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イベントの成功はあくまでも手段であって、
目的は人間力、社会人基礎力、リーダーシップ能力を身につけること
――まずはFil2019を終えて
率直な感想をどうぞ！

森本初参加でトップバッターという
こともあり緊張しましたが、応援した
い団体第1位に選んでいただいて光栄
です。エントリーから当日までの準備
期間が短く大変でしたが、DE+
（Daito Education PLUS）らしい発
表ができて良かったです。

奥田応援したい団体第1位に選んでい
ただけたことが非常に嬉しいです。準
備段階で何度も試行錯誤して当日を迎
えることができたのが結果に繋がった
と思います。

佐藤前日までバタバタしていて大変
でしたが、成功して良かったです。

長谷部初出場ということもあり、緊
張していたので無事終わって良かった
です！

――こういった場があると知ってどう
して発表しようと思ったのですか？

長谷部学外に自分たちの団体につい
ての発表をすることがなかったので良
い機会だと思ったのと、他団体の活動
を知る機会になると思ったから。あと
は活動支援金をもらえるからです
（笑）。

佐藤大学内に自分たちの団体を知っ
てもらうために、Filに参加して応援
したい団体1位を取って認知度をあげ
たいと思ったからです。

――Filの発表準備をする中で、改めて
ご自身やご自身の活動について感じた
こと、気づきなどはありましたか？

奥田準備段階で、内部の情報共有や
伝達がなっていないと気づくことがで
きました。

森本 DE+が設立され、1期生として活
動してきました。入学式の企画運営な
どは学生にとっても教職員の方も初め
てのことが多く、試行錯誤しながら頑
張ったなと感じました。

佐藤イベントの成功はあくまでも手

段であって、目的は人間力、社会人基
礎力、リーダーシップ能力を身につけ
ることだということを再認識しました。
2年間活動してきて前より成長したと
感じることがあり、DE+の一員とし
て活動してきて良かったと思いました。

――Fil当日みなさんが一番伝えたかっ
たことはどんなことでしたか？

長谷部自分たちの団体について、だ
と思います。DE+の意味や目的は私
たちから発信しないとみなさんに伝わ
らないので、こんな目的がある団体で
す！頑張っています！ていうのを伝え
ようと、台本は考えました。

奥田私たちの団体が学生主体である
ということと、しくじりがあるという
ことですね。

――それは伝わったと思いますか？

森本私たちの団体の活動や仕組みに
ついてフィードバックを頂きました。
懇親会の時には、他団体の方から団体
全体のモチベーションについて聞かれ
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たので、私たちのことがしっかり伝
わったと思います。

長谷部投票用紙にいくつか、私たち
の目的について高評価を頂いていたの
で伝わったと思います！

――参加者からもらったメッセージ
カードの内容はどんなものでしたか？

佐藤多くの人から、入学式という大
きなイベントを企画運営していてすご
いと思いました、というお言葉を頂き、
やはり入学式を学生主体で行なったこ
とは自慢になることだと思いました。
もう一度DE+に入学式を行なってほ
しいという感想も多く、嬉しかったで
す。

長谷部入学式がさいたまスーパーア
リーナで行なったのがすごい！とか、
それを企画運営したのがすごい！とい
うのが多かったですね。あとはそれを
知られていないのが残念とか。学外の
方にそう言って頂けるのはとても嬉し
かったです。

自分たちのことを振り返って、
次に何をするべきかが見えた

――Filに参加して一番良かった！と思
うところを教えてください

奥田準備段階で自分たちのことを振
り返って、次に何をするべきかが見え
ました。また、当日他団体の発表を聞
き、後輩の育成を考えていかなければ
と思いました。

佐藤他大学の私たちと同じような団
体はどのような活動をしているのかを
知れて良かったです。

さ、目標を高く設定していることだと
思います。

長谷部プレゼンテーションの工夫が
すごいと思いました。まさに企画のプ
レゼン！て感じでしたし、対談風にし
た団体もあって自分の団体をアピール
する工夫は真似したいと思います。

――団体活動がその他の学生生活や研
究活動で役立ったこと、広がりを感じ
たことはありますか？

佐藤このような活動を通して会議の
場で意見を述べられるようになりまし
た。以前は自分の意見を言えずに終
わってしまうことが多かったのですが、
以前より前に立って話すことに自信を
持てるようになりました。

奥田ゼミ、グループディスカッショ
ンでは筋道を立てて自分の意見を説明
することを意識するようになりました。
何よりも、私たちの活動を取り上げて
頂けたことが大きな自信になりました。

長谷部就職活動に向けて、面接では
とても強みになると思います。学生時
代に頑張ったことで入学式の企画運営
を挙げる学生は少ないのではないで
しょうか。インパクトのある経験がで
きて嬉しいですし、卒業までの間もっ
と頑張ろうと思います。

森本活動に関わってきた教職員の方
と大学で会った時に声をかけてもらえ
るようになり、活動以外の学生生活に
ついても相談にのってくれます。また、
入学式の企画運営を行い、司会を務め
たことは、貴重な経験だと思います。
就職活動の面接では、この経験を自分
の強みとして話すことができ、自信に
なっています。

――他大学の発表を聞いて感じたこと
はどのようなことですか？

森本悩みを抱えているのは私たちだ
けではなく、どの団体もそれぞれ悩み
を抱えていることがわかりました。ま
た、組織の基盤がしっかりしているこ
と、名刺を持っていることなど真似し
たいことが多くありました。

奥田活動内容が異なる複数団体だっ
たけど、共通点はモチベーションの高

――Filへの参加を通じて、新たにチャ
レンジしたいことなどは増えました
か？

長谷部 「自分たちから発信」が私た
ちのチャレンジだと思います。今まで
は、与えられたプロジェクトの企画を
するのがほとんどでしたが、これから
はこんな企画やりたい！と自分たちが
言っていこうと思います。

奥田後輩の育成ですね。DE+は4年計
画と述べましたが、4年以降も残して
おくべき存在だと思っているので、後
輩への引継ぎ等を考えていく必要があ
ります。

――Filでは参加者全員がともに学び・
学びあうことを大切にしています。グ
ループ内でお感じになった「学びあい
の価値」があれば教えてください

森本各団体の発表だけでなく、各団
体に所属するひとりひとりの思いや考
え方を共有し合えることが「学びあい
の価値」だと思います。

長谷部お互いがお互いに質問して経
験を聞いていく。そしてそれを自分の
団体に持ち帰るのが「学びあいの価
値」ではないでしょうか。

――自分の団体以外で一番「すご
い！」と感じた団体は？

森本千葉商科大学弘前ウエディング
さんです。地域活性化、町おこしのコ
ンテストの一環として考えたものを実
際に実行していることが驚きでした。

長谷部夢キャンコミュニケーターさ
んです。夢を叶える設備とそれをやり
たいと思う学生がいてすごいと思いま
した！

経験を自分の強みとして話す
ことができる
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自分たちの活動に自信を持ち、
メンバー同士で高めあうことができた
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――まずはFil2019を終えて
率直な感想をどうぞ！

白土 TSS支援チームを応援したい団
体第2位に選んで頂き、ありがとうご
ざいました！嬉しくもあり、1位でな
かったことが悔しくもありますが、自
分たちだからこそできたやり方で「想
い」を伝えることができたからこそ、
これだけ多くのみなさんに活動を応援
して頂けたのかなと思います。

――こういった場があると知ってどう
して発表しようと思ったのですか？

白土私たちの団体は外部の人に活動
への悩みや想いを話したり聞く機会が

少ないんです。なので私たちにとって、
Filの「全国のさまざまな学生組織の
活動をシェアし、学びあう」というコ
ンセプトはとても魅力的に映りました。
Filに参加するみなさんと活動に対し
て真剣に向き合ったからこそわかる悩
み・想い・成長を共有し、共感するこ
とで「わくわく」しながら学びあうこ
とができるんじゃないかと思ったんで
す。自分たちがぶち当たってきた課題
と、それに対する姿勢や対策をメン
バー全員で振り返ることが「想い」を
繋ぎ、TSSの活動を発展させていく上
で大きな成長の糧になるんじゃないか
なと思い、エントリーすることを決め
ました。

――Filの発表準備をする中で、改めて
ご自身やご自身の活動について感じた
こと、気づきなどはありましたか？

阿部自分たちの活動に自信を持つこ
とができ、メンバー同士で高めあうこ
とができたように感じます。今後TSS
支援チームがどうありたいかを話し
合った時、活動に対する苦悩や葛藤、
達成感や成長など、様々な「想い」を
共有することができたんです。メン
バーが「わくわくする学生生活を創り
たい」「この活動を5年、10年、その
先も繋げていきたい」という熱い想い
を持って活動しているということを、
改めて知ることができました。



――Fil当日みなさんが一番伝えたかっ
たことはどんなことでしたか？

藤枝自分たちの「主体的に学ぶ」
姿勢、そして活動に対する「想い」で
す。先輩後輩関係なく一人一人のメン
バーが学びあう、助け合うといった
「主体的に学ぶ」姿勢をもっと大事に
していれば、引継ぎがうまくいかな
かったり、活動の失敗や延期、中止等
を繰り返したり、スキル不足に苦しむ
こともなかったかもしれない。もし参
加団体のみなさんが同じような課題に
ぶち当たった際は、TSS支援チームが
とった対策を参考にしてもらえたら良
いなと思っていました。

白土それに、色んな活動が一つ一つ
繋がり、形になるTSS支援チームの活
動は決して簡単なことじゃないし、今
まで辛いこともいっぱいありました。
それでも続けてきたのは、1人1人の
メンバーが「わくわくする学生生活を
創りたい」と思っていたから。その
「想い」をみなさんにもぜひ知っても
らいたいと思ったんです。

――参加者からもらったメッセージ
カードの内容はどんなものでしたか？

白土「想いが伝わった」という内容
と、「対談型プレゼンが面白かった」
「組織づくりが参考になった」という、
プレゼンに対してのお褒めの言葉が多
かったのが印象に残っています。

藤枝ただ、特殊なプレゼン形式や、
プレゼンの完成度ばかりが先行してイ
メージに残ってしまい、肝心の内容が
あまり記憶に刻めなかったのか
な・・・とも感じました。

――Filに参加して一番良かった！と思
うところを教えてください

阿部これまでの活動全体を大きく振
り返ることができたことです。また、
他団体の学びあいによって、こういう
考え方、対策もあったのか！と視野を
広げることができました。

白土私は、色々な人に支えられ、見
守られながら苦楽を共にしてきた仲間
と発表することができたことです。
Filでの発表は私にとって、3年間の活
動の集大成でした。1年生の時に一般
参加者として参加した時から2年経ち、
Fil2019で発表者として立つことが

それぞれの活動に熱い想いで
挑んでいることを知れた

――他大学の発表を聞いて感じたこと
はどのようなことですか？

阿部どの団体も同じような悩みを抱
えていること、それぞれの活動に対し
て熱い想いで挑んでいることを知れま
した。

白土今回参加された他団体のみなさ
んは、教職員やオトナの方の応援を沢
山受けられているように感じました。
私たちTSS支援チームはどちらかとい
うと学校から任されたことをやるので
はなく、自分たちがやりたいことをや
るために活動体制を一から作ってきま
した。ただ、学生だけでは達成が難し
いこともあります。そんな時、支援し
てくれる教職員やオトナの人の存在は
すごくありがたかったんです。活動を
支援してくれるオトナのファンが増え
ると、他団体のみなさんのように活動
の幅が広がりそうだと感じました。学
生は勿論ですが、教職員や地域のオト
ナの人に向けた「つなぐ」「発信す
る」活動もやり逃さないようにしてい
きたいです。

――Filへの参加を通じて、新たにチャ
レンジしたいことなどは増えました
か？

阿部 OJT（実践的な勉強会）を企画
したいです。実際にやってみることで
作業にかかる時間や手間を学ぶことを
目指します。

白土それと、「熱い想い」を語る機
会を積極的に作っていきたいと思って
います。わくわくする学生生活を創る
ためには、まず自分たちがわくわくす
ることが必要です。毎日わくわくしな
がら過ごす未来を想像できるから、私
たちは頑張れるんです。

藤枝でも、自分たちが頑張るだけ
じゃなくて、ちゃんと後輩たちに創る
ことの面白さを伝えていく責任があり
ます。勉強会をやることもサポートす
る1つの方法ではありますが、ありと

あらゆる機会が「学ぶ機会」になるん
です。

白土だからこそ、悩み、想い、成
長・・・全部ひっくるめてみんなと全
力全開で共有し、共感し、わくわく
しながら学びあう日々をこれからも
創っていきたいと考えています。

こういう場でしか気づけない面
白さがあった

――Filでは参加者全員がともに学び・
学びあうことを大切にしています。
グループ内でお感じになった「学びあ
いの価値」があれば教えてください

藤枝他団体の発表を聞き、グループ
のみなさんと話しながら自分の団体と
比較していました。その中で、それぞ
れの団体が抱えるメンバーの活動への
取り組み方であったり、組織構成の仕
方だったりが自分たちと全然違うなと
感じました。TSS支援チームの中で当
たり前だと思ってしまっているやり方
や手段が、数ある選択肢の中の一つを
選び取っているだけに過ぎないんだと
いうことを強く感じたとともに、こう
いう場でしかそういうことに気が付け
ないという面白さがありました。

白土みなさんの活動に対する「想
い」の熱量を受け取れたことが何より
の励みになると思いました。
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できたこと、次の世代のメンバーを連
れてあの場で学びあえたことが何より
も感慨深いです。
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多くの人に支えられながら活動をさせて頂いていると感じた

――まずはFil2019を終えて
率直な感想をどうぞ！

久野発表で緊張して頭の中が真っ白
になったということと、そのような中
でも応援したい団体第3位に選んで頂
いてすごく嬉しいというのと悔しいと
いう気持ちです。

――こういった場があると知ってどう
して発表しようと思ったのですか？

久野昨年も参加させて頂いており、
その参加者たちが良い経験になると
言っていたからです。

――Filの発表準備をする中で、改めて
ご自身やご自身の活動について感じた
こと、気づきなどはありましたか？

山田今回のFilもそうですが、私たち
は多くの人に支えられながら活動をさ
せて頂いていると感じました。一緒に
活動する仲間、アドバイスや助け舟を

くれる先輩、時にはオトナとして、時
には我々学生と同じ目線で励ましてく
ださる大学職員の方、コモンズイン
ターンシップに関わる全ての人に感謝
の気持ちでいっぱいです。

――Fil当日みなさんが一番伝えたかっ
たことはどんなことでしたか？

山田コモンズサポーターは「輪」に
よって成り立っています。サポーター
とサポーターがつながり、大学職員の
方とつながり、コモンズセンターを利
用する学生とつながっています。今回
はさらに、中部大学だけでなく、他の
大学のみなさんとつながりを持つこと
ができたことに感謝するとともに、嬉
しく思っております。

――それは伝わったと思いますか？

山田あまりうまく伝わっていなかっ
たと感じました。発表後のメッセージ
カードに私たちが伝えたかったことに

ついての記載があまりなく、別のとこ
ろについての評価が多かったためです。

――参加者からもらったメッセージ
カードの内容はどんなものでしたか？

芝高発表内容についてよりも、私た
ちが発表する姿勢について多く書かれ
ていました。私たちの仲の良さ、人の
良さが表れていたというメッセージ
カードが多く、とても嬉しかったです。

Fil2019
応援したい団体

第3位
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――Filに参加して一番良かった！と思
うところを教えてください

芝高グループで意見交換ができたこ
とです。高い意識を持って話し合いに
参加するグループのみなさんに最初は
委縮してしまいましたが、私もだんだ
んと積極的に意見が言えるようになり、
グループのみなさんと仲良くなれまし
た。私たちの発表が終わり、席に戻る
とグループのみなさんが笑顔でほめて
くださってとても達成感がありました。

――他大学の発表を聞いて感じたこと
はどのようなことですか？

久野入学式の運営を行なっていた団
体や、自治体と連携して企画を行なっ
ていた団体などがあり、規模の大きさ
が必ずしもすごいというわけではない
ですが、自分たちにはあまり経験でき
ていないようなことを経験できていて、
有意義な活動をされていると感じまし
た。また、同じような学生団体という
こともあり、課題や不安も似ていると
感じました。

――Filへの参加を通じて、新たにチャ
レンジしたいことなどは増えました
か？

山田今まで何度も問題に挙がってき
た「スケジュール管理」の問題が今回
の準備でも起きました。その点を、こ
の機会で改善したいと思います。

久野今回のFilに参加していた他団体
の方々と交流を行い、見学などさせて
頂けたらと思います。

自信を持って話せるような活
動をしていきたい

――Filでは参加者全員がともに学び・
学びあうことを大切にしています。グ
ループ内でお感じになった「学びあい
の価値」があれば教えてください

久野グループでは、自分の団体での
活動に自信を持っている方は自分たち
の活動について楽しそうに話していた
ように感じました。自分も、そのよう
な自信を持って話せるような活動をし
ていきたいと感じました。

――こういった活動を支援したいと
思っている教職員やオトナの人にアド
バイスやコメントをどうぞ！

山田他大学の教職員の方と学生の距
離感の近さや、信頼関係に驚かされま
した。これからも、学生を信頼して活
動をサポートして頂きたいです。私た
ちは大学職員の方との距離があると感
じてはいませんが、それ以上に他大学
の方々の教職員との距離の近さに驚き
ました。

芝高コモンズサポーターとして受付
業務に就いて半年、時間の使い方につ
いてとても考えさせられました。機器
の使い方がわからない利用者の方の対
応に追われ、時間までに終わらせた
かった仕事が終わらなかったといった
ことが何度もありました。そういった
場合は、勤務時間外に活動をしなけれ
ばなりませんが、私たちは学生なので
サークルもアルバイトもデートも
（笑）あります！1日4時間という、
長いようで短い勤務時間をいかに集中
して効率良く過ごすかについて考える
ようになりました。私はよくスケ
ジュール帳にやることを書きだし、仕
事が終わったらチェックマークをつけ
ています。これは私が通っていた塾の
先生、コモンズサポーターの先輩も
使っている方法だそうです。恋愛に役
立ったことについては、私たち女性サ
ポーターに直接聞きに来てください
（笑）。

――活動応援金は何に使う予定です
か？

久野 4月から新サポーターが入ってく
るため、歓迎会などに使ってサポー
ター同士の交流に活用したいと考えて
います。

――自分の団体以外で一番「すご
い！」と感じた団体は？

山田常磐大学TSS支援チームのみな
さんです。発表のクオリティや、活動
幅の大きさに驚かされます。中部大学
の様々な学生団体の良いところを集め
たようで、憧れました。

いかに集中して効率良く過ご
すかについて考えるようになっ
た

――団体活動がその他の学生生活や研
究活動に役立ったこと、広がりを感じ
た事はありますか？

久野今年度1年間サポーター活動を行
なってきましたが、活動をはじめる
きっかけは「スケジュール管理ができ
るように」「1日の時間をうまく活用
できるように」という目的で入りまし
た。はじめる前よりも改善されたとは
思いますが、まだまだ自分に甘く弱い
部分も多いので、来年度もサポーター
を続けていく中でより良い人間に成長
していきたいと思います。

山田物事に無駄なんてことはありま
せん。今の活動一つ一つが貴重な経験
として、私たち一人一人の人生の糧に
なると思います。特に私の場合は教師
を目指しているので、人に何かを伝え
ることは直結するのではないでしょう
か。



――まずはFil2019を終えて
率直な感想をどうぞ！

菊池発表が無事に終わって安心して
います。他のグループのレベルが高い
ことに驚きましたし、TSSの対話型の
発表プレゼンは今まで見たことのない
形でとても勉強になりました。

泊他大学の方々との話し合いは最初
は緊張しましたが、色々な視点からの
意見を聞くことができ、すごく勉強に
なりました。

――こういった場があると知ってどう
して発表しようと思ったのですか？

菊池自分たちの活動のふりかえりを
できる場だと考えたからです。また、

自分たちの活動で得た知識、経験が他
のグループ活動に少しでも役に立てれ
ばと思い参加しました。

泊 HPでFil2018の活動内容を知り、
このような場に参加すれば自分自身が
成長できると思ったからです。

――Filの発表準備をする中で、改めて
ご自身やご自身の活動について感じた
こと、気づきなどはありましたか？

菊池一番学んだことが「組織で新し
いものを生み出す力」でした。個人で
の活動ではなく、組織としての活動の
難しさと楽しさがありました。今まで
の私は、組織やグループでの活動を苦
手としており、自分の考えを伝えるこ
とができずにいました。しかし、今回

の活動を通して組織での活動の楽しさ
に気づき、苦手意識がなくなりました。

――Fil当日みなさんが一番伝えたかっ
たことはどんなことでしたか？

菊池意見が言える環境づくりが組織
において重要だということです。私た
ちには活動の中の問題として、学年と
経験の差がありました。この問題は他
のグループでも起こりうる問題だと考
えるからです。

――それは伝わったと思いますか？

菊池伝わったと思います。メッセー
ジカードに多くの意見や感想をもらい
ましたが、一番多く書かれていたのが
この部分でした。私たちの意見を

意見が言える環境づくりが組織において重要なこと
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言える環境づくりが良い方法であると
いった意見や、違う方法もあるよと
いった意見など様々な反響があり、私
たちにとっても新しい発見、学びがあ
りました。

――参加者からもらったメッセージ
カードの内容はどんなものでしたか？

菊池活動に対する共感や意見が多く
ありました。私たちの観光ツアーにお
ける客観的な意見やアドバイスもあり
ましたね。

越坂組織としての学びの過程で生み
出せた観光まちづくりプランを実現し
てほしいというメッセージをもらいま
した。必要なアドバイスを所属団体を
例として書いてくださった方も多く、
とても嬉しかったです。

泊北陸でキャンドルを作ってみたい、
プランを実現してくださいというメッ
セージを頂き、また頑張ろうと思いま
した。

自分たちの活動にも取り入れ
られる工夫や仕組みづくりが
あった

――Filに参加して一番良かった！と思
うところを教えてください

泊今後のためになる意見を沢山頂い
たことが何よりも良かったです。

菊池同じような活動をしている人た
ちの話を聞けたことです。自分たちの
活動にも取り入れられる工夫や仕組み
づくりがありました。

山田プレゼンの構成がしっかりして
いて、人を引き付ける話し方がとても
上手だと思いました。プレゼン内容に
ついても一つ一つの団体が多くの活動
を実践していて、規模も大きく素晴ら
しいと思いました。

泊他大学の活動は普段全く耳にする
機会がなかったので、他大学の地域や
大学に貢献する活動を知り、もっと頑
張ろうと思いました。

実現するというゴールに向
かって活動していきたい

――Filへの参加を通じて、新たにチャ
レンジしたいことなどは増えました
か？

菊池今回Filで他大学の活動を聞き、
私たちも観光プランを考えるだけでは
なく、実現するというゴールに向かっ
て通年活動していきたいと思います。
今のプランよりも更に良いものを作っ
ていきたいです。

――Filでは参加者全員がともに学び・
学びあうことを大切にしています。グ
ループ内でお感じになった「学びあい
の価値」があれば教えてください

山田自分だけでは考えられなかった、
団体を長く続けていくためにどうした
ら良いかなど、新しい考え方に気づか
されました。意見交換を行う中で、そ
のグループとして新たな考え方も生ま
れてくると感じました。

――こういった活動を支援したいと
思っている教職員やオトナにアドバイ
スやコメントをどうぞ！

越坂活動に対しての考え方や関わり
方が教職員とオトナ、学生で違うと考
えています。それぞれの立場だからこ
そ、感じたことを言い合える機会を設
けることが重要だと思います。

していたからです。対話型のような面
白いプレゼンも、凄いと感じました。

様々な活動で誰かと協力して
やり遂げようという意識がつい
た

――団体活動がその他の学生生活や研
究活動で役立ったこと、広がりを感じ
たことはありますか？

山田様々な活動で誰かと協力してや
り遂げようという意識がつきました。
何か迷ってしまうことがあっても、誰
かに意見を求め、話を聞く機会が増え
たことによりコミュニケーションも図
りやすくなりました。

泊これからは後輩を引っ張って、周
りをまとめなければいけない立場にな
るので、今回の活動やFilで培った経
験を活かして役立てたいです。
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――自分の団体以外で一番「すご
い！」と感じた団体は？

山田常磐大学のTSS支援チームが素
晴らしいと思いました。団体の仕組み
や活動内容を一から組み立て直してい
て、学生のために多くの活動を実践

――他大学の発表を聞いて感じたこと
はどのようなことですか？

菊池同じような経験をしているチー
ムもあれば、全く違った問題を抱えて
いて、それを解決する工夫をしている
なと思いました。
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普段知り合うことができない学
生と知り合うことができた

――Filに参加して一番良かった！と思
うところを教えてください

竹村普段の大学生活で知り合うこと
ができない学生と知り合うことができ
ましたし、お互いの団体について話し
たことで他団体の良い点を私たちの団
体でも取り入れていきたいと思いまし
た。

――他団体の発表を聞いて感じたこと
はどのようなことですか？

樋宮一つの物語として聴講者が楽し
めるような発表が多く、そのような発
表方法を学べて新鮮でした。

市田私たちの団体は団体の中でイベ
ントごとにチームを組んで行うことが
多いのに対し、他団体は一つの団体と
して活動していて、自団体と他団体の
活動の在り方の違いを知ることができ
ました。

――Filへの参加を通じて、新たにチャ
レンジしたいことなどは増えました
か？

樋宮組織の活動方針改革に乗り出し
ました。

――Filでは参加者全員がともに学び・
学びあうことを大切にしています。グ
ループ内でお感じになった「学びあい
の価値」があれば教えてください

野口発表など物事に対して一方通行
の意見や考えを伝えるだけではなく、
それぞれの学びについて意見交換する
ことで、相互の考えを踏まえて自分自
身の考えを深めることができる、その
ことが学びあいの価値ではないかと思
います。

――活動支援金は何に使う予定です
か？

竹村 Fil2019の打ち上げと、これから
の新入生を迎えるために行う新入生歓
迎会に使う予定です！ちなみに、打ち
上げは焼肉でした（笑）

――自分の団体以外で一番「すご
い！」と感じた団体は？

樋宮大東文化大学のDaito Education
PLUSの活動です。学生主体で大きな
イベントを開くなど、大学に貢献する
積極的な活動を行なっていて、見習う
点が多く尊敬しました。

夢キャンコミュニケーターの活
動を通して子ども目線での話
し方を意識できるようになった

――団体活動がその他の学生生活や研
究活動に役立ったこと、広がりを感じ
たことはありますか？

竹村私は児童向けに読み聞かせを行
なったり一緒に遊んだりといった活動
をしている団体にも所属しています。
その団体では行うことのない、子ども
たちに向けての機械操作の説明などを
夢キャンコミュニケーターの活動を通
して経験することで、子ども目線での
話し方を意識できるようになりました。

――まずはFil2019を終えて
率直な感想をどうぞ！

樋宮他大学の活動や状況を知ること
で、自団体の活動にフィードバックす
る上の相似点や相違点を見つけること
ができ、勉強になりました。

――こういった場があると知ってどう
して発表しようと思ったのですか？

樋宮フィードバックをする場として
活用したかったからです。

竹村団体を知ってもらえる良い機会
でもあると思ったためでもあります。

――Filの発表準備をする中で、改めて
ご自身やご自身の活動について感じた
こと、気づきなどはありましたか？

野口団体の活動をまとめるにあたり、
どれくらいの時間でパワーポイントを
作成できるかの時間配分がうまくでき
なくて、締め切りギリギリまで慌てて
行なったことが多かったです。

樋宮団体全体の活動を全て把握して
いる人が少なくて、まとめ作業が大変
でした。

――Fil当日みなさんが一番伝えたかっ
たことはどんなことでしたか？

市田一年間の団体の活動と、イベン
トのうまくできた点・反省点を踏まえ
た来年度の活動指針を伝えたかったで
す。

――それは伝わったと思いますか？

野口メッセージカードを見た限り、
伝わったと思います。しかし、私たち
としてはイベント目的が伝えきれな
かった部分が多かったと思います。

――参加者からもらったメッセージ
カードの内容はどんなものでしたか？

樋宮応援メッセージが多く、これか
らさらに頑張っていこうと思えました。

それぞれの学びについて意見交換することで
自分自身の考えを深めることができる
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弘前ウエディング

――まずはFil2019を終えて
率直な感想をどうぞ！

塚原正直とても悔しいです。練習で
やったことを本番でやりきったと思い
結果待ちをしていたので、その分かな
り大きな悔しさを感じました。

――こういった場があると知ってどう
して発表しようと思ったのですか？

塚原今まで大学内でプレゼンを行
なったことは何回かありましたが、大
学の外に出て尚且つ他の大学生の前で
発表できる機会は今まで経験したこと
がなかったので、自分自身の力がどこ
まで通用するのか試したくなり発表し
たいと思いました。

大学生でもここまでのことがで
きる

――Fil当日みなさんが一番伝えたかっ
たことどんなことでしたか？

塚原まちづくり＝建物などを作れば

学生や社会人の意見や自分の意見を共有し合い、
こういう考えもあるのだと知れた

よいということではないということを
一番に伝えたかったです。理由として
は、私たちの行なっているようなまち
づくりのイメージを持っていない方も
多々いると思います。そこで、大学生
でもここまでのことができるというこ
とを、発表を通してまちづくりに興味
や関心を持ってもらいつつ、新たなイ
メージを持ってもらいたいと思ってい
ました。

瀬戸弘前の魅力を最大限に活かし、
結婚する人たちに忘れられない経験を
してもらうとともに、弘前というまち
を知ってもらい、人が来ないオフシー
ズンを盛り上げていきたいということ
を伝えたかったです。

――それは伝わったと思いますか？

瀬戸プレゼン内容の言いたいところ
は強調して言うことができ、周りの反
応も良かったのでしっかり伝わったと
思います。

――参加者からもらったメッセージ
カードの内容はどんなものでしたか？

塚原弘前を知らなかった方も多くい
て、行ってみたいなどの感想を頂きま
した。とても嬉しかったです。
また、地域資源を活用したまちづくり
を面白いと思ってくれた方も多数いま
した。一方で課題も頂いたので、みな
さんの意見を今後の活動に役立ててい
きたいです。
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千葉商科大学

――Filに参加して一番良かった！と思
うところを教えてください

塚原先ほども述べましたが、課題が
改めて明確になったことです。特に質
疑応答の際に頂いた、東京農業大学の
方から専門的な目線で意見を頂いたの
で、自分たちの活動を進めていく上で



見つめ合っていく必要があると改めて
感じることができました。

野中他大学の行なっていることも深
く知れたことや、発表が終わった後の
グループワークにおいて学生や社会人
の方々の意見や自分が感じたことなど
を共有しあえたり、こういう考えもあ
るのだなと知れたことです。

瀬戸様々な地域の大学の方とコミュ
ニケーションがとれ、より自分たちの
活動を広めることができたことですね。

――他大学の発表を聞いて感じたこと
はどのようなことですか？

野中他大学のプレゼンを聞いて、自
分たちで大学を変えていきたい、良く
していきたい、学生が快適に過ごせる
ように改善するなどといった目的に向
かって活動をしっかりしていて尊敬し
ました。自分たちも負けてられないな
と思いました。

塚原伝え方のうまさを感じました。
発表のスタイルはそれぞれある中で、
抑揚の付け方であったり、工夫があり
勉強になりました。伝えたいことが
しっかり伝わってきたので、今後発表
をする機会に参考にしていきたいです。

考え方ばかりでした。自分の意見と違
うからといって受け入れないのではな
く、しっかり最後まで聞き受け入れる
大切さを改めて感じることができまし
た。

――こういった活動を支援したいと
思っているオトナの人にアドバイスや
コメントをどうぞ！

塚原オトナが考えるより具体性や現
実味がない考え方をするかもしれませ
んが、色々物事を知らないからこそ
の斬新さや新鮮さがあると思うので、
しっかりと向き合うことをしてもらい
たいです。学生目線で物事を考える大
切さを持っているオトナの方の姿勢は、
学生側にも伝わってくるので。

――自分の団体以外で一番「すご
い！」と感じた団体は？

塚原中部大学のコモンズサポーター
がすごいと思いました。理由としては、
自分の大学にも似たような施設があり
ましたが、学生主体で運営しているこ
とに驚きました。しかも、利用者の声
をしっかり受け入れていて、運営のう
まさは参考になりました。今後様々な
課題があると思いますが、頑張ってほ
しいです。応援しています。

――団体活動がその他の学生生活や研
究活動で役立ったこと、広がりを感じ
たことはありますか？

塚原説明する能力がつきました。一
から説明する時などに、工夫して伝え
ることができるようになったので、他
の場面でも活用することができていま
す。他にも、様々な方と関われるので、
接し方などを学べているので役立って
います。
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自分だけでは考えつかなかっ
た問題についても考えること
ができた

――Filでは参加者全員がともに学び・
学びあうことを大切にしています。グ
ループ内でお感じになった「学びあい
の価値」があれば教えてください

野中グループワークにおいては、絶
対に自分では気にしない視点からの意
見が出ていたり、その意見に+αで意
見が出たりしていました。そのため、
自分だけでは考えつかなかった問題に
ついても考えることができ、新しい発
見もできたので良い経験になりました。

塚原一つの問に対して様々な方向か
らの意見を聞くことができたので、そ
こに学びあいの価値を感じることがで
きました。答えが一つのことを考える
のではなく、経験などから自分を導き
だすことが多かったので、参考になる



千葉商科大学 人間社会学部教授
鎌田 光宣氏

――Filというイベントがあることをお
知りになり、どのように思われました
か？

鎌田フィールドワーク等のアクティ
ブラーニングで活動している学生に
ぴったりのイベントだと思いました。

――その上で、学生たちと参加してみ
ようと思われた理由は？

鎌田私自身、他大学の活動内容や学
生の活躍の様子を見る良い機会になる
と思いましたし、本学の学生たちにも
ぜひ見てもらいたかったからです。
大きな舞台で発表し、他者と競うとい
うことは大変良い経験になると思いま
す。

――Fil全体を通してお感じになったこ
とは？

鎌田１つのテーブルにいろいろな大
学の学生と教職員が混在して座る方式
がとても良かったです。１つの発表を
聞くごとにテーブルのメンバーで意見
や感想を言い合うのですが、はじめは
初対面で緊張していたのが、お互いに

どんどん打ち解けていくのがわかりま
した。最後はお別れするのが名残惜し
かったです。

――普段、学生を支援されるお立場と
してヒントになることはありました
か？

鎌田どの団体の活動も感心すること
しきりでした。本学の学生にも、もっ
と幅広く大きなことに挑戦させてあげ
たいです。

――学生が主体的に活動することや、
それを教職員が支援することについて
何かお考えになったことはあります
か？

鎌田大学のサポートが十分でないと、
一部の教員に負担がかかることになり、
その結果学生たちが思う存分に力を発
揮できない。そのような問題を、本学
を含め多くの大学が抱えていると感じ
ました。ただ、手厚いサポートがなく
ても自分たちで何とかする、という強
い気持ちを持って活動してもらいたい
です。

手厚いサポートがなくても
自分たちで何とかする、という強い気持ちを持って活動してほしい

――これからご自身として新たにチャ
レンジしたいと思っていることはあり

ますか？

鎌田自動車レースに参戦したいと
思っています。子どもの頃からの憧れ
でしたが、運動音痴を自覚していたこ
とと、なかなか踏ん切りがつなかった
こともあり、ほぼ諦めていました。
しかし、40代を迎えて金銭面に余裕
が出たことと、たくさんの学生たちの
チャレンジ精神にも触発されて「やっ
てみたい！」という気持ちになりまし
た。Filの後すぐにレース参戦用の自
動車を注文し、納車を待っているとこ
ろです。

――学生たちへのアドバイス・メッ
セージがあればお願いします

鎌田私の学生時代よりもずっと努力
して輝いている学生ばかりでした。
社会に出てからも、きっと活躍してく
れることと思っています。
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摂南大学 薬学部 生命融合化学分野 教授
大塚 正人氏

学生と教職員の信頼関係があれば
学生たちは安心して挑戦していけるのではないか

――Filというイベントがあることをお
知りになり、どのように思われました
か？

大塚ぜひ参加してみたいと思いまし
た。本学以外の大学の学生がどのよう
な活動をして、何を学んでいるのかを
直接知ってみたいと思ったからです。
また、このイベントを通して、他大学
の学生同士がどのように影響し合うの
かを見極めたいと思いました。

――Fil全体を通じてお感じになったこ
とは？

大塚参加していた学生たちがみなさ
ん活き活きとしていて、時間が経つの
があっという間でした。自ら学び、自
ら成長していこうとする学生たちばか
りで、自己肯定感や他者肯定感に溢れ
ている空間でしたね。このように自然
にやる気が出てくるような雰囲気は、
チームで活動していればこそだと負い
ました。

――普段、学生を支援されるお立場と
して何かヒントになることはありまし
たか？

大塚学生の力を信じて、あれこれ手
や口を出さないことですね。今回参加
されていた大学の先生方は、学生たち
を温かい目で見守っておられました。
そのことで、学生たちも責任を持って
自分たちの活動に取り組んでいたよう
に思います。このような学生と教職員
の信頼関係があれば、学生たちは安心
して挑戦していけるのではないかと感
じました。

――学生が主体的に活動することや、
それを教職員が支援することについて
何かお考えになったことはあります
か？

大塚こういった取り組みはすでに色
んな大学で行われていますが、更に広
がっていくのではないかと思います。
今後は各大学での取り組みをお互いに
知ることで、更に深い学びの機会にす
ることができるのではないかと思いま
す。更に、複数の大学の学生が協働し
て共通の目的を成し遂げるような学び
の場が増えていけばいいなと思ってい
ます。

――これからご自身として、教育で新

たにチャレンジしたいと思っているこ
とはありますか？

大塚講義では、学生の学びあいを重
視して「全く教えない教育」を実践し
ていますが、それをもっと周りに広め
ていきたいです。また、学生たちの授
業時間外の事前事後学習がどのように
すれば充実したものになるのか、例え
ばICTを使ってできることなどをデザ
インして、実践していきたいですね。

――学生たちへのアドバイス・メッ
セージがあればお願い致します

大塚今回参加された学生たちは本当
に楽しそうに発表されていました。私
が大学生の頃はこのようなチームでの
活動はほとんどなかったと思います。
本当にうらやましいですね。色々考え
てどんどん新しいことに挑戦してもら
えたら嬉しいです。”I’m OK, you’re
OK”でいきましょう！
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高崎健康福祉大学 教学部学生課
課長代理 熊井 道也氏

高崎健康福祉大学 薬学部事務室
大束 達哉氏

学生が積極的に活動できる雰囲気づくりが重要だと感じた

――Filというイベントがあることをお
知りになり、どのように思われました
か？

熊井他大学の活発な活動や、学生の
自主的な活動に興味を持ちました。

――Fil全体を通じてお感じになったこ
とは？

熊井参加された他大学の学生と、本
学の学生を比べ、参加された学生はと
ても活き活きしていると感じました。
真剣に発表を聞く姿、発表に対して議
論する姿に驚きました。本学の学生に
これほどまでのエネルギー、パッショ
ンがあるかなと思いました。

大束活動発表のみならず、活発な意
見交換がされていると感じましたね。

――普段、学生を支援されるお立場と
して何かヒントになることはありまし
たか？

大束学生が自主的にしたいことに対
して、支援の幅を広げたいと思いまし
た。

熊井学生の立場を考えて行動発言を
したいと思いましたし、自分自身も大
学発展のために成長しなければならな
いと思いました。

――学生が主体的に活動することや、
それを教職員が支援することについて
何かお考えになったことはあります
か？

熊井まずはその環境を作ることと、
学生が積極的に活動できる雰囲気作り
が重要ではないでしょうか。

大束支援できること・できないこと
があると思いますが、学生に寄り添え
るような支援をしていくことが必要と
感じました。

――これからご自身として、教育で新
たにチャレンジしたいと思っているこ
とはありますか？

熊井具体的には決めていないですが、
何ができるかを考えています。

――学生たちへのアドバイス・メッ

セージがあればお願い致します

大束今回初めて参加させて頂いてと
ても勉強になりました。今後も活動
やプロジェクトにチャレンジして頂け
ればと思います。

熊井みなさんの情熱や、自分自身が
成長したいという気持ちがとても伝
わってきました。これからの学生生活
や、社会に出てからのご活躍を心から
願っています。
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当日参加者アンケート【報告】

満足度について

サンプル
数

満足した
まあまあ
満足した

どちらとも
いえない

あまり満足
しなかった

満足
しなかった

無回答

全体 50
38 10 1 1 0 0

76.0 20.0 2.0 2.0 0 0

学生 34
23 9 1 1 0 0

67.6 26.5 2.9 2.9 0.0 0.0

社会人 16
15 1 0 0 0 0

93.8 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0

(上段：人，下段：％）

発表を聞いて、気づいたこと・感じたこと（学生のみ）

・活動をする上での悩みや楽しさ、想い等、日ごろ自分たちだけではわからな
いことが共感でき、同じように活動に向き合っている仲間がいること、とても
嬉しかったです。
・自分たちと似た活動をしていても、その中で生まれてくる課題やそれに対し
ての立ち向かい方がそれぞれ異なっていることに気づき、面白い。
・やはり学生たちが活発に動いているところの発表は面白いなと思った。
・他大学の発表を聞き、様々な企画がありとても楽しかった。他の取り組みを
聞き、自分たちも吸収していきたいと思いました。
・周りの人の協力、大人の協力をもっと得ようとしてほしいと思いました。悩
み、成長、想いを共有し、共感することで自分たちの活動に活かすヒントが得
られた気がします。
・学生生活を盛り上げるために裏でこんなにもたくさんの人が動いているのだ
ということを改めて感じた。
・共感できる点、新発見、様々あって、とても有意義でした。

グループシェアで気づいたこと・感じたこと（学生のみ）

・他大学の良いところをほめるだけでなく、これからどのようにすれば良いか
などの提案も行なっていた。自分の意見も持って、言えるようにしていきたい。
・一般参加の方や他大学の先生など、いろいろな目線での意見をもらいとても
勉強になりました。
・視点・着眼点が多数ありおもしろかったです。考え方は参考になりました。
・どの団体もかかえているものは同じだったりするんだなと思いました。する
どい意見もでていてすごいなと思いました。
・今後の活動を広げていく上で参考になりそうな内容が多くあって、かつ自分
の言葉もまたフィードバックで参考になって、大変良い刺激になったと思う。
・自分で考えたこと感じたことを他の人に共有する、主張するということが自
分は苦手だと痛感しました。
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当日参加者アンケート【報告】

支援者として大切だと感じたこと（社会人のみ）

・一つ一つの場がどのレベルのものであるのかを十分に認識し、適切なサポートを
することだと思いました。
・学生との関わり合い。学生との関係性や距離感をつかみあぐねている教職員の姿
を感じました。
・組織として活動していく上で方向性をそろえる、目的を統一するなど意思統一を
することが大切だと改めて感じました。

学生が自ら学ぶために支援者として難しいと感じること（社会人のみ）

・アイデアを引き出すこと、当事者意識を持たせること、責任感を持たせるこ
とです。
・手や目をかけすぎてしまうこと。色々なところで手厚くしてしまう。
・「やる気」を大学で引き出すことができるのか、持って生まれてのものなの
か、判らずにいます。
・学びたいという意欲をどう持ち、それをどう示すかがとても大事だと思うと
同時に難しいことだと思います。
・学生が自ら学ぶ「場」をどのように用意するのか、また、支援者としてどの
ように関わるのか、ということでしょうか。

その他印象に残ったこと、気づいたこと

（学生）
・FBや質問があって、考えやすい構成となっていてよかったと思います。ただ、
質問者がかたよっていたので、色んな人がきけるようになればと思いました。
・様々な団体の活動を知れて面白かったです。特に、参考になるような企画の立
て方などが分かり、今後真似して頑張ろうと思いました。
・とても有意義な時間になりました。いろいろな団体と話す機会はあまりないの
でよかったと思います。
・Filに参加するのは2回目だが、参加するたびに新たな視点を学べ、良い刺激をも
らえる。
・初めて参加しましたが、最初はまったく知らない人とのディスカッションはと
ても緊張しましたが、話すとどんどん溶け込んでとても楽しかった。
（社会人）
・学生たちの力と可能性を感じました。
・教職員が本気で向き合えば、学生は応えてくれると思います。
・参考になるヒントが沢山ありました。取り入れていきたいと思います。
・大学を超えて交流できるFilのような場が、学生自身の学びにとってとても重要
だと思いました。このような機会こそが、学生の主体的学びになっていくものと
思います。
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Fil2019 開催を終えて

株式会社ラーニングバリュー
代表取締役 安田 仁秀

ふりかえりながら学びを深めている
「人や組織や社会が学ぶ価値を探求し、学ぶことを通じて豊かな社会を実現する。」

上記は弊社の理念です。そして我々は次のようにも考えています。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
学ぶことを通して、新しく深い気づきが生まれ、その気づきは意識や思考を揺さぶり、
変化を与え、行動変容の欲求に結びつく。行動が変わることで周囲からポジティブな
フィードバックが届き、自信につながり、周囲の景色が変わって見えるようになる。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

この学びの一連のプロセスが人に豊かな気持ちをもたらすのではないか、
また、成長のサイクルに結実するのではないか、と考えています。
そして、そのような場を数多く創造し、人や組織や社会に提供していくことが、わたし
たちの使命だと固く信じて活動しています。

今回学生の発表を聴かせてもらい、Ｆｉｌはそのような場を提供できているのではない
かと手前味噌ですが感じました。そして今回のＦｉｌではもうひとつ感じたことがあり
ます。それは学びにとって『ふりかえり』は大事である、ということを再認識したこと
であります。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
学生が発表をするために、自分たちの活動をふりかえる。ふりかえることで、活動で得
た学びだけではなく、さらに学びを深めていることがよく理解できる。その学生を支援
している教職員も、学生と共にふりかえりながら学びを深めていることが伝わってくる。
また、その発表をＦｉｌの場で聴いている他の大学の学生や教職員も学び、主催者であ
る我々も学んでいるとことが鮮明に実感できる。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

『ふりかえり』の魔術と言えるのではないでしょうか。
そのような学びを深める『ふりかえり』の場であるＦｉｌを我々はこれからも提供して
いきたいと強く感じています。
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Fil2019開催にご協力くださったみなさま、
ご参加いただいたみなさま、
本当にありがとうございました。

またFilの場でお会いできますよう・・・



『Field of invaluable learning』で大切にしたいこと

・互いの成長を願う姿勢を大切にすること
・互いに感じた事・考えた事を出来るだけオープンに話すこと
・それぞれの「違い」を楽しむこと
・学生も社会人も＜学び合う＞こと


