今よりも自己肯定感があが
り、健康的に生きることができる。

メキシコ

ダイアナ

ソーシャルメディア上で他人の外見を批判し、あざ笑うことに対してメディアを通じて対峙する。ターゲットは
10 代の男女。意志決定者は美容業界のマーケティングマネジャーで、商品を売るための新しい広報を提案。
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感想：
「可愛い/kawaii」という言葉はアメリカを中心に世界でも使われるようになってきている日本語だと
思ったが、まだ知らない人も多かった。日本の美の価値観を知ってもらうため、ファッション雑誌や
プリクラを持参した。すべてのファッション雑誌やプリクラを「持ち帰りたい！」と言われ、興味を
持ってもらえるプレゼンテーションをすることができ、良かったと思う。ターゲットと活動を明確に
するべきという助言を受けた。他のメンバーのプレゼンテーションも興味深く、日本の美の価値観が
「作られたイメージ」であることを再認識すると共に、特別なものであることも分かった。

9 月 22 日

第 2 日目

ピッチの仕方について学ぶ

10:00-12:30 講師：ジェス・ウェイナー（女性起業家、チェンジメーカー）

ピッチとは、短い時間で効果的に新しいアイデアを提案すること。プレゼンテーションよりも短く、端的にアイ
デアの魅力を伝え、共感してもらうために、自分と相手との間に繋がりを感じさせることが重要。
ジェスは、世界的に有名なバービー人形の肌の色や体形が多様なものを発売することに成功した。彼女がこのプ
ロジェクトを成功させることができた理由は、自分の理想や価値観を明確にし、その価値観が認められる世界を
目指して一生懸命活動をしたからだった。私たちも自分の理想や価値観などを今よりはっきりと確認するための
アクティビティをおこなった。
アクティビティ 1
次のワークシートに沿って、自分のビジョン、価値観、使命を考えて自分が本当に何に問題意識を持っているの
かをはっきりさせる。ワークシートに記入し、グループで共有した。この 3 点がこれから人生の核となり、この
核に沿ったプロジェクトを実施すると熱意をもってプロジェクトをやりきることができるだろうと講師は述べた。

（日本語版）松本作成

（英語版）配布されたもの

アクティビティ 2 ピッチの構造
ピッチは三つのパートに分かれている。
1．釣る/HOOK…相手が話に興味を持ってくれるような面白い導入を端的に言うこと。
2．中間/MIDDLE…具体的なプロジェクト内容や情熱を伝える。
3．行動の呼びかけ/CALL TO ACTION…相手にしてもらいたいことを具体的に伝える。
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ピッチ

原稿の書き方のポイント

ピッチ

話し方のポイント

1.

ピッチをする相手に関する調査をする。

2.

200 文字ほどの基本情報を書く。

3.

何が他のプロジェクトと違うかをはっきりとさせる。

4.

内容が注目される時期を狙う。（例：女性の権利に関するピ

2.

細かいことを覚えておく。

ッチを国際女性デーに合わせる）

3.

指摘を受け入れる。

5.

相手に合う内容にする。

4.

断られることを恐れない。

6.

礼儀正しく話す。

1.

ボディーランゲージを意識する。
(まっすぐ立ち、アイコンタクトし
はっきりとした声で話す）

ピッチについて説明があり、各参加者が自分のプロジェクトのピッチをしてフィードバックをもらった。

セッションの様子

前でピッチの練習をした時

感想：すべてのゲストスピーカーの中で最もエネルギッシュでプロジェクト達成のために重要なスキルを教えて
くれた。セッションの最後に、情熱で世界を変えることができると言っていた。みんなの前でプロジェクト
のピッチを急にしたことはすごく緊張したが、講師の感想の述べ方がとても前向きだったため、あまり不安
にはならず前で発表することができた。

従来のメディアと SNS の効果的な使い方

14:00-15:00

講師：アメリカ連盟メディア担当ジャンナ・ホール

影響力を最大限引き出そう（三つのアクティビティ）
1. あなたは何者で、何を信じているかを書き出す。
まず自分のことを分かっていることがプロジェクトをするのに重要。
2. もし自分のプロジェクトを 1、2 語で表すとしたらどうなるか。
そのプロジェクトは何を作り出したいのかという観点から考えるとよい。一貫性がカギとなる！
3. どのようにして効果的な SNS の文章を書くか
・一つの SNS につき 2-3 件ずつ投稿する。
・インパクトがあるもので視聴者を引き込む。
・読み手が行動を起こしたくなるようにする。（さらに読む→コメント→共有と発展）
・メッセージやハッシュタグを作る。（短く、覚えやすいもの）
例：#WomenMarch、 #WhyIStayed、 #LikeAGirl、 #MeToo、 #HowIWillChallnge、 #HeForShe

@I_WEIGH ：ジャンナが紹介した有名なインスタグラムアカウント。写真と共に Mother, Animal lover（母、
動物好き）など自分が何者であるかを書いて投稿することにより、人々の多様性に気づき、理解する活動。
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安全のためのガイドライン
・SNS に写真を投稿する場合は必ず映っている人、全員に許可をとる。
・18 歳以下の子どもの名前を絶対に載せてはいけない。
・写真が個人情報を含んでいないかを必ず確認する（住所、クレジットカードの情報など）。
感想：SNS をプロジェクトに使用する際のポイントが、分かりやすかった。@I_WEIGH のインスタグラム
での活動はとても印象的で実際にこのセッション後に投稿している参加者もいた。

世界的なアドボカシー活動

17:00-17:30 講師：ミリアム・シディベ

ミリアムは、公衆衛生のための NGO でのマーケティング活動をおこなっており、世界で「石けんで手洗いをする」
というキャンペーンを実施。石けんを使って手洗いをしない理由は、単に石けんで手洗いをする習慣がないため
だった。そこで石けんで手洗いをする習慣を広げる必要があると考え、現在は 100 以上の国で約 2 億人が参加し
ており、累計 10 億人が参加した。

感想：この活動に関わっている人数が累計 10 億人と非常に大きな数字を示されたことでアドボカシーを続
けることによって、多くの人に変化を与えることができるということが分かった。

9 月 23 日

第 3 日目

国連子どもと若者メジャーグループのユースブラスト訪問
さまざまな国からきた参加者が一人ひとり自己紹介をした（写真左）
。その後、国際連合はどんな組織でどのよう
に成り立っているのかなどの講義があった。

ソーシャルグッドサミット 2030 訪問
このイベントには女優・モデルのアンバー・ハードのような有名人もスピーカーとして登壇していた。
イベントの公式ウェブサイト：https://mashable.com/sgs/
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ソーシャルグッドサミットの中で印象に残ったスピーチ
スピーカー：マリ・コペニー
2016 年、当時 8 歳だった彼女はオバマ大統領に手紙を書いた。手紙は、ミシ
ガン州のフリント川の水が汚染されており、住民が飲み水に困っているとい
うものだった。この手紙を受けて、オバマ大統領はこの町を実際に訪れ、1
億ドルをシステムの整備のために提供し、彼女は子どもも世界を変えること
ができると証明した。現在、彼女が立ち上げた NPO 法人 Pack Your Back は
700,000 本もの水のボトルを地元住民に配布するなどの活動を続けている。
マリ・コペニー公式ウェブサイト：https://www.maricopeny.com/

感想：さまざまな国の人々による世界をよりよい場所にするための活動の発表だった。年齢や国籍など関係
なく、誰でもチェンジメーカーになることができるということを改めて実感した。

ソーシャルグットサミット終了後は自由時間。観光
を楽しむ人もいれば、宿泊先に戻り休息をとる人も
いた。

立ち向かう少女像と同じポーズで

9 月 24 日

第 4 日目

参加者のメンター3 人による講演

9：00-11：00

9:00-9:30 ホリス・ヒース
感想：アイスブレイキングがダンスや演技を取り入れたもの
だった。1 人目が「頭をさわる」という振り付けを作り、
2 人目が「ひざとつま先を 2 回ずつ交互に触る」という振
り付けを作り、みんなが振り付けの 1 部をつくりそれを
つなげる簡単なものだが、場の雰囲気が非常に柔らかく
なった。これは彼女の知識をいかしたアイスブレイキン
グであると感じ、アイスブレイキングといってもいろい
ろな形があると感じた。
9:30-10:30 ナンシー・エトコフ
FBM プログラムを作る際に心理学の専門家として監修をどのようにしたかを聞いた。その後 FBM のプログラム
にある「みんなの身体のすきなところと理由」を改めてやってみた。
感想：彼女の英語は気品があり、他のスピーカーとは明らかに話し方
が違っていたのが印象的だった。声は小さくどことなく弱々し
い。しかし決して彼女に威厳がないように見えるわけではなかっ
た。左の写真で分かるように彼女は、彼女の提唱する「パワーポ
ーズ」を使って話していた。パワーポーズとは、腕を組む、足を
肩幅に開くなど自信のありそうなポーズをするだけで人間の自
信は上がるというもの。
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10:30-11:00 ナイニー・ティヤガラジャ
有色人種の外見が劣るという価値観を変えたいというビジョンを聞き、映画監督として制作した映画を鑑賞。ま
た、映画をどのようにチームメイトと制作したか、チームメンバーの選び方について聞いた。チームメイトにモ
チベーションがないと判断した場合はチームメイトを変えるのもやむを得ないこと、技術の問題でチームメイト
を決定するのではなく、モチベーションが高いかどうかで決めるべきであること、同じ温度で考えてくれる人が
チームメイトじゃないとよいものは絶対に作ることができないこと、人間関係を断つということは勇気がいるこ
とだが、プロジェクト成功のためには必要なことであると語った。

感想：チームメンバーの選び方に関する話は彼女の経験に
基づいており、とても印象に残った。プロジェクト達成
に向かってリーダーのみならず、どれだけ多くの人が同
じかさらに熱心に取り組んでくれるかどうかが成功の鍵
だと改めて思った。

メンタリングセッション

11:30-12:30

プロジェクトのテーマに合わせて WAGGGS が選任したメンター（相談役）と話し合い、アドバイスをもらった。

メンター
名前
エミリー・ローツェル

「ラブ・ロンボク」（Love Lombok）という NGO の創設者。インドネシアのロン
ボク島被災地および被災者の復興を支援。

ホリス・ヒース

アーティストであり、若い女性に力を与える演劇教育をニューヨーク市のさまざ
まな団体のために開発。彼女の劇団はアメリカ中を回り続けている。

ナンシー・エトコフ

ハーバード医学大学院の臨床医、ハーバード大学の教職員。マサチューセッツ総
合病院の精神科の臨床医。心理学、脳科学の分野や美意識を心理学や生物学観点
で、常識を覆す科学的な調査をおこなう。FBM 開発に専門家として協力。

ナイニー・ティヤガラジャ

映画監督、制作、脚本家。ヨーク大学にて文化制作、ディアスポラやジェンダー
やフェミニストを学んだ。

ルーシー・ステンジェル

レンセイショナルという写真を通して女性を勇気づけることを目指す NPO のメデ
ィア担当。

ステイシー・ジューン

ダヴ セルフエスティーム・プロジェクトの世界的教育、アドボカシー部長。

ローラ

ダヴ セルフエスティーム・プロジェクト担当

感想：私のメンターのローラから「プロジェクトをするのは不安だと思うが、新しいことをするためにはその不
安を乗り越えていかなければならない。そしてここにいる全員があなたの味方であることを忘れないで」
と強い言葉をかけられ、改めてがんばろうと思った。

10

国連訪問（プランインターナショナルのイベントに参加）
アフガニスタンでの女性問題について議論された。登壇者は約 6 人、参加者は約 100 人。女性の声はアドボカシ
ーによって届く。これからは男女に関わらず、さまざまな職種や業種の人々にジェンダーについて考えてもらわ
なければならないと語っていた。

感想：ついに憧れの国際連合の中に入るため、皆とても興奮して
いた。私たちが参加したのはサイドイベントであり、テーマ
に関する専門家が報告を述べていく形だった。
プランインターナショナルのイベントのテーマは女性の地
位の問題だった。特にパワーポイントなどもなく英語で説
明されたため、理解するのが少々困難であった。

国連本部

中での様子

ユニセフカクテルパーティー
ユニセフ主催のカクテルパーティーに参加。パーティーと名付けられているが、ユニセフの活動報告会・講演会
という緊張した雰囲気で始まる。女性の権利がテーマだったためか参加者の大半は女性であった。

レソト王国のセナテ王女と

ユニセフ親善大使であるリリー・シンと

感想：VIP と近い距離でお話ししたり、写真を撮ったりすることができた機会だった。初めて会った人とでも
話しやすい環境でとても楽しむことができた。

9 月 25 日

第 5 日目

国連訪問（若者と社会事業、テクノロジーに関するサイドイベント）
#SocialBusiness4SDGs について話し合われた。登壇者は約 10 人、参加者は約 200 人で名前にあるとおり、世界中
の若者（20-30 歳位）が集まった。テクノロジーはお金をより多くの人に分配する可能性を持っている。
発表者は、ゼロ→メイカー（作り手）→イノベーター（変革者）→アントレプレナー（起業家）になっていくか
ら、失敗を恐れずに皆、挑戦をしていくべきだと語った。
感想：若者対象のイベントだったため、参加者の年代が近く、話されている内容も私たちが当事者意識を持って
聞ける内容だった。社会のために始めるプロジェクトが起業につながる可能性もあるという大きなビジョ
ンを見ることができるようになった。
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国連本部の前のオブジェ

ネルソン・マンデラ夫人サモラ・マシェル

エンパイヤーステイトビルディング見学

感想：唯一の全員で楽しんだ観光で、観光目的でエンパイヤーステイトビルデ
ィングに登ったが、あいにくの大雨で上に登っても霧によって何も見る
ことができなかった。みんなできっともう一度ニューヨークに戻ってく
る必要があるのだとポジティブに捉えて、内装などを楽しんだ。

ピッチの準備、練習
この 5 日間で習ったことを踏まえて、実際にみんなの前でピッチを
おこない、フィードバックをもらった。
ピッチをする役とピッチで説得される役割になり、ピッチの練習

感想：最後の発表で全員 5 日間学んだことを出そうという気概に溢れていた。そのため会場の緊張感がすごく、
中には緊張で泣き出してしまう参加者もいた。そのため英語ではなく母国語のスペイン語でピッチをおこ
ない、スペイン語と英語どちらも第 1 言語レベルでできる違う参加者が同時通訳をするという対応をして
乗り越えた。困難があっても参加者同士が連携し、解決していくのは素晴らしいものだった。
自分のピッチとふりかえり：
このフォーラム期間中で習った通りに。釣る/HOOK、中間/MIDDLE、行動の呼びかけ/CALL TO ACTION の構造
を意識して話した。それに加え、メディアの会社側としてはどのような利益を得ることができるのかも入れた方
がよいというアドバイスをもらっていたため、それも加えた。しかし最後の行動の呼びかけが、抽象的であると
いう指摘を受けた。この行動は相手が今すぐできるようなものにしなければならない点に気をつけて次回は臨み
たい。

最後に、全員で夕食を取り、すべてのプログラムが終了した。
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[オリジナル可愛いプロジェクト/Original Kawaii Project］
「オリジナル可愛いプロジェクト」は私のプロジェクトだ。作られたイメージである「可愛い」にとらわれるの
ではなく、自分が愛すことのできる「オリジナル可愛い」に少女、女性たちが気づけることをビジョンとして活
動する。

計画書
プロジェクトを始

「ダヴによる少女たちの美と自己肯定感に関する世界調査レポ―ト（2017 年）」によ

めたきっかけ

ると 、日本の 10 代の女性の自己肯定感は 7%だということを知った。日本の 10 代の女の子
は世界的に特に強いとされている同調圧力によって、他人などと自分を比べる傾向にあり苦
しんでいる。 それに加え、謙虚という自分の立場を一段下におくことが美徳とされている
ため、自分のことをよいとあまり認めない。他人のことをほめることもない。日本では美し
いと言うよりも可愛くあるとよいとされる固定概念がある。それは二重で肌が白い、顔が小
さいなどが具体的な特徴として考えられ、顔に焦点が合っていることがわかる。それはプリ
クラの例を見ると一目瞭然だ。しかし元来の「可愛い」の本質は「愛される」ということ。
今こそ固定概念の可愛いにとらわれず、自分で大切にできる自分の「可愛い」を見つけ、大
切にしようということを伝えていきたい。そのために、その問題が起きている意思決定者で
あるメディアの編集者にアプローチし、10 代、20 代前半の女性にこの問題に対する意識を
上昇させると共に自分が愛すことのできる「オリジナル可愛い」を見つけてもらいたい。

ビジョン

「女の子が同調圧力から解放されて、自分が大事にしている価値観を大事にできる社会」

ゴール

メディアが多様な「可愛い」を受け入れ、紙面や広告に反映させる。少女達が固定概念の可
愛いにとらわれず、自分の「可愛い」を見つけ、情報を発信できるようになる。

意思決定者

・ファッション誌編集者
・オンラインマガジンの編集者
・ウェブマガジンの編集者

影響を与える人

・ファッション業界の社長、日本のガールスカウト

プロジェクトの目

① メディア（特にファッション雑誌）
が FBM

標:

の考え方を知り、考え方を広げることに

② 日本のガールスカウトにさらに FBM を
近い問題だと実感してもらう。

賛同し、協力してもらう。
プロジェクトの活

①-1 ファッション雑

② -2 編 集者にメ ー

動計画:

誌の編集者に会っ

ルを書く、記事を

設定した目標を達

て、話をする。

載せてもらう。

成するために、設定

① -3 メディアにア

① -4 どの雑誌の編

② -2 日本のリーダー、トレイナーが FBM

した目標それぞれ

プローチするた

集者にメールを

についてどのように思っているかアン

に対しての、活動計

めの準備。

送るか選ぶ。

ケートをとるなどして探る。

画

③ -１日本の可愛いという視点での FBM
教材または副教材作り。

① -5 アンケート結
果集計、分析。

2018 年 9 月 21 日に実際にプレゼンテーションで使用した PPT を下記の URL でみることができる。

https://drive.google.com/open?id=1h1DOwTol2PZXb7zHnZz-8vsnGeey8_Er
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[全体の感想］
5 日間という 1 週間にも満たない短い時間であったが、本当に濃い時間であった。事業の半分は多くのゲス
トスピーカーによる知識のインプット、半分は会議室から出て、二ューヨークで一体どんなことが起きてい
るのかを肌で感じるという内容だった。国連会期中のニューヨーク訪問というのは特別な機会となり、また
この時期に次はスピーカーとして戻ってくる日が来るようにがんばろうとみんなで話をした。
11 人のガールガイド・ガールスカウトは全員非常に前向きで向上心のある人たちばかりだった。どのセッシ
ョンでも終始、質問や意見が飛び交っていた。私はあまり人前で発言するのが得意ではないため辛くなる場
面もあったが、私の英語がうまく出てこないときもみんな優しく対応してくれていたため、なんとか 5 日間
を無事終えることができた。
4 日目頃の朝、セッションの間に、メンバーの一人が鏡を見て、自らの容姿を整えていた。そこで彼女は「今
日の私の顔、ブサイクだわ」と何気なく言った。すると周りのメンバーが声をそろえて「あなたは美しいわ！」
と彼女に向かって叫んだ。この話から分かるようにこのフォーラムに参加していたメンバーは全員 FBM に
関して真剣に日々考えている女性ばかりだった。こんな女性がこれから増えていったら世界は良い場所にな
るだろうと思わせてくれた 1 コマであった。
ガールスカウトに所属していなければ、ニューヨークに行って多くの会議に参加するという機会はなく、世
界中から集まった優秀な女性たちに会うこともなかっただろう。この時間は短かったが、大きな財産となっ
た。このイベントがまた開催された場合、ぜひ日本からまた参加される方がいて、その参加者を支えること
ができたらいいと思う。
今後はまず私のプロジェクトを遂行させることで日本の Body Confidence に対する意識をさらにあげていき
たい。このプログラムは日本では「よくわからない、難しい」などという意見を聞くことがあるが、FBM は
多くの少女や女性が日常的に無意識のうちにぶつかっている問題であることを理解し、行動を起こせるよう
にしたい。現在問題となっている SNS の写真の載せ方を分かってもらうためにあえて SNS を使ってのアド
ボカシーも効果的だと考えている。
最後にこのフォーラム内で幾度となく繰り返された 1 語を紹介したい。その 1 語とは、
「PASSION/情熱」だ。
参加者やスタッフもみんな、個々のスキルよりも、各参加者がもつ「情熱」を尊重していた。だから英語が
第 1 言語であってもなくても、他のスキルに差があっても、このフォーラムに快く全力で向かうことができ
たのだと思う。ぜひこの人の今あるスキルではなく、その人の「情熱」を重要視する傾向がこれから広がっ
ていくと良いと思う。
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