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R2年度 活動年表

イベント概要

オンラインでの活動に切り替え

対面でのTeens Town実施見送り

　スタッフ座談会「オンラインのいいところ・オフラインのいいところ」

　スタッフ座談会「住みやすい街と住みたい街」

　スタッフ座談会「美術の授業は必要か？」

　スタッフ企画講座勉強会

　子どもオンライン座談会①

子どもオンライン座談会②

　Teens Townオンライン企画のための打ち合わせを毎週行う

クラウドファンディング支援者様向け説明会

Teens Town子ども店長会議

オンライン井戸端会議

おとなりさんの生き方　実施

講師説明会実施

ボランティア説明会実施

講師とボランティアによる企画作成

参加者申し込み受付開始

調整、本番

●   2020/4　

●   2020/5　
/2
/9

/16
/23
/24

●   2020/6　
/28

●   2020/7～

●   2020/9　

● 2020/10　

● 2020/11　

● 2020/12　
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オンラインでの活動のあゆみ

2020年度に入ってもコロナ禍で対面での活動が

できず、今後どうしてくべきか苦難する日々が続

きました。

「子どものまち」をテーマとしている弊団体にとっ

て、活動を否定されたようなものでした。一体い

つになったら再開できるのか …。いてもたっても

いられないメンバーは、オンラインでやれることを

模索しました。

  第1回子どもオンライン座

  談会
「ステイホーム期間に外に出られない子ども達に

少しでも楽しいひとときを過ごしてもらいたい」と

いう想いからZoomにて開催しました。

運営、高校生スタッフ、小学生の参加者 7人で年

齢差を感じさせない雰囲気ではじまりまりました。

当日の流れは以下の通りです。

１    今日のルールの確認

２    自己紹介インタビューと記者会見

３    記念撮影

４    ジェスチャーゲーム

どのゲームでも子どもたちは楽しそうに遊んでお

り、特に自己紹介インタビューと記者会見、ジェス

チャーゲームでは、アプリの個室機能を使って班

を分けたことで、合流した際の「別の班はどんな

感じだったんだろう？」というわくわく感も楽しむこ

とができました。

　リモート環境という特殊な状況下ではありました

が、スタッフも、もちろんこどもたちも臨機応変に

（たまにこどもたちから痛い指摘を受けつつ笑）

動いてくれて、すこし予定時間から超過してしま

いましたが、無事座談会を楽しく終えることがで

きました。

  第2回子どもオンライン座

  談会
第1回でオンラインでも子どもたちと楽しく話せ

る！ことを学んだ弊団体は、続けて 6月に第2回
を開催いたしました。

プログラムは、

1 自己紹介・近況報告「最近どう？」

2 アイスブレイクのミニゲーム

3 バーチャルまちあるきクイズ

が、ミニゲームを始めようとすると、前回参加して

いた参加者から「ゲーム考えてきた！！」との声

が。ということで急遽プログラム変更し、一つ目に

子ども主導で「絵しりとり」をやりました。

　まちあるきクイズでは、参加者はこどもとおとな

混合の2チームに分かれ、ストリートビューを使っ

て自分の地元を歩いてみました。

子どもたちはまちを見ながら、お気に入り・よく行

くスポットを決め、そこにまつわるクイズを作りま

す。

私達のテーマの一つである、 ”まち”について考え

るこの企画。

子どもからは、「ここは高学年向けの公園！」「総

合体育館でやってるアクアスロンの大会知って

る？」など、大人の私たちも知らない情報がたくさ

ん。「どこによく行く？」と問いかけながら街を見て

みると、子どもたちからたくさんの言葉が溢れま

す。

これには、日常で気づいているけど言語化してい

ないことがたくさんあるのだなぁと感じさせられま

した。そして、その気づきを拾ってあげる活動を

今後もしていきたいと思った回でした。
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  オンラインイベントを通じ

  て見えてきたこと
つながるとみえてくること、みんなの顔をみながら

「最近どう？」と語り合うと「あ、自分ってこんな風

に考えてるんだな～」と気づきがあったり、今小

学生はこんな生活なんだなあ社会人はこうなん

だな～と知ることができたりします。

正直オンラインはどうなんだろう …?と思っていま

したが、むしろオンラインが「話を聞く」ことの指向

性高めてくれるような、おうちからつなぐからこそ

の安心感があるような、そんな気がした座談会で

した。10歳から23歳の多世代がつくる不思議な

空気感の中だからこそ、友達や家族には言いづ

らいことも言えてしまうのかもしれません。

まだまだ2回目のオンライン座談会ながら、多世

代がつながり一緒に過ごすことや「まち」と「じぶ

ん」を考えるきっかけをどう届け続けるか、少しず

つみえてきたような気がしています。

さらに、リピートしてくれる方がいらしたことが、大

変うれしく励みになりました。また、開催にあた

り、親御さんのPCをお借りしていたり、セットアッ

プ等ご協力いただいた保護者のみなさまに深く

感謝申し上げます。

  クラウドファンディング支

  援者との意見交換会

（9/19,20）
3月の子どものまち本番のために取り組んでいた

クラウドファンディングの支援者のみなさまと、

「オンラインあるある」をテーマに意見交換会を行

いました。

　子どものまちベテランさんや保護者さんと、普

段の私たちではない目線のお話を聞くことがで

き、大変勉強になりました。

  座談会「おとなりさんの生

  き方」（9/21）
自粛期間が続き、オンライン講義ばかりで同学年

同士の距離が遠くなってしまっている大学生向け

にも座談会を開催しました（高校生も参加可）。自

分より少しだけ先輩の生き方や考え方を聴く機会

というのは中々ないのではと思い企画したもので

す。

今回はゲスト2人に人生の折れ線グラフを書いて

きてもらい、なぜこの時はこんなにグラフが沈ん

でいるのか、反対にどうやって持ち直したのかな

どを、お話していただきました。

参加者の方からたくさんの質問をいただき、就職

先の選び方や大学時代の過ごし方など面白い議

論がたくさん生まれました。

さらに、参加した大学一年生は、やはりほとんど

大学のキャンパスに行けない状況であり、それに

伴う悩みなども共有してもらいました。

聞いたことありそうでない、等身大おとなりさんの

生き方を聞くことができてとても有意義な時間で

した。
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Teens Town むさしの2020
オンラインイベント概要

コロナ禍でまちと繋がる機会が減ってしまった子どもたち。

 お仕事を楽しくまなぶ。

ちょっと社会が自分ごとになる。

本プロジェクトは、大きく変わっていく世の中に取り残されず、今、好きなものや、やってみたいことと向き合っ
てみることで、まちと自分を考えるきっかけを届けようと立ち上がったプロジェクトです。

12/19(土),20(日)  12/27(日)    
 
オンライン（zoom）

10代向け　

全体参加者延べ47名

本番日時

     
場　　所

対　　象

規　　模
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様々な職業の方に、45分～90分の

お時間でお仕事についてお話を聞き

ます。

子どもたち自身ならどんなお店を作り

たいか、どんな仕事をしたいかを考え

てもらいます。

それぞれが考えたお店や仕事につい

て発表してもらい、空想の街に各会社

を配 置し、子どもたちだけの空 想

MAPを作成します。

STEP1
(12/19&12/20)

STEP2
(12/21~12/26)

STEP3
(12/27)

講師からのインプット

自由にお店を発想

&
コンセプトボード作成

オリジナルショップ発表会

＆

空想MAP作成

12/19（土）

10:00

11:30

13:00

14:30

16:00

17:30

19:00

オリジナル写真集を
つくろう！
(写真家）

あなたは今日から
デザイナー！

将来の夢の名刺作成をしてみよう
（デザイナー）

仕事の“芽”
-ダンスでキニナル！を形にしよう-

（ダンサー）

現役駅員おみくに学ぶ
身近な鉄道
（駅員）

通訳案内士の仕事紹介
（通訳案内士）

10:00

11:30

13:00

14:30

16:00

17:30

19:00

身のまわりの世界を
見つける旅に出よう！

（旅行会社）

お客さんをワクワクさせる
オーダーメイドの
お菓子をつくろう！
（パティシエ）

自分オリジナルのドリンク
を作ってみよう！☆
（カフェバー店員）

自分の好きを表現しよう！
（「伝える」お仕事/広報）

｢教える｣ってどうやるの？
学校の先生になってみよう！！

（小学校教諭）

12/20（日）

【関東バス様特別協力】
運転席を体験！バスのひみつ

（バス会社）20:30

−プログラム−
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企画の流れ

TeensTown

講師様

プログラム
実施打診
書類送付

概要企画
フォーム提出

概要企画書
確認

プログラム発表

詳細企画書
提出

詳細企画書
確認・承認

打ち合わせ
企画詳細検討

コンテンツ・
構成のたたき

進行のサポート

複数回の
打ち合わせ

企画書作成
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：講師

：ボランティア



イベント総括
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各講座の様子
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STEP1 >> 写真家

プログラム内容

● 自己紹介

● 写真の並び替えワークで写真集づくり (お
手本)

● 作業

● まとめ

写真家さんのワークショップのテーマは、アート

が身近なものだということでした。

講師はフォトグラファーのヨシノハナさん。自己紹

介ではこれまで撮影された作品の紹介はもちろ

ん、美大在学中の様子がわかるプライベートな写

真も見せていただき、子どもたちも興味津々。小

中学生の時に大学の様子なんて見たこないな、

と思いました。そのあと、写真家とカメラマンの違

いや、１日の流れ、そして、フリーランスで活動し

ていく中で、どのようにお仕事を貰うのかの流れ

も教えていただきました。

質疑応答を挟んでワークショップでは、ハナさん

の撮られた10枚の写真が画面に写し出され、『写

真集』にするとしたらどういう順番にする？という

お題に取り組みました。

みなさんならどんな順番にしますか？

パッと見ただけでは難しいなと思うこんなワーク

も、子どもたちは直感とセンスで (でも時には難し

い〜！と言う声も )並び替えました。ストーリーに

してみたり、色に着目したり、伝わる温度を、感じ

たり。

日常を切り取る写真家のお仕事や、アートが身

近になった1コマでした。

参加人数

4名

ボランティアメッセージ

実際に子どもたちの顔が見える貴重な機会でし

た。本番の時間はとても楽しかったです。また、

子ども達の主体性に改めて驚かされました。

講師
ヨシノハナ  さん

ボランティア
倉橋陸さん

各講座の様子
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STEP1 >> デザイナー

プログラム内容

● 自己紹介：名前、学年、興味を持ったきっ

かけ、好きなこと

● アイスブレイク：口ぱくゲーム

● デザイナーってどんな人？

● 想いがあればデザイナーになれた

● 実際に名刺を作ってみよう

● 感想シェア

  想いがあればデザイナーに  
  なれた
はじめに自己紹介や、アイスブレイクを行い和や

かにプログラムは始まりました。そしてまずは、お

仕事の流れを「カレー屋さんのポスターを作る」と

いう例を用いて説明をしてくださいました。

その後、ゆずまさんがデザイナーになるまでの道

のりをお話をしてくださいました。幼少期から車の

デザイナー、インテリアデザイナーなどの夢を持

ちながら、大学時代には外部活動でデザインに

関わるようになり、独学でイラストレーターやコー

ディングなどを学び始めたというゆずまさん。

しかし、就職先は社会について学びたいという思

いから介護のお仕事を始めます。そんな中でも

水面下で勉強してきたデザインへの想いが強くな

り、介護のお仕事をやめて、デザイナーとしての

勉強を本格的にはじめ今のお仕事につながって

いるといいます。長年の「想い」が社会人 2年目で

スタートしたというお話は、「働く」ということの可

能性と希望を子どもたちに感じて貰えたのではな

いかと思います。

  将来の名刺を作る
ゆずまさんのお話を聞いた上で、子どもたちは将

来の夢、名前、そしてその夢に合うデザインの名

刺を作るワークが始まりました。そして、 10分とい

う短い時間で、子どもたちそれぞれのとても個性

的な名刺が完成しました。ダンサーとしての説明

を写真を交えて紹介したり、イラストレーターに大

切なインパクトと印象のあるデザインにしたり、デ

ザイナーの情報を文章だけでなくイラストを交え

たりして表していました。

また、その１つ１つのデザインのよいところをゆず

まさんが言語化して伝えてくれることで、子どもた

ちも名刺のデザインに自信を持っているように思

いました。

参加人数

３人（6年生２人、中学2年生１人）

ボランティアメッセージ

思いがあればできる、というテーマがとても心に残りまし

た。私自身、夢に悩むこともありましたが、諦めちゃいけ

ないなと思えました。また、講師の方とお話することで、

自分の思考の幅も広がったと感じています。

講師
ゆずま さん

ボランティア
藤原菜緒  さん

各講座の様子
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  まとめ
今回のプログラムでは、お願いする人が希望して

いることを「デザイン」で分かりやすく伝えることが

大切であるというお仕事の内容だけでなく、夢を

追い続けることの大切さをゆずまさんには教えて

いただきました。「これからどんなことがあっても

夢を持ち続けていればいつか叶う」という言葉

は、子どもたちにも響いたのではないかと思いま

す。

各講座の様子
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STEP1 >> 駅員

プログラム内容

● 自己紹介

● 導入

● 駅員さんのお仕事紹介

● 危険はっけんゲーム

  駅員の仕事を知る
鉄道ともあって、計 3人の男の子に参加していた

だきました。某鉄道会社の新入社員（駅員）であ

るおみくさんに講師を務めていただきました。

多くの子どもたちにとって、「鉄道会社で働く人」と

いう言葉を聞いて、真っ先に思い浮かべるのは

運転士だと思います。駅員は普段何をしている

の…？という疑問をもつ参加者たちに、優しい語

り口でおみくさんは説明をしてくれました。

勤務時間が驚きの 24時間であること、実際に電

車が出発する際の手順、落とし物で一番多いも

の、事故が起きそうな際の対応の仕方等をクイ

ズ形式で出題した後に細かく説明。鉄道好きな

子も参加していましたが、初めて知ったこともある

様子でした。

また、売り上げ計算や駅の掲示物製作など、この

ようなイベントだからこそ聞けるよう「地味な仕

事」も紹介してくれました。

  自分にできることは何か
休憩後には、「危険はっけんゲーム」と題し、画像

を見ながらホーム上での危険なお客さんの行動

を当てるゲームをしました。なかなか難易度が高

く、「白杖を上げているお客さん」も出題。長い

ホームの安全を見守るのがいかに難しいかを感

じさせるようなコーナーでした。

ゲーム等を通じて、おみく先生は、鉄道の運行の

安全が駅員だけではなく、お客さんの意識も含め

成り立っていることを紹介。困った人を助けること

や、駆け込み乗車をしないことの大切さなどを説

明してくれました。

参加人数

2人（男女1人ずつ）

ボランティアメッセージ

相手にどうやったらこっちの意図を理解してもら

えるかも考えるのは大変だったので、今後の勉

強になりました。

講師
おみくさん

ボランティア
高橋勇 さん

各講座の様子
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  まとめ
普段目にする注意喚起のポスターではなく、この

ように「生身の」駅員からお話を聞けたことは、子

どもたちにとって安全を守ることを「自分ごと」に

できた機会だと思います。

鉄道のお仕事に将来就きたいと思っているかを

問わず、身近なお仕事だからこそ、知っておきた

いことを伝えていただいた講義でした。

各講座の様子
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STEP1 >> ダンサー

プログラム内容

● 自己紹介

● Zoomの使い方

● 椎野先生の紹介

● 対話形式ダンスについて深める

● 自分の好きなとこ嫌いなとこ

● ダンスのお仕事について

まずは、椎野先生のダンスの出会いや現在のお

仕事を通して、ダンスの仕事にいついて知って少

しづつ知っていきます。途中椎野先生のコンクー

ル出場した時の映像を鑑賞しながら、どのように

振り付けをするのかどのような気持ちで踊ってい

るのかをお話いただきました。

自己紹介では、自分の好きなところと嫌いなとこ

ろを発表し、自分をさらけ出すところから始まりま

した。初対面の人に囲まれて、自分をさらけ出す

のは中学生には少し難しいかなと思いきや、物

怖じせずに自己紹介をしてくれました。中学生っ

てもう大人なんだなとこのイベントを通して本当に

痛感しました。またダンスの話を通して、椎野先

生と参加者の会話が弾んでいく様子が伺えまし

た。

一口にダンスといっても本当に幅広い仕事があ

ることを伝えていただきました。踊ることはもちろ

ん、振り付けを考えたり、ダンスの先生をしたり、

絵のモデルをされることもあるそうです。参加者

の興味に合わせて各分野の話を深めてくださり、

マンツーマンは正直想定外でしたが、これはこれ

で非常に良かったのではないかと思います。

参加人数

中学2年生1名

講師
椎野純 さん（キニナルキ）

ボランティア
宮本楓恋さん

各講座の様子

  ダンサーの多様な仕事
ダンサーのレクチャーには、ヒップホップダンス

を習っている中学生が参加してくれました。椎

野先生とマンツーマンということもあり、会話し

ながら自分たち自身について、仕事について引

き出していくレクチャーとなりました。
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  日常からダンスへ
続けてスタッフを含め一緒にダンスをすることに

なりました。日常で使えるストレッチから、ダンス

をより大きく見せるためのアドバイスに繋がって

いきます。関節を広げたり手先を１ cm伸ばすイ

メージで動くことなど、普段使わないような筋肉を

使いながら、深い呼吸をすることで体がポカポカ

とあたたまっていくのを感じました。

　ストレッチのあとは、「自分の家の大好きな場所

を思い浮かべて」のダンスに挑戦しました。まず

はその場所にあるモノを想像しながら、手で「モ

ノ」に触れていきます。その「触れる」動きをひと

つの表現として、向きを変えたり、動きを大きくし

たり小さくしたり、その動きを組み合わせて、自分

だけのダンスを作っていきます。日常の動きから

自分がダンスを作り出せるのだと、大きな驚きを

感じました。最後はみんなのダンスを繋げてひと

つの作品を作り上げました。タイトルは「 My 
room」に決まりました。ダンスを作り出すことは誰

にでもできることであるけれども、お仕事にすると

なるとその動きをどうやって組み合わせるのか、

日常の中でどんなタネを見つけるのか、またそれ

を誰に伝えたいのか考えることが重要であるとい

うことを伝えていただきました。

  まとめ
今回は、もともとダンスをやっている子が参加者

として来てくれましたが、この出会いがダンスを

もっと好きになったり、色々なジャンルに挑戦する

きっかけになってくれたら私たちとしても嬉しい限

りです。マンツーマンで丁寧にアドバイスをしなが

らのレクチャーは参加者にとって非常に刺激的な

モノになったと思います。

各講座の様子
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STEP1 >> 通訳案内士

参加人数

1名

通訳案内士さんのワークは、アウトプットをするこ

とで他人を楽しませる楽しみを知ってもらう事を

テーマに企画しました。

通訳案内士は、添乗・英語を喋る・日本の説明が

主なお仕事。

馴染みがない子どもも多い中で、日本のことをど

のように楽しくつたえるのか、図や写真を使って

楽しく説明してくれました。

そしてお次は1日の仕事例。京都観光の 1日を追

体験していきます。朝 6:30に起床し、金閣や祇園

などを巡ったり、お茶体験をアテンドしたり。

日本の歴史で外国人の方に人気な武士につい

てのクイズもありました。

海老原さんによる英語でのスピーチの実演もあ

り、臨場感あふれるワークになりました。

終了後にはなぜ通訳案内士になったのか、ゆっく

りと語る時間もありました。なぜその仕事に就い

たのか、小中学生からすると一番気になるところ

が聞けた大満足の 1コマでした。

ボランティアメッセージ

訪日外国人のお客様の充実した旅行のパート

ナーとして、豊富な知識と積極的なコミュニケー

ションを通じてお客様の興味関心を的確に読み

取り、ガイドの内容を柔軟にアレンジする通訳案

内士の専門性の高さを学びました。また、将来的

に仕事をする上で、普段学校で英語を学ぶ私た

ちの「学び続ける」姿勢が重要であると子どもた

ちにも伝わった有意義な時間となりました。

講師
海老原昌之  さん

ボランティア
園田智大さん

各講座の様子
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STEP1 >> カフェバー店員

プログラム内容

● 自己紹介

● 伝えたいこと

● Cafe&beer drizzleってどんなところ？

● 飲食業はどんなことをするの？

● バーってどんなお仕事？

● オリジナルカクテルを作ろう！

● まとめ

ドリンク屋さんのテーマは、いかにドリンクに付加

価値をつけるか。

コンビニやおうちでも買えたり飲めたりするものに

「エピソード」や「感動」をのせお客様に喜んでもら

うかです。

一日のスケジュールを伺うと仕込みなどの見えな

い手間や作業が一日の大半を占めており思って

いた以上に大変な仕事だと感じました。また、営

業時間内では、お客様との「会話」を大切にし、

ニーズを引き出すことを意識されているそうで

す。

後半はいよいよ待ちに待ったオリジナルノンアル

コールカクテル作り。

子どもたちはそれぞれモスコミュールとカルピスミ

ルクのモクテルの作り方を習い、同時におうちで

制作。

特に好評だったのは「カルピスミルク」で講師が

話している最中にも夢中でグビグビと飲み干して

しまうほど。

お客様のニーズの引き出し方は実は難しく、「甘

い」「さっぱり」など相反する要望を出してくること

も。

そのようなオーダーに応えられた際、お客様に飲

み物だけでなく感動も提供できるそうです。

これを聞いた子どもたちは「バーの店員さんのお

仕事がわかって嬉しかった」「面白かった」「ドリン

クがとっても美味しくてこれからもおうちでつくりた

い」など様々な意見をいただくことができました。

参加人数

2人（男女1人ずつ）

ボランティアメッセージ

約2ヶ月間、自らの働きかけで誰かにプラスの影響を与

えたい、企画書作りに挑戦してみたいという思いで始め

て、様々な苦労はあったけれど子供たちがイベント当日

喜んでくれた時はすごく嬉しかったです。また、ここまで

自分で何かしたことがなかったので成し遂げられたという

自信に繋がりました。実行委員会の皆様、講師の方、大

変お世話になりました。ありがとうございました。

講師
金子海洋  さん

ボランティア
二階堂裕香さん

各講座の様子
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STEP1 >> 伝えるお仕事/広報

プログラム内容

● 自己紹介

● すきをつたえるワーク

  好きを伝える方法
広報に大切なのはそのものが最も伝えたいこと

（特徴）を掴むこと。

それには自分の「好き」を伝えることができるとよ

いという、講師の森さんの想いを反映したのが、

今回の好きを伝えるワーク。

講義の最初は、自己紹介とともにお互いの「好

き」を発表し合った。

「素敵」「とてもいいね」などお互いを認め合う言

葉が飛び交いとても和やかな様子で講義は進

む。

次に紙を２枚用意し、うち一枚を 4つに切りそれぞ

れに「好きなこと」の 5w1hを文字か絵で記入して

いく。

面白い設問では「（好きなことを）知らない人にど

うやって伝えるのか」「（好きなことをすると）どん

な気持ちになるか」「（好きなこと・ものが）好きな

理由ランキングベスト 3（もしくは理由3つ）」「これ

があったらもっと面白くなりそう」などがあり、好き

を客観視できるようになっていた。

それらをもう一枚の大きい紙に貼り付ける。貼り

付ける際も、どのように貼ったら伝わりやすい

か。デコレーションもして簡単なプレゼン資料を制

作する。タイトルもつけてよいとのこと。

参加者の女の子ももくもくと作業にとり組んでい

た。

参加人数

1名(小学生2年・本を読む・作文をかくのが好きな

女の子）

ボランティアメッセージ
今回、私は広報のお仕事をされている講師の方

の「自分の好きを伝えよう！」というワークのお手

伝いをしましたが、子供たち以上に親である大人

や私ぐらいの学生に伝えたい！と思うような内容

だったため、ぜひ子供たちだけでなく、親子でも

参加してほしいイベントだなと感じました！

ワークは子供たちがメイン！でも親子で自分の

やりたい夢のお仕事を話したりする機会が生ま

れたらもっといいなと感じました。

講師
もりあやこ  さん

ボランティア
角石真優子  さん

各講座の様子
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「好きを伝える」というこ

  と。
本を読むこと・文章を書くのが好きと教えてくれた

参加者の女の子。本を読むと色々なことがわか

りやすく知ることができ、色々な楽しみがあるこ

と、広くて静かな図書室のような場所で本を読む

ことが好きだと教えてくれた。講師の森さんや他

のスタッフも「好き」を発表しました。発表を聞いた

あとは「魅力」「共感」を伝え合った。

自分の好きなことをみんなに教えたりわかっても

らえるからとてもよかった、楽しかったという感想

もいただいた。

　広報の仕事の中で「どういう特徴があるか」「ど

ういう理由でおすすめしたいのか」「どういう人

に、どういう場所で、どうやって使ってもらいたい

か」を考えることを行なっており、先のワークにも

通じることを教えてくれた。

　「“人生は一度きり “なので“好きなこと “を“心の真

ん中“に置いて、自分の人生に “ワクワク“して地

球で過ごそう」というとても大事なことを伝えてく

れた。

森さんは好きな “絵を描く“ことや“アクセサリーを

作る“、“料理を作る “を続け、好きを伝え続けた

ら、人や機会が集まってきたり広がることを体現

されている方でした。「一度きりの人生をカラフル

に」するのは「好きを伝える」ことからはじまるかも

知れないというとても大事なメッセージを送ってく

れた。

  まとめ
TeensTownの軸にも通じる授業で私たちにはで

きない方法で大事なことを伝えてくれた。大人に

なると忘れがちな「好き」を細分化し心の真ん中

に持ち続けることの大切さを再認識するとても良

い講義だった。参加者さまだけでなく、お母様に

も喜んでいただけた様子で、広い世代に試してみ

て欲しいワークだった。

講師の森さん、ボランティアの角石さんありがとう

ございました！

各講座の様子
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STEP1 >> 小学校教諭

プログラム内容

● 自己紹介

● 小学校の先生のお仕事内容

● 教えるってどんなこと？

● 「１＋１＝２」をどうやって教えるか考えて

みよう

● まとめ・質問

  みんなの知らない学校の先

  生
小学校の先生は、参加者である子どもたちにとっ

ても身近かな存在です。このオンラインイベント

の中でも、子どもたちが一番想像しやすい職業

だったのではないでしょうか？

まずは、講師の中山先生からお仕事の内容につ

いてレクチャーがありました。授業をすること以外

にも、学校行事について話し合ったり、保護者の

方に電話をしたり子どもたちの見えないところで

たくさんの仕事があることを伝えてくださいまし

た。普段は見ることのできない先生の一面を知っ

たことで、参加者の中の先生の見え方が変わっ

てきたのを感じ取ることができました。

  教えるということ
次に教えるとはどういうことなのか、みんなで考

えてみました。「教える」という言葉は知っていて

も、人に何かを身につけさせることはなかなか大

変ですよね。参加者も普段の授業を思い返しな

がら教えることの難しさを考えます。中山先生は

1つの授業を考えるのに 2ヶ月かけたこともあるそ

うです。これには参加者も大変驚いていました。

「先生って大変なんだ」そんな意見も参加者から

あがってきましたが、中山先生は「でもそれが楽

しいんだよね」と仕事のやりがいを語ってください

ました。

参加人数

2年生〜6年生4名

ボランティアメッセージ

私自身も教育に関わる仕事をしていますが、対

象が高校生なのでもっと年齢が低い子どもたち

が将来のことや、仕事についてどう感じているの

かすごくワクワクして参加させていただきました。

実際に参加して、子どもたちの好奇心旺盛な姿

にとても元気をもらいました。すごくいい機会にな

りました。

講師
なかやまとものり  さん

ボランティア
橋本未来  さん

各講座の様子

23 



続けて教える仕事において中山先生が大切にし

ていることは「子どもたちに考えさせること」だと

教わりました。さすが小学校の先生だけあって、

例題を出しながら、考えさせる授業をするための

極意をわかりやすく教えてくださいました。その極

意とは「質問を変えてみること」。非常に単純なよ

うですが、質問の仕方を少し変えることで、子ども

たちがメキメキ考えるようになる様子はまさに目

から鱗。Teens Townむさしのでも活用していきた

いです。

その後「１＋１＝２」という問題を小学校１年生に

教えるという想定で、みんなで授業を考えてみま

した。大人が考えてもかなり難しい問題のように

思いますが、子どもたちも悩みながら、一生懸命

にアイディアを出していました。

「鉛筆を使って考えさせる」「イラストを使えば楽し

くなるのではないか」など、子どもたち自身のアイ

デアも立派な授業になりそうな意見ばかりだった

と思います。

中山先生の回答はまず「先生は、みかんを１個

食べました。お腹が空いたのでもう１個食べると

何個食べたことになりますか？」といった簡単な

文章題を出し、その後「どうして２個になります

か？」という問題の解き方を子どもたちに説明さ

せる質問を投げかけるというものでした。「子ども

たちに考えさせる授業をする」ためには「質問を

変えてみる」とはこのこういうことか、改めて考え

させられました。

  まとめ
中山先生のレクチャーは、このオンラインイベント

の中では最も受講人数が多く、その上参加者の

年齢もバラバラでした。そのためレクチェーを楽し

めない子も出てくるのではないかという不安もあ

りましたが、中山先生がチャット機能を使って質

問を拾い上げてくださったり、一人ひとりに質問を

投げかけてくださったりと気配りが行き届いたお

かげか、参加者の皆さんが積極的に参加してく

れていたように感じます。さすがです！！

レクチャーの最後の質問コーナーでは、「 1年生

や6年生どっちを教えるのが楽？」というなんとも

鋭い質問も。中山先生はまだ全学年を教えたこ

とはないそうですが、どちらにも違った大変さが

あり、また楽しさもあると語ってくださいました。先

生という身近な存在がどのようにお仕事をしてい

るのか、その大変さや楽しさ様々な面を知ること

のできる、参加者にとっても非常に興味深いレク

チャーになりました。
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STEP1 >> パティシエ

プログラム内容

● 自己紹介：名前、好きなお菓子

● すずさんのお店の紹介

● 「お客さんに寄り添ったお菓子作り」とは

● 実際にお菓子を作ってみる

● 感想シェア

  お客さんに寄り添ったお菓子

を作る

今回は小学生の女の子２人が参加し、とっても穏

やか空気で始まりました。それぞれの自己紹介

では、好きなお菓子を紹介しながら少しずつ打ち

解けていきます。

そして、すずさんがお店で大切にしている「小さな

お店だからこそひとりひとりのお客様に寄り添っ

たお菓子を提供したい」という想いのこもったワー

クへと繋がります。まずは、すずさんが普段はお

客さんの要望に合わせてどんなケーキを作って

いるのか、写真を交えながら紹介していただきま

した。そこで、お母さんや子どもなど相手に合わ

せて様々なデザインのケーキがあることを子ども

たちは学んでいきます。そして、事前に設定され

たお客さんの中から好きなお客さんを選択し、子

どもたちが実際にケーキを作っていく時間となり

ました。

  子どもたちの熱意を感じる

  40分
すずさんの説明を聞き、作業を始める子どもた

ち。事前に用意したケーキ台に果物やクリームを

貼り付けていくのですが、２人とも黙々と作業を

し、全く話さない状態でした。ボランティアさんが

声をかけますが、会話はあまり続きません。そこ

からは、子どもたち自身の想像力で、お客さんの

ために良いものを作ろうとする熱意が伝わってき

ました。そして、予定の倍以上の 40分という時間

を使って、子どもたちが考えたケーキが完成しま

した。

それぞれにお客さんの要望に合わせて、生ク

リームをヨーグルトクリームに変更したり、新しい

装飾を加えたり、さらにはケーキだけでなく包装

まで考えるなど、すずさんも驚くような完成度の

ケーキとなりました。

参加人数

2名

講師
渡邉スズ  さん

ボランティア
竹下はるな  さん
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  まとめ
最後にすずさんが「２人には相手がどうやったら

喜ぶのかを想像する力がある」と子どもたちにお

話していたのがとても印象的でした。お客さんの

設定表には書いていないことまで想像し、どうし

たら喜んでもらえるのかを考えるということはケー

キ作りだけでなく、様々な場面で大切になること

だと思います。すずさんのワークを通して、「相手

の立場になって考える」ということを子どもたちは

学ぶことができたのではないかと思います。
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STEP1 >> 旅行会社

プログラム内容

● プログラム（内容、タイムライン）

● アイスブレイク

● 自己紹介

● 講師の話「旅行代理店ってなにやる

の？」

● ワーク「身近な世界を見つけてみよう」

  旅行代理店のお仕事
旅行会社では、「まわりの世界を見つける旅をし

よう！」をテーマに、自分のオリジナルパスポート

をつくる講座を行いました。

こちらの講座では、「世界ってなんんだかとても広

くて遠い場所である」というイメージを視点を変え

て見ることで、身近な世界を発見していきます。

まずは、お互いの自己紹介をしました。講師のぬ

まぬーさんは、旅行会社に勤めていて世界中の

旅行プランを企画提案されています。世界だけで

なく日本にも関心を持ち４７都道府県のうち 41都
道府県をすでに制覇されているそうです！まさし

く旅行のプロ！

次に旅行代理店のお話について聞かせていただ

きました。旅行をつくる時は様々な要望を聞き出

し、その人にとってぴったりのプランを考えます。

誰と行くのか、移動方法はどうするのか様々な要

素や様々な条件を組み合わせていく作業は非常

に難しそう。予約やチケットの送付まで行ってい

るそうで、至れり尽くせりですね。今は旅行は自

分で予約してどこでも行ける時代ですが、旅行代

理店の魅力を知ってしまいました …。お仕事の楽

しさは、お客様に喜んでもらえること！難しい部

分もたくさんありつつお仕事のやりがいも伝えて

いただきました。

参加人数

中学2年生 1名

講師
ぬまぬー  さん

ボランティア
大坪百菜子さん

ボランティアメッセージ

学生ボランティアとして参加させていただきあり

がとうございました。  最初は緊張していました

が、運営の方や講師の方々が非常に親切に接し

てくださり、とても楽しく参加させていただきまし

た。企画の作り方や何を一番に伝えたいのかな

どを基礎から考えて作ることができて良かったで

す。講師の方とペアになって企画に取り組むこと

は、責任感と達成感が強いものになるので、約

1ヶ月間取り組むことができ、とても楽しかったで

す。学生ボランティアとして参加しましたが、多く

の社会人の皆さんと話し合いながら、コミュニ

ケーションをとることができたことで非常に刺激に

なる忘れられない経験になりました。  また是非機

会があれば、参加させていただきたいです。あり

がとうございました。
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  世界を身近に！
続いて、オリジナルパスポート作りに入りました。

まずは身の回りの世界を見つけるために、みん

なで自分のきている洋服のタグを確認しました。

「中国」「ベトナム」「カンボジア」などたくさんの国

の名前が出てきました。このように遠くに感じる

「世界」でも、洋服や食べ物など、身近なところか

らたくさん見つけることができました。

そして、自分の興味のある国に行くための準備を

するために、事前に講師とボランティアスタッフが

作成したパスポート（ワークシート）に調べた情報

を書き込んで完成させていきます。旅行に行くに

は様々な情報が必要です。場所はどこなのか、

どんな観光地や食べ物があるのか、何を持って

いけば良いのかなど、たくさんの情報でパスポー

トを埋めてきます。これは旅行代理店のお仕事で

も非常に大事な作業で、お客さんに間違った情

報を伝えないようにその場所についてとことん調

べ上げるそうです。

今回は参加者が1名だったので、参加者の希望

通り「ロシア連邦」についてみんなでロシアについ

て調べました。さすがプロ！世界の調べ方を熟

知しています。観光地を知りたいならこのサイト、

服装を調べるならこのサイトなど、どのサイトを使

えば知りたい情報を調べられるのか教えていた

だきながら、ロシアに旅行に行くための情報を集

めていきました。

ぬまぬーさんは普段のお仕事でも、お客さんから

難しい要望をいただいても、これらのサイトを駆

使して、一旦調べて見ることを心がけているそう

です。

  まとめ
旅行会社では、このご時世、中々世界中に旅行

に行くのは厳しい現状があります。しかし、旅に

出かけるきっけはすぐそこに転がっています。こ

の講座をきっかけに、参加者が世界の様々な国

に目を向け、またそこから自分の世界をも広げて

くれたら嬉しいなと思います。
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STEP1 >> バス会社

プログラム内容

● 自己紹介

● 小学校の先生のお仕事内容

● 教えるってどんなこと？

● 「１＋１＝２」をどうやって教えるか考えて

みよう

● まとめ・質問

参加人数

2年生〜6年生4名

ボランティアメッセージ

子どもたちが目をきらきら輝かせながら参加して

いたのが印象的でした。また、積極的に質問して

いる様子を見て、本当にバスが好きなんだろうな

と思いました。

内容とは関係ないかもしれませんが、 ZOOMを

使いこなしてお互いに教えあっている様子をみ

て、オンラインへの適応力の高さに驚きました。

・バス会社の運転手さんと話して、自分の仕事に

誇りをもっている印象を受けました。また、とても

親切な方だったので、バスの運転手さんは怖いと

いうイメージが変わった気がします笑

オンラインでのイベントでどこまでできるのか、参

加者は満足できるのか疑問に思っていたところも

ありました。しかし、他の仕事に参加していた子

どもたちの様子も含めて、オンラインでもやり方を

工夫すればできることがたくさんあるんだなと感

じました。

講師
関東バス武蔵野営業所  さん

ボランティア
梶祐希 さん
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バス会社のプログラムは、武蔵野市で多数の路

線を運行されている関東バスさんの協力によっ

て実現しました。

講師のお二人から自己紹介があったのち、参加

者も自己紹介。バスや車・電車が好きな、元気

いっぱいの男の子３人が参加しました。

関東バスさん作成の本物のバスの内部を撮影頂

いた動画では、バス車内のミラーの数クイズをみ

んなで解きました。

また、運転席から見える景色を体験するコーナー

では、公式キャラクターの関にゃんのぬいぐるみ

を例に、背の低いものは見えづらいことを実感。
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安全のためにさまざまな工夫がなされている事を

学び、普段なかなか考えない視点でバスの秘密

を知ることができました。

運転手さんの一日の紹介では、朝早く運転する

人もいれば、夕方からの方もいる事を知りまし

た。

また、実際の営業所の様子を生中継し、帰ってく

るバスの運転手さんが何時からどんなルートで

働いているのかを教えてもらえたりしました。

最後の子どもたちからの質問タイムでは、ギアの

変速の話などマニアックな質問も！

普段乗っているバスの一日に思いを巡らせ、さら

に身近な存在になった事でしょう。



プログラム内容

● お店を作るのに大切なこと

● なんのお店を誰のために？

● お金を考えよう！

  お店づくりのポイント
まずは、お店をつくる上での注意点やポイントを

教えていただきました。

例えば…
・やるお店の周りに何があるか、どんな場所でや

るか、どんな人がいるか（＝市場調査・店舗立

地）

→自分のやりたいお店をどこでやればいいのか

わかるようになる。

Ex. 病院の近くにお店を出せばお年寄りが来る

かも知れない、駅に近くにお店を出さばいろんな

人が来るかも知れない、学校の近くに立てれば、

子供が役さんとあるかも知れない。

・お客様が喜こぶ商品・サービスを考えよう（＝

マーケティング）

→どんなお店の中身にするかも考えよう

Ex.ケーキ屋さんならケーキを売るだけでいいの

か、お茶も飲めるようにした方がいいのか、テー

ブル・椅子があった方がいいのか、花も一緒に

売った方が良いのかなど

・お店知ってもらうためにはどうしたらいいのか

（＝マーケティング）

いいお店があっても知って来てもらわなければお

店は維持できない

  お客様が喜ぶポイント
・みんなが考えた商品・サービスに一番喜ぶ人は

誰か考えよう。

・商品・サービスを買ったお客様が買った後どう

なるか考えよう。

・どういう状況でその商品・サービスを買うのかを

考えよう。

・お客様が何に困っているのか

・いいねと思われるところ（行きたくなる理由）はど

こか

・お客様が楽しくなるための工夫はどこか

→お客様の喜びが大きいほど価格は高くなる

参加人数

6名（小学生5名　中学生1名）

ステップ３はの前半は「お金」についての講義プ

ログラムを、たましんの三島さんにしていただき

ました。

事前の打ち合わせでは「新たな視点の獲得」「見

えないお金を可視化する」ことを模索しながら話

し合いました。

創業支援などを行う、「インキュベーションマネー

ジャー」のご経験をお持ちの三島さん。その経験

を生かした講義をしてくださいました。

急なお願いとなり準備時間が少なくなってしまっ

た中、素敵な講義・パワーポイントを作ってきてく

ださった三島さん、ご協力本当にありがとうござ

いました！

講師
三島さん
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ここで実例を用いて説明してくださいました。

・ミニ四駆専門店ーファンが集まるお店づくり

週末にミニ四駆のイベントの開催や、激レアな

パーツを置くことで立地の悪さをカバー。好きな

人が集まり、好きな人と繋がれるお店になってい

る。

・食べて美味しい、体が嬉しいチーズケーキ屋さ

ん

天然の甘さを使用し、誰かにプレゼントするため

のチーズケーキ

美味しい＋嬉しい何か

・困っていることを解決してくれる靴屋さん

計測をしっかりしてくれて痛くない靴を売ってくれ

る。

・子育てをサポートするカフェ

立地が悪いがターゲットを絞り、たくさんのお客さ

んを呼ぶ

・話題になる靴修理屋さん

外観を可愛くして、「インスタ映え」を狙い若者が

たくさん写真を撮りに訪れ SNSにアップすること

で宣伝効果を狙う。

その後子どもたちに自分のお店を発表していた

だきました。素敵なお店がたくさんありました。

  お店のお金について
設備資金

→お店をつくるのに必要で一回買えば済むもの

（ex.看板、テーブル、カメラ、印刷機）

運転資金

→お店を続けるために払い続けなければならな

いもの

お客様が来なくても毎月払うものがある

（Ex.家賃、人件費、水道光熱費、通信費 )

大きくて立派なお店を作りたい？

ゴージャスな飾りをたくさんつけたい？

食事も商品販売もサービスもなんでもやるお店に

したい？

→設備資金大丈夫？コンパクトにしよう

とにかく何でも安くしたい？

高級な材料たくさん使っていいものを作りたい？

たくさんの人数でおもてなししたい？

一人当たりのサービス時間をたくさん作りたい？

→運転資金大丈夫？お店続けられる？いくらくら

いでその商品・サービスを売るの？

お店をつくるのにはいくら必要かな？

毎月どのくらいのお金がかかるかな？

を考え、共有しました。

子どもたちも事前に考えて来てくれていたようで、

こちらの想定していなかった費用が出て来まし

た。予想以上に子どもたちが具体的にお店を考

えていて視野が広かった印象です。あまり深掘り

する時間がなかったのですが積極的に発言して

くださいました。

大手企業がなぜ安売りすることができるのかを

考察し発表してくださる子もいました。

またお金の流れも図を用いてお教えくださいまし

た。

お店を始めるときには最初にお金が「入る」ので

はなく「出ていく」ことや、廃棄食材などがあること

も教えてくださいました。

商品を提供する店とサービスを提供する店を比

較してくださったり、売る量で比較もしてくださいま

した。

番外編としてYouTubeでどのように収入を得るか

も教えてくださいました。

そして、みんなのおこずかいがどうやってやってく

るのかを学びました。

ご両親の会社やお金を融通する信用金庫、銀行

のことも知りました。
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お金を使うことで税金を徴収され、世の中が良く

なることや、お金のために働くのではなく、誰かを

喜ばせたり自分の生きがいのために働いて欲し

い、お金を使うことによって喜ぶ人もいる。

誰かを喜ばせる、自分をハッピーにするための

手段として働いてみて欲しいということをお教えく

ださいました。

2日間「働く」ということを学び考えてきた子どもた

ちにとって、最高の締めになったのではないで

しょうか。

子どもたちにとっても、ボランティアの大学生に

とっても、そして社会人 1、2年目の運営スタッフに

とっても「まちと自分」を考えるとても良いきっかけ

になりました！

改めて、多摩信用金庫三島様、ありがとうござい

ました！

各講座の様子
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STEP3 >> 地図づくり

3月末に開催しようとしていた「こどものまち」は、

「まちと自分を考えるきっかけ」を提供する場でも

ありました。オンラインイベントとなっても、この要

素を取り入れたく検討を重ねた結果、 ZOOMを使

用しながら「画面上で地図を作る」という前代未

聞のワークショップを行うことにしました。

最初に、前STEPにて参加者が考えた「オリジナ

ルショップ」を、パワーポイント上で作成した空想

地図に配置しました。配置する際は、なぜそこに

したのか？などの理由を問いかけ、街の構造を

読み取ることを意識してもらいました。

続いて、「理想のまちとは？」・「理想のまちを実

現するには？」等の質問を子ども達に投げかけ

ました。子ども達は、まちに足りないものを地図

から読み取り、「みどりがおおいまち」や、「交通

の便がよいまち」を提案してくれました。

　

理想のまちのイメージが沸いたら、それを地図上

に配置していきます。子ども達が配置したいもの

を運営に伝えてもらい、パワーポイントの作業画

面を共有しながら、施設のポリゴンを地図上にお

いていきます。文化会館や商店街、公園、鉄道

路線…等々たくさんの意見が飛び出し、運営大

忙し。

そして完成した地図がこちらです。参加人数は 4
人でしたが、スカスカだった地図がこんなにも埋

まりました！

今回のイベントのSTEP1,2でいろんな角度から

学んだ「お仕事」を、自分が将来するとしてどんな

街でしたいのか、そんなことを考えるきっかけに

なったならば嬉しい限りです。

ただ、前述の通り初の試みであった「地図作り」

ですが、画面を共有しながら子ども達の発想を聞

き取り、配置していくという作業はやり煩雑なもの

でした。経験を積めばスムーズにでき、 WSの意

図も子どもたちに伝わりやすくなると思うのです

が…。
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- 完成した地図 -

- 当日使用した空想地図  -

- 作業風景 -



イベント総括
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講師・ボランティアの

アンケート結果

対象
今回のイベント企画に携わってくださった講師１２

名、ボランティア１２名を対象としました。回答率

は右の円グラフの通りです。

方法
イベント終了後、Google Formにてアンケートを

配布しました。期間は、 12月28日〜1月5日まで

としました。

調査結果

Q１.プログラム企画にあたり、大変だったことや困ったことがあれば教えてください（複数選択可）

今回のイベントにおいて大変だったことや、改善して欲しいことなどの意見を聞くことで、今後の業務改善に

役立てるため、イベント終了後にアンケート調査を行いました。

イベント総括
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Q3. 今回の企画を通じての学びや、気づきがありましたら教えてください
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講師自身の学

び

・自分の仕事を振り返ることができ、自分自身も身近な世界をもっと意識してみたいと思うきっ

かけになりました。

学び

・自分が仕事にしていることなのであたりまえになってしまっていましたが、他の職業に比べる

と「旅行代理店」ってあまり身近な職業でなく、分かりづらいんだなあ…ということも学びまし

た。（良い意味で！）。

・自分のお仕事の特徴や役目について、分からない子どもたちに伝えるということにチャレン

ジすることで、私自身も自分の仕事について掘り下げて考えるきっかけになりました。

ボランティアが

講師から学ん

だこと

・講師と協働して一から企画を組み立てていく中で、より良いものを追求するために自らスケ

ジュールや企画内容等を工夫し、適切に共有する、いわば「調整力」を高めることができたと

感じています。

・バス会社で働く方について自分自身も詳しく知らなかったので勉強になりました。

・社会人の方の考え方はすごく効率的で、その考え方を盗みたいと思います。

企画

・企画作りの難しさを学び、子どもたちに分かりやすく、楽しんでもらえる企画をどうやって作っ

ていくべきか、伝えることの難しさを改めて考えることができました。

・「子どもだから」という形で無知でも伝わるレクチャー（zoomの使用方法など）を考えていた

が、もう少し省いても良かったと感じた。

・相手にどうやったらこっちの意図を理解してもらえるかも考えるのは大変だったので、今後の

勉強になった

・ワークをゼロから組み立てていく中で、今回のイベントのみならず、いろんなシチュエーション

や子どもに限らず大人向けにも使えるワークが出来上がったことも学び＆収穫でした。

・子供に対してどのように分かりやすく仕事を理解してもらうかと企画書作りが大変だった。

気づき

子どもの反応

・小学生が知らなかったことや面白いことを聞いたときにきらきらした目をしているのが印象的

でした。

・ZOOMを使いこなしていることも驚きでした。

・小学生たちの目の輝きが素晴らしいと感じました。

・人の為に一生懸命作り上げた企画で子供たちに喜んでもらえた時は嬉しかった

その他

・私も田舎に住んでいるので、人と人との繋がりがあまりなかった環境で過ごしていたので、

大きくなったときに「自分の夢は？」「やりたいことは？」と聞かれても上手く答えられなかった

と思います。こういった機会があることで、子どもたちが将来、「あんなこともあったなあ」なん

て思いだして、なにかのきっかけになってくれたらと思いました。



Q3. 講師・ボランティア間での打ち合わせは何回行いましたか？
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Q4−1. 運営のサポート体制には満足していただけましたか？



Q4−2.その理由を教えてください

よかったこと

運営のサポート

企画書作成

の

アドバイス

・こういったボランティアに参加したことがなかったためわからないこと

もたくさんありましたが、丁寧に教えてくださったため。・

・運営の方たちがしっかりサポートしてくださったので、しっかり企画書

を書くことができたため。

・私たちの疑問点や企画作りのアドバイスなど、すぐに対応してくださ

り、丁寧に教えてくれたからです。

情報の共有

・定期的な公式LINEでの進捗の共有や、SNSの活用など本当に手厚

いサポートに心から満足をしている。

・随時リマインドやプログラム当日の流れ等の情報を送っていただけま

したので、安心して準備を進めることができました。

・企画のフォーマットがあったことはありがたかったです。当日をイメー

ジしながら進めていくきっかけになりました。

質問への返

答

・質問があり連絡すると、すぐに返信をいただけたからです。また、何

度もミーティングを開いて下さり、顔が見れて安心出来ました。

・質問をしたらすぐ返ってきたから

・こちらからの質問や連絡に対して迅速にお返事をいただけた

ボランティアの

サポート
協力

・ボランティアの方に協力していただけたから

・ボランティアスタッフの学生と一緒に進めていけたので、相談役がい

てくれたのは安心感がありました。

改善して欲しいこと

情報共有不足
企画の意図

・最初、イベントの全体像を把握できていなかったので説明会の時点で

聞くことができたらよりスムーズだったと思っています。

・企画中にワークやディスカッションなどを入れてほしいという意見が、

概要企画書の段階でいただけると嬉しかったです。

把握できていなかった点

・担当するワークの立ち位置（ワークショップの前の事前学習的な立ち

位置？）

・アウトプットするものが必要なのかどうなのか

対象年齢 ・対象の年齢 が把握できていなかった

広報 集客 時期に余裕をもって広く広報し、より集客をしていただけていれば尚良

かったかと思います。

イベント総括

 39 



Q5.今後こんなサポートがあったら良いなど、ご意見がございましたら教えてください

Q6. 今後このような機会があれば参加したいと思いますか？

情報共有

テーマを決めることに関して、これでいいのかな？と思うことがあったので、決定をする前に、一度どこかでブ

レストなどできたら嬉しかったなあと思っています

子どもの年齢や性別などの事前の前情報開示(グループ振り分けなどの準備のため)

イベントページが完成したり、応募を開始したり、広報素材が完成したタイミングで、各関係者（ボランティア＆

講師）にも情報共有していただけたら、より良かったかな、と思います！

こまめに連絡を頂き、とてもすすめやすかったです。ありがとうございます。

特になし

今のところありません。

特にありません。とても、手厚いサポートでした。

特にないです。

イベント総括
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クラウドファンディング
支援者様一覧（順不同・拝啓略）

佐藤一樹　様

山中敦志　様

廣瀬訓子　様

いとう　様

原 浩彰　様

野萩邦弘　様

かじ 友里　様

吉祥寺テレビジョン　様

まんまる　様

Kasumi Miura　様

山下美代子　様

Tomotaka Segawa　様

二川 佳祐　様

甲斐 竜太　様

更科@吉祥寺　様

古畑 勝己　様

平塚 郁美　様

難波早季　様

山岸　学　様

都賀田 一馬　様

Yoko Hatakenaka　様

中西 信介　様

みきてぃ♫　様

浜中明弘　様

Akiko Iwamuro　様

平塚 郁美　様

鈴木智哉　様

Takuya Kawakita　様

Meetむさしの（上澤進介）　様

穴水 奈津子　様

ほか個人の支援者様

イベント総括
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スタッフ名簿（順不同）

- 運営事務局 -

神村　美里

大塚広志朗

柴田　祥子

長谷川はな

原田　萌々

伊藤　響子

- ボランティア -

藤原　菜緒

二階堂祐香

竹下はるな

橋本　未来

山崎　和泉

倉橋　　陸

宮本　楓恋

園田　智大

大坪百菜子

高崎　　勇

土屋　舞華

梶　　祐希

角石真優子

イベント総括
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終わりに

2020年度の活動は、コロナ禍による影響により

ほぼすべてをオンラインで実施するという、今ま

でにないものになりました。

運営メンバーは慣れない社会人生活、コロナへ

の対応の中でしたが、「こどものまち」への想いを

絶やさず、座談会などでオンラインでのワーク

ショップの感触をつかんでいきました。

12月の本番では、40名以上の小中学生に参加し

て頂き、仕事を学び、まちをつくるオンラインイベ

ントを実施することが出来ました。

参加した保護者の方からは、「 仕事について、考え

たり学んだりすることはとても大切だと思うので、機

会があればまたぜひ参加したいです。貴重な経験を

ありがとうございました。」など、大変嬉しい感想を頂

く事が出来ました。

振り返ってみると、 zoomやLINEでの打ち合わせ

に早い段階から切り替え、複数のオンライン座談

会で試行錯誤した事は、 12月のTeens Townオン

ラインの本番を成功させた要因になったと感じま

す。

とはいえ、やはり異年齢の子どもたちとオンライ

ンでコミュニケーションをとる難しさは、対面とは

種類の違う物でしたし、「主体性」を大事にする私

たちの活動とはどうしても相性が悪い面もありま

した。

次年度の活動では、今年度の経験を生かし、子

どもたちや地域の方とよりよい活動の形を考えて

いきたいと思っています。

「まちとじぶんを考える」という私たちの団体の

テーマは、まさに先の見えない時代に必要な「生

きる力」をはぐくむことに繋がります。まずは自分

たちに出来ることはなんだろう？と考え続けるこ

とをやめずに活動していきます。

最後に、多くの座談会に参加してくれた皆さん、

Teens Townオンラインでのボランティアさんと講

師の皆様、ご協力を頂いた地域団体、個人、メ

ディアの皆様、そしてクラウドファンディング支援

者の皆様、本当にありがとうございました。

イベント総括
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イベント総括

収支

項目 予算額 内訳

【収入】

参加費 ¥5,000

自己資金 ¥188,000 （クラウドファンディング・寄付等）

合計 ¥193,000

【支出】

印刷製本費 ¥25.000

システム使用料 ¥24,000 zoom月額使用料・２契約

講師・ボランティア謝礼費 ¥78,000

郵送費 ¥2,300

ボランティア募集システム使

用料
¥15,000 Activoを使用

広告費 ¥10,000 Facebook広告

当日場所代 ¥27,506

打ち合わせ場所代 ¥9,980

合計 ¥ 186,786
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発行　Teens Townむさしの実行委員会


