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代表挨拶
この度は、学生国際協力 NGO FEST TOKYO 11 期 活動報告書を

お読み頂きありがとうございます。

慌ただしい社会情勢の中、今年もこのように報告書を作成出来たことを
非常に嬉しく思います。

昨年の来期展望で私は、「11期はFESTにとって『転換期』である」と
申し上げました。それは、在籍して日の浅いメンバーが多く、今後も
このような状況が続くと思い、支援の在り方が変化するのではないかと

予測していたからです。
今期は団体としてプロジェクトに新たな発想や考えを

積極的に取り入れてきました。ただ、

「世界から向こう見ずな支援をなくす」

この軸を一切曲げることなく、このような状況下でも今私たちに何ができる
のかを一生懸命考え、実際に挑戦してきた1年になったのではないかと
考えています。残念ながら今期も新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
フィリピン・セブ島へ渡航に行くことは叶いませんでした。しかし、
11期での活動が今後のFESTにとって役立てればと思います。

その成果と課題の
記録を、この報告書にまとめました。

メンバー全員で新たに踏み出した1年間の活動を、是非ご覧ください。

2



団体説明

正式名称：学生国際協力 NGO FEST TOKYO
創設日：2010年 7月28日
構成員：大学生 21人（2021年 10月時点）
関係団体：学生国際協力 NGO FEST HIROSHIMA（2012 年設立）

1. 団体理念

「現地のために、自立支援を行う団体」である。FESTはそもそも「他のNGOの行う、
現地に求められている支援ではなく、自分たちのしたい支援を行う姿勢」に問題意識
を感じ、この団体が創設されたという経緯を持っている。そのような「向こう見ずな
支援」をなくすために、FEST はただ現地に合わせた支援を行う NGO ではなく、よ
り良い国際協力を探究していくNGOである。

Mission：最良の国際協力を探究、実行、啓発する
Vision：世界から向こう見ずな支援をなくす
Value：
Quest ー懐疑的な探究・本質的な活動
Flexibly ー柔軟な思考・最適な行動
Evenly ー多様性の尊重・補完的な関係
Youthfully ー自発的な挑戦・将来に亘る還元
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2. 社会貢献モデル
Mission である「最良の国際協力を探究、実行、啓発する」を図式化したものが
社会貢献モデルである。探究するとは、現地で行った活動の経験だけでなく、国内
でのミーティングや文献を読むこと、外部の方と実際に会って話すなど、様々な形
が期待される。実行するとは、そういった活動の中で得た知識や経験、また書く支
援地の仮説から「最良の国際協力」について考察を深め、外部の方からのフィード
バックを得たのちに完成した支援のモデルを実行する、ということである。啓発する
とは、上記のように考えられた支援モデルを外部に啓発するのみならず、国内フォ
トワーク事業部が社会問題や国際協力について関心のない層までをターゲットにし
た啓発活動を行っていることを示す。以上の探究、実行、啓発のサイクルが「社会
貢献モデル」である。

3. 仮説思考
私たちFEST の支援には「仮説思考」が欠かせない。1 年間で 2 回という限られた
渡航の中で得る現地の情報を基に、スキルや知識が不十分である学生が、住民の解
決したい問題（ニーズ）を把握し、またそのニーズが達成されない要因（阻害要因）
に対して正確にアプローチする。このために仮説思考を用いて、阻害要因の特定をし、
さらにその支援方法も模索しつつ、支援を進める。地域の現状や問題についての情
報収集だけで何年もの時間がかかってしまうが、仮説思考を用いることによって、地
域の問題に対する解決方法の軸を決めることができ、より早く問題解決にあたること
ができる。
上記の社会貢献モデルの仮説を使用する状況として、以下の2つがある。
1つ目は、「住民による問題解決に対する阻害要因」を特定するときである。
そして2つ目はMissionにもあるように、阻害要因に対する最良の国際協力の「方法」
を特定するときである。このようにして、以上の 2 つの仮説を立て、最良の国際協
力を探究、実行、啓発していく。もちろん国際協力に 1 つの正解があるとは考えて
いない。地域や環境によってその手法は異なる。その中で学生にできる国際協力の
手法や、支援において共通して適用できる課題解決方法を模索しているのである。
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4.11 期組織体制

FEST

事業局

事務局

海外事業部

国内
フォトワーク
事業部

広報部

渉外部

事業局
海外事業部：支援地への直接的な支援活動を行う。
国内フォトワーク事業部：国内での啓発・発信活動を行う。

事務局
広報部：主にSNSを媒体としたPR戦略を行う。
渉外部：他団体との関係構築や協賛獲得を目指した活動を行う。
※経理（団体の資金調達と資金運用）は事務局を統括する事務局長が
行う。
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5. 支援の流れ
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①支援地選定
まず新たな支援地を選定することから始まる。現地の行政機関であるバランガイを訪
問し、バランガイの管轄地域を訪問し候補地調査を行うこと、プロジェクトを実施す
ることの許可を得る。現地の行政機関と連携して行う理由として、FESTが提示する
条件に合う支援地を探すためには、地域についてや地域の問題・ニーズを把握して
いる行政機関が適しているからである。また、候補地調査における私たちの安全を
確保するために、信頼のおける現地の人と行動を共にすることが重要である、FEST
の条件に合う地域をバランガイから紹介してもらい、バランガイスタッフと共に候補
地調査を行う。調査を行った地域の中から最も条件に合った地域を選ぶ。

②関係構築

次に決定したニーズに取り組んでもらうため、FEST オフィサーの確立を行う。この
支援を通して、住民主体で問題解決を行えるようになっていくことが私たちの目標で
ある。つまり、問題解決にあたる主役は、私たちではなく現地に住んでいる住民である。
FEST オフィサーを確立するために、住民集会などで住民によって決めてもらう。オ
フィサーには代表、副代表、監査、経理、秘書の主な 5 つの役職がある。地域には
既存の組織がある場合が多く、彼らが FEST オフィサーとなる地域もある。FEST
オフィサーは集会の進行などのプロジェクトの進行だけではなく、FEST との連絡係
も務める。こうして FEST オフィサーと連携しながら、プロジェクトの成功をサポー
トする。

③ニーズ調査・決定

④FESTオフィサー確率

住民との関わりは信頼関係を築くところから始まる。外部の人間は、住民たちに警
戒されてしまい、ニーズを聞き出したり、問題の根本を引き出せない。さらに私たち
の支援は住民の協力が不可欠なので、信頼関係なしには私たちの自立支援は成り立
たない。そのため、ここに何をしに来たのか、どんな支援をしようとしているのか、
目的をしっかり伝える。住民とのコミュニケーションを重ねることによって、表面的
ではない、本質的なニーズや問題の構造を把握できる。

FEST は、段階的な支援の流れを行う。初めからプロジェクトを全て住民に任せつ
のではなく、最初はFESTも住民と一緒にプロジェクトを運営する。住民のモチベー
ションを上げつつ、住民が主体的に自分たちの問題解決に当たれるような環境を整
備する。前述したような阻害要因の分析のサポートや、目標の明確化、住民集会の
開催の催促を FEST オフィサーや地域住民との話し合いを重ねながら行う。次のプ
ロジェクトでは FEST がサポートしていた部分を任せ、住民主体を段階的に達成し
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最後にインパクト調査を行う。プロジェクトを行うことによって、どんな問題が解決
されたのか、また住民はこの支援によって、阻害要因を取り除き、自分タイ t だけで
問題解決を行うことができるようになったのか。これを評価し、次のプロジェクトに
反省点や良かった点を生かす。

⑤ニーズや阻害要因の分析

FEST オフィサーを立ち上げた後、ニーズや阻害要因を分析する。分析を FEST 内
部で行うのとは別に、プロジェクト内容を決める前に、この作業の重要性を住民に
伝え、住民内でも分析を行ってもらう。住民が将来的に自分たちだけで持続的に問
題解決をしてもらうためには、この問題分析は欠かすことはできない。阻害要因を根
本まで洗い出せなければ、解決策も表面的になってしまうからである。

⑥プロジェクト実行
FEST は、段階的な支援の流れを行う。初めからプロジェクトを全て住民に任せつ
のではなく、最初はFESTも住民と一緒にプロジェクトを運営する。住民のモチベー
ションを上げつつ、住民が主体的に自分たちの問題解決に当たれるような環境を整
備する。前述したような阻害要因の分析のサポートや、目標の明確化、住民集会の
開催の催促を FEST オフィサーや地域住民との話し合いを重ねながら行う。次のプ
ロジェクトでは FEST がサポートしていた部分を任せ、住民主体を段階的に達成し

⑦インパクト調査

⑧撤退・経過観察
その後私たちは撤退する。撤退した後も経過観察として地域に入り、プロジェクトの
影響や、現在、地域の現状はどのようになっているのか確認する。FEST は「支援
団体がいなくなっても持続的に住民だけで問題解決に取り組める」そんな環境を目
指している。
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11 期全体活動
渡航中止をきっかけとし、今期も前期に引き続き、従来の班ごとの活動に加え団体
全体での活動を取り入れた。従来は渡航計画を話し合うことが通常活動の主な内容
であったが、渡航中止を受け時間的余裕が生まれた事が背景としてある。詳細は以
下の通りである。

実施背景
国際協力団体に所属するメンバーとして、今一度「国際協力」に対する知識や理解
を深め、メンバー内で共通認識を取る必要があるという話し合いから、テーマを設け
たディスカッション、輪読による知識のインプットなどの意見が挙げられた。他のメ
ンバーにも意見を募った結果、国際協力の形について考えられるテーマの議論がし
たいとの声が多く挙げられ、その中でも特にメンバーから取り組みたいという声の多
かった学びに対して、 ディスカッションを行う事にした。さらに、団体の Vision であ
る「向こうみずな支援をなくす」という国際協力にあり方について考える事で、理念
に対するメンバーの理解や解釈も深まるという考えの下、ディスカッションを実施す
ることになった。

1.「向こうみずな支援」についてのディスカッション

詳細
団体のビジョンである「向こう見ずな支援をなくす」を元に、1か月間 (全4回 )のディ
スカッションを行った。目的は以下の通りである。

＜目的＞
 ①班内外のメンバーと意見交換をできるようになる、人の意見を理解する
→PJで質のいい議論をするため。
 ②理念解釈に繋げる
→今後PJを進めるうえで軸になることだから。また、現在の理念に対して懐疑的に
なって欲しいと思ったため。
③(テーマに対する )考えを深める、知識を付ける
→今回のディスカッションで得た知識や考えをPJに役立てため。

ディスカッションでは、司会進行、書記、全体発表、タイムキーパーと役割分担を
決めて行った。ディスカッションの流れは以下の通りである。

1. 自分の意見をグループで発表 (10 分 )
2. 意見に対する感想、異議 (10 分 )
3. まとめ (10 分 )
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2.自己紹介プレゼン
実施背景
11 期 FEST の抱える課題の 1つとして、オンライン活動によりメンバー内で十分な
意思疎通ができない点が挙げられた意思疎通が十分にできないと、議論が円滑に進
まず意見が活発にならない。そこで、まずはお互いの事を知り、団体の結束力を高
められるような機会を設けるのが良いのでは、という意見が話し合いの中で挙がった。

詳細
自分のことを他のメンバーにも知ってもらうために各自スライドを作り、メンバー全
員の前でプレゼンテーションを行った。発表後には、発表者に対するスライド内の内
容の深堀りや、その他の質問を受け付けた。プレゼンのテーマと目的は以下の通り
である。

＜テーマ＞
1「自分の生い立ち (人生の転換期 )と、自分は何者か (例 : 好き嫌い・得意不得意 )」
2「現在自分が国際協力が携わっている理由・きっかけ」
3「自分の将来像と、自分にとってのFESTの存在意義・位置づけ」

＜目的＞
①国際協力に携わっている理由や FEST の活動に対する姿勢など、自分自身を見つ
めなおす
②みんなのことを知ることで、自分の意見をみんなが言える ( みんながみんなの意見
を尊重する )ような環境にする
③班・事業部を超えて、11期の一体感を持つ

3.グループワーク
実施背景
当初の11期 FESTの課題として、情報収集をする力が欠けているという視点があっ
た。そこで、自分たちで情報収集をして、グループで話し合い、簡単に得られる知
識ではなく優れた情報を整理してまとめる力を得る機会を設けた。また、定められた
課題 ( テーマ ) に対して、得た情報を元に今自分たちができることがあるのかを模索
するという一連の流れは実際の PJ( 班活動 ) で必要な行動となるため、習得した学
びを班活動にも還元して欲しいという思いのもと、約 3ヶ月間全体活動としてグルー
プワークを実施した。

詳細
グループワークの流れは次の通りである。まず各メンバーが興味のあるテーマを出し
合い、3、4 人のグループに分かれて各グループは出されたテーマから 1 つを選ぶ。 
選んだテーマについて事前に調べ、得られた情報を元に 課題に関してメンバー内で
話し合う。そしてまとめた情報や意見を、全体の前で発表する。毎回発表後は、他
のメンバーからの感想を記すこととした。 テーマの詳細は以下の通りである。
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　　グループ テーマ 選んだ理由

東南アジアの発展と貧困
格差

子ども兵士について

遺伝子組み換え作物と
生命

FESTの活動地域と関連するため、
PJに役立つのではないかと考えた
から

・グループ全員が興味があったから
・調べ学習に適しているから
・自分たちが今できることを見つけ
にくいため、達成感を味わえそう
だから

グループ全員が興味があったことに
加え、この遺伝子組み換え作物と私
たち、そして途上国との関係を明らか
にできたら面白いなと思ったから。
そして、メンバーが紹介してくれた映
画やドキュメンタリー含め、情報のリ
ソースが多く多様だったから。

1

2

3
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海外事業部　
ヴィラ班
海外事業部
ヴィラ班

目次

1.ヴィラの概要

2. 関係構築PJ

3. 国内活動

4. 現状の課題と今後の展望
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ヴィラ班　ワード集

・PL
プロジェクトの略

・オフィサー
現地組織のリーダー

・動画ウォッチパーティ
Facebookのグループ内の人のみ閲覧出来る動画の配信機能
である。現在は終了している

・カレカレ
シチューに似たフィリピン料理
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1.ヴィラの概要

〇ヴィラ班の概要

海外事業部ヴィラ班は、Villa Saceda Compound( 通称ヴィラ)という地域を支援している。
ヴィラは約 25の世帯数を有し、今までFESTが支援した中で最も小規模な支援地である。
2019年春のニーズ調査にて、排水溝整備、道路舗装、街頭の設置、ゴミ箱の設置という
地域のニーズが挙がり、現在まで最も高いニーズである排水溝整備のPJを進めている。

（ヴィラを住民宅の屋上から撮影した写真）

（ヴィラを住民宅の屋上から撮影した写真）
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〇ヴィラ班全体の流れ

2018.11-2019.2

新支援地決定のための調査項目を検討

2019.3
新支援地決定のための調査、関係構築イベント
住民へのニーズ調査➡排水溝整備プロジェクトに決定

2019.4-2019.7
排水溝整備PJのプランニング

2019.8
排水溝整備PJのための聞き込み

2019.9-2020.2
資金調達のプランニング

2020.4-2020.10
新型コロナウイルス対応の検討 (緊急支援など )

2020.10
オンラインでの関係構築PJ始動

2021.3
新オフィサー体制発足

2021.4
国内活動の開始
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2019.9-2020.2
資金調達のプランニング

2020.4-2020.10
新型コロナウイルス対応の検討 (緊急支援など )

2020.10
オンラインでの関係構築PJ始動

2021.3
新オフィサー体制発足

2021.4
国内活動の開始

〇排水溝プロジェクト

2019年春渡航にて行った住民へのニーズ調査の結果、満場一致で「排水溝整備」が地域
の第一のニーズとして決定した。住民が具体的に求める排水溝とは、「蓋が設置されている」
「深さ・幅・長さが調整されている」「道の中央に設置されている」ものである。これら詳細
なニーズは以下のような課題を解決するものとなる。
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現在、排水溝整備のための費用は住民が Monthly Dues を用いて集めている。Monthly 
Dues は、①地域全体に関わる税金の支払いなどに充てる町内会費、管理組合費としての機
能と、②余剰額を用いて地域の課題解決に使用する積立金としての機能がある。ヴィラには排
水溝整備以外にもインフラ整備のニーズがあるため、「住民が継続的に自ら資金調達できる」
ように Monthly Dues での集金体制を整えることは非常に有意義であると考えられる。しか
し、現在まで地域組織体制の脆弱性などいくつかの課題が見られ、Monthly Dues の徴収
は不十分な状態にある。今後も引き続きオンラインまたは次渡航にて Monthly Dues に関す
る情報収集、原因分析、改善案施策を行う予定である。

〇オフィサー一新の経緯
以下が、オフィサーの組織図である。以前のオフィサーの体制と同じように、5 人の幹部と 
5 人の役員を中心とした地域組織「Villa Saceda Homeowners’ Association」が存在し
ている。

�������������

現在のオフィサーは、以前の主婦が中心の構成員ではなく、フルタイムで仕事を行っている
人が多い。そのようなことが起因して、オフィサーの会議の参加率が良くないという声を一
部聞かれた。今後も引き続き、オフィサーの状況に関して、情報収集を行っていく。

・目的
国内フォトワーク事業部がプロジェクトを行い、達成したいゴールを
示す。対象者になって欲しい姿として捉えられることもある。

・目標
目的を達成するために国内フォトワーク事業部ができること、するこ
とを示している。

・啓発の意義
11期国内フォトワーク事業部が、国内で啓発活動を行う理由、その
必要性を考えてできた文言。具体的には６つのステップが示されてい
る。国内フォトが啓発を行うところからその対象者が国際協力従事者
になるまでの流れを示した。

・小さな国際協力
自分が世界の一員であることを自覚し「遠い /近い人を思う想像力」
持って日常的なアクションをすること。

・Co-in
11 期国内フォトワーク事業部が立ち上げたサイトの名前。

・チャネル
閲覧者がサイトに繋がる手段。

・他団体誘致
Co-Inに FEST以外の団体の記事を書いてもらうことや他団体のイン
タビュー記事を載せることを示している。
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2. 関係構築 PJ

支援するにあたり、住民との関係構築は不可欠なものであるが、11 期ヴィラ班は住民と直
接面識がないメンバーで構成されている。よって、まずは「次渡航の際、住民との関係にお
いて支障なく PJ を進行するため、コミュニケーションを円滑に行えるようになる」ことを目
的に、11期からオンラインでの関係構築PJを始動した。具体的には動画ウォッチパーティー
や写真投稿、テレビ電話、メッセンジャーでの連絡を行っている。これらの取り組みにより、
10 期ヴィラ班で挙げられていた課題、「住民とFEST の関係の希薄さ」とそれによる「情報
不足」が、多少改善傾向を見せている。

〇動画ウォッチパーティー
《概要》
オンラインでの関係構築 PJとして初めに取り組んだのは、動画ウォッチパーティーであった。
具体的に Facebook のグループに投稿した内容は『カレカレ作り』、『メンバーの STAY 
HOMEの仕方(近況報告)』、『高尾山』も3つである。その後、Facebookにおける動画ウォッ
チパーティーの機能の終了や、動画作成の負担、住民からの反応が想定よりも得られなかっ
た点から写真投稿に変更することにした。COVID-19 の影響により緊急事態宣言がオフライ
ンでの動画撮影は困難になったのもPJの終了に影響した。以下が動画ウォッチパーティの際
の画像である。
左から、『カレカレ作りの宣伝写真』、『メンバーの STAY HOME の仕方の動画内容』、『高
尾山の紹介写真』である。
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《課題点と改善点》
課題点として、『動画の適切な尺の把握が難しい』『字幕付けの作業の難航』『動画作成の負
担が大きい』『負担が大きいが視聴されない』という点が挙げられた。改善点としては『住
民に適切な動画の長さを聞く』、『字幕をつけることを意識して話す』、『タスクの負担の見直
し』、『動画投稿までカウントダウン方式での告知』を行った。しかし、改善策を実行したが、
動画を多くの住民に見てもらうことは出来なかった。メンバーの負担と成果も考えた結果、
動画ウォッチパーティのPJを終了した。

《良かった点》
動画だと写真や文章よりもヴィラ班のメンバーの性格や個性が伝わる内容になり、住民から
の認知やどのような人物が FESTに所属しているか、ヴィラ班の雰囲気が住民に伝わったと考
えている。第一回や第二回の反省を生かし動画を作成していくことができた。この事も良い
点だった。

以上が動画ウォッチパーティーの内容である。

〇写真投稿
《概要》
2021 年春より週に一度、主にメッセンジャーで住民と連絡をする際の話題づくりとして写真
投稿に取り組んできた。依然反応してくれる住民が少ないという課題はあるが、さまざまな
工夫によって効果を見せ始めている。例えば、住民が興味を持ってくれるように、投稿内容
を工夫したり、メンバー自身が投稿に積極的にコメントすることで、住民も投稿にコメントを
くれるようになった。以下は、具体的に行った写真投稿内容である。

<過去の投稿内容 >
・新メンバー紹介
・日本のお昼ご飯（お弁当）
・フィリピン料理を食べてみた感想
・FESTのオンライン活動
・最近はまっている音楽
・日本の夏文化（七夕、風鈴）
・オリンピックで金メダルを取ったフィリピンのウエイトリフティングの選手
・セブに売っている日本のお菓子
・ホセ・リサールとおせいさんの話
・可愛いユキヒョウの動画紹介
・お月見
・オリンピック会場、国立競技場に行った時の様子
・日本のアニメ、ワンピース 19



日本のアニメ、ワンピース
について

オリンピックで金メダルを取った
フィリピンのウエイトリフティング
の選手について

ホセ・リサールとおせいさんの話
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《概要》
2021 年春より週に一度、主にメッセンジャーで住民と連絡をする際の話題づくりとして写真
投稿に取り組んできた。依然反応してくれる住民が少ないという課題はあるが、さまざまな
工夫によって効果を見せ始めている。例えば、住民が興味を持ってくれるように、投稿内容
を工夫したり、メンバー自身が投稿に積極的にコメントすることで、住民も投稿にコメントを
くれるようになった。以下は、具体的に行った写真投稿内容である。

<過去の投稿内容 >
・新メンバー紹介
・日本のお昼ご飯（お弁当）
・フィリピン料理を食べてみた感想
・FESTのオンライン活動
・最近はまっている音楽
・日本の夏文化（七夕、風鈴）
・オリンピックで金メダルを取ったフィリピンのウエイトリフティングの選手
・セブに売っている日本のお菓子
・ホセ・リサールとおせいさんの話
・可愛いユキヒョウの動画紹介
・お月見
・オリンピック会場、国立競技場に行った時の様子
・日本のアニメ、ワンピース

《良かった点・課題点》
　写真投稿には、以下のような好影響もあった。

・投稿内容を話のネタにすることで、メッセンジャーでのコミュニケーション量が増えた住民
がいる
・反応の良かった投稿がどんなものかを知ることで、住民がどんなことに興味があるのか以前
より予測しやすくなった。これはオンライン・渡航時に関わらず、今後の住民と関係構築PJ
に活かせることだと考えている。

一方で「投稿にコメントやいいねなど反応してくれる住民が依然少ない」「写真投稿によって
交流が図れる住民が特定の人に偏っている」といった課題点がある。今後も引き続き、写真
投稿を通して住民とのコミュニケーションが増えるような工夫を図る必要がある。

〇メッセンジャー
《概要》
11期に限らず、メッセンジャーでのコミュニケーションは今まで取り組んできたことであるが、
11期では以前より頻度を上げて、多い時で週に一度住民に連絡を取った。メッセンジャー
を通してFESTメンバーと住民が一対一の会話を重ねることで、情報を収集したいという狙
いに加え、信頼関係の構築にも繋がるため、PJ進行における心理的安全性を上げられると
考える。

《良かった点・課題点》　
メッセンジャーでの連絡は、一対一で丁寧にコミュニケーションを図れるため、比較的関係
を構築しやすかった。ただ、友達追加してもらわないと連絡できない住民がいるなど、全体
としては緻密なコミュニケーションを取れる住民はとても多くはない。

〇テレビ電話
《概要》
　2021年 3月に新しいオフィサーとテレビ電話を数回行った。事前に住民に聞きたい内容
や、反対に聞かれそうな質問を予測して回答を準備するなど工夫をし、テレビ電話の時間を
有意義に使えるようにした。
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《良かった点・課題点》
テレビ電話の第一の利点として、情報収集の行いやすさがある。今まで住民にとって返信を
しにくい真面目な内容のメッセージは既読スルーされることがほとんどであったが、テレビ電
話はではまず無視されることはなく、相手の言葉以外の反応を含めさまざまな情報を得るこ
とができた。また、テレビ電話で実際に会話をすることで、その後のメッセンジャー内のコミュ
ニケーション量・質が共に上がった。
ただ、大きな課題として、現地の Wi-Fi の環境が整っていないことが挙げられる。最も協力
的な地域組織の幹部の家の Wi-Fi の環境が悪く、テレビ電話を断られることもあった。また
FESTとテレビ電話をすることに対して積極的な反応が少ないこともあり、今後のテレビ電話
はより緻密な計画のもと行う必要がある。

〇現状の課題
1．オンライン上での関係構築の難しさ
私たちはFacebook を通して関係構築 PJを行ってきたが、そもそもFacebookグループに
参加している全体の約 1/3 の住民にしかアプローチできないため、こちらが連絡できるヴィ
ラ住民の人数が限られている。人数の制限に加え住民のインターネット環境によりテレビ電
話などが難しいため、アプローチできる手段も限られている。また、FEST と住民の両者が
英語ノンネイティブであるため、文字のみの会話が盛り上がりづらい。最後に、まだ関係構
築 PJ に興味を示す住民が少ないことが問題として挙げられる。これは、FEST が住民に連
絡の意図を伝えきれていない、FEST メンバーの多くが渡航未経験者であるため FEST メン
バーを信用していない、住民が忙しい、FEST と連絡を取っても住民にメリットがないことな
どが考えられる。

2．関係構築における目標設定
信頼関係は感覚的なものであるため、その目標設定や達成基準、目標に合ったアプローチの
設定が難しい。当初メッセンジャーの返信率に対し定量的な目標（支援を円滑に進めるため、
FB でコンタクトがとれる現地住民の 2/3 以上の人と、双方に 1 か月に 1 度メッセンジャー
で会話をする関係）を立てたが、住民の返信率が多少上下しても信頼関係の構築が進んで
いるという実感はなかった。メッセージ内容に注目しても、信頼関係が構築されているといえ
る状態が明確でない。
11 期では多少一方的な関係構築を行っていたため、12 期では関係構築を行う意義を明確
なものにする。住民の理想状態の段階をもとに FEST が築いていきたい定性的な関係構築を
深く考えた上で、どのようなPJを行うのか、また行わないのかを決定する。
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〇今後の関係構築

《住民との関係構築における段階》
従来の関係構築の目標は定量的な要素が強く、定性的な要素が欠けていた。そこで定性的
な関係構築の目標を設定するために、メンバーが考えるヴィラ住民との理想の関係を上げた。
その結果、関係構築には様々な要素が含まれていることが判明した。そこで段階的な関係構
築のモデルの作成を行うことになった。段階的な関係構築のモデルとは「理想のヴィラ住民
との関係」を達成するためにヴィラ住民がどのような状態にあるべきかを、定性的且つ段階
的に考えたものである。まだ、このモデルに関しては作成途中であり、今後も取り組んでいく。

（既存PJがある状態の住民の段階）

《今後の取り組み》
今後の関係構築 PJ では、まず関係構築のモデルに不適切な部分がないか再度確認を行い、
修正する。その後、作成したモデルの段階ごとに合わせて、達成度の基準の設定を行い、設
定したレベルに到達するようなアプローチ方法も考えていく。達成度の基準の設定を行う際
は効果測定が難しいものも含まれるので配慮する。そして、これらを仕上げた後に 12 期と
しての関係構築PJの新たな全体目標の設定を行う。
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3. 国内活動

〇国内活動の経緯・目的

新型コロナウイルスの感染拡大により2019 年夏から渡航にいけない時期が長く続いている。
上述のように新オフィサー体制が発足したことのほか、現地のさまざまな状況が変化してい
ることが予測されるため、次渡航では主に、関係構築と情報収集を再度丁寧に行う必要があ
ると捉えている。しかし、今期も渡航の目途がつかなかったことから、渡航の準備を現時点
で行うより、ヴィラにおける支援の可能性を広げるための国内活動を行えないか模索すること
にした。結果として、11期では資金調達やPJの課題分析を行うことになった。

〇資金調達
《概要》
　資金調達は、長期間海外渡航が困難な時期が続いていることから、渡航が可能になるまで
の期間、支援地ヴィラに還元できるような国内活動を行えないかという経緯のもと編成され
た。なお、11 期中は資金調達を行う意義、資金調達の具体的手段を取る上で採択する判断
軸を定めたのち、お祭りの出店における資金調達を行った。

《具体的な取り組み》
①資金調達を行う意義
当初、支援地ヴィラに還元できるような国内活動を行うために資金調達を行うこととなったが、
その上でなぜ資金調達という選択をとったのか明文化をした。つまり、「排水溝整備PJのため、
かつヴィラの方々の自立を促すための資金集め」とし、資金の使い道を限定しないような、様々
な可能性を残し、広く捉えられるものとした。現時点では、この 2 つの目的のために資金を
調達し、目的達成のために資金を使う予定である。なお、PJ 内で使う資金の用途は、新型
コロナウイルスの影響によりヴィラ住民との関係が希薄になっていることから、渡航によって
情報収集をした上で決めていくものとする。また、具体的手段に関しては、意義に沿ったも
のを選択する為に実現性などの軸を設定した上で決めた。

《出店における資金調達》
以上の手順を踏まえ、我々は町田市の祥雲寺で開催される寺フェスというお祭りに出店した。
以下はその詳細である。
まず、お祭りの出店においてスタンスを決めるためにコンセプトを定めた。
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①フィリピンの文化をお客さんに触れてもらう
②学生団体の活動を知ってもらう
この2点はお祭りを通してフィリピンとFESTに触れてもらうことがお客さんへの最大の付加
価値であると考えた為である。この2つを達成するために、以下のの手段をとった。
＜①＞
装飾において、「pahiyas festival」というフィリピンの Lucban という場所の 5 月にある収
穫祭をモチーフにする
フィリピンのお菓子を売る
お客さんと支援地についてお話をする
＜②＞
看板でFESTの紹介をする
お客さんにFESTのことについて詳しく書いた紙を渡す

お客さんにFESTについての説明をする

なお、祭りの来客者数、客層、出店費用の情報によって出店を決めた。出店前にはSNS発信、
寺フェス周辺へのポスター掲示によって広報をし、ゲーム要素（お祭り感）を出すためにお
菓子に磁石をつけてそれを磁石のついた竿で釣ってもらう形にし、1回 300円とした。
　結果として、来客数は20人で準備にかかった費用が利益を上回る結果となり、赤字となっ
てしまった。活動の根本の目的である資金を集めるということはできなかったものの、団体説
明の紙の配布やフィリピン文化の発信、出店中の雰囲気の撮影など、収穫も得られた。
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＜寺フェスの風景＞

〇現状の課題と今後のPJ①資金調達
現状の課題としては、1 番の重要事項である利益を出せなかったことに対する原因の分析、
解決策の検討が必須である。赤字を出してフィリピン、FEST の発信をするなら、広報部と
して行えば良いからである。なお、寺フェス出店までの PJ においては、出店日を踏まえた上
での計画性が欠如していた事、コンセプトに沿って決めたものが顧客に伝わるものではなかっ
た事、自分たちの PJ の経験不足が大きな課題として挙げられる。また、資金調達を行う意
義の抽象度が高く、具体的な手段を決める議論も不十分であった為、今後深く話し合う必要
がある。

〇啓発
《概要》
10 期の話し合いでヴィラに還元できる国内活動の有力な手段として啓発が挙げられたため、
ヴィラ班として啓発を行うことを検討した。しかしながら、実際に話し合いを行っていくうち
に啓発以外にも有力な手段が挙がったため、手段を啓発に絞ってしまうのではなく、〈ヴィラ
に還元できること〉を軸として、ヴィラを支援するにあたって FEST が抱える問題 ( 例 : 住民
とのコミュニケーション不足、FEST の見識不足など ) を解決出来るような PJ を考えていく
という結論に至った。
この軸のもと、問題分析とPJの案出しを行った。
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《具体的な取り組み》
1. 問題分析
　どの問題にアプローチすべきかを考えていくために、ヴィラを支援する上で現時点で想定さ
れる問題・原因・その問題によって引き起こされる問題についての分析を行った。以下は、
問題と原因の図式化を行なったものである。

（黄色 : 問題、青色 : 原因）
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2.PJの案出し
渡航が可能になった際に PJ を円滑に進められるようにするため、ヴィラを支援するにあたっ
て、FEST が抱える問題を解消出来る PJ について考えた。しかしここで出た案の中には、
実現可能か、また向こうみずな支援になっていないか十分に考えられていないものがある。
したがって、問題分析の結果をもとに来期も引き続き ( 余裕があれば今期中に）PJ の案出し
とリサーチを行なっていく。

・これまでに出たもの（一部）
・ビサヤ語を学ぶ
・海外支援を行っている他団体に住民との連絡方法や関係構築方法について尋ね、取り入れ
る
・FESTの理念や活動全体についての情報をFacebookで発信する
・日本の文化に興味のある住民の方に向けに、コンテンツとして日本語を教える機会を設け
る

11 期中の予定としては、「FEST がヴィラを支援する上で現時点で想定される問題」の問題
分析の中で頻繁にある問題をもとに PJ の案出しと出た案のリサーチを行う予定だった。しか
し、現状では問題の図式化と内容共有のためのスライドの作成で 11 期が終わる見込みであ
るため、今期中にPJ案を出しきるのに十分な時間が確保できなかった。それに加えて、リサー
チを要する案が多々あることに課題がみられる。よって今後の PJ としては、案の質・量とも
に向上させ、案の表全体のブラッシュアップを行う。

〇現状の課題と今後のPJ②啓発

4. 今後の展望

現在、新型コロナウイルス拡大の影響によって渡航を実施できていない。そのためヴィラ住
民との関係が希薄になりやすい状態である。そして、住民との希薄な関係は「向こう見ずな
支援」の誘因となりやすい。そこで 12 期の活動としてヴィラ住民とのコミュニケーションを
重視していきたいと考えている。しかしコミュニケーションを取る上でもアプローチの手段の
限界やヴィラ住民のモチベーションなどといった阻害要因が多く存在する。したがって 12 期
ではこれらの阻害要因の解決を目指し、アプローチを行っていく。

〇今後の展望
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国内フォトワーク事業部　
ワード集

・目的
国内フォトワーク事業部がプロジェクトを行い、達成したいゴールを
示す。対象者になって欲しい姿として捉えられることもある。

・目標
目的を達成するために国内フォトワーク事業部ができること、するこ
とを示している。

・啓発の意義
11期国内フォトワーク事業部が、国内で啓発活動を行う理由、その
必要性を考えてできた文言。具体的には６つのステップが示されてい
る。国内フォトが啓発を行うところからその対象者が国際協力従事者
になるまでの流れを示した。

・小さな国際協力
自分が世界の一員であることを自覚し「遠い /近い人を思う想像力」
持って日常的なアクションをすること。

・Co-in
11 期国内フォトワーク事業部が立ち上げたサイトの名前。

・チャネル
閲覧者がサイトに繋がる手段。

・他団体誘致
Co-Inに FEST以外の団体の記事を書いてもらうことや他団体のイン
タビュー記事を載せることを示している。
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1. 国内フォトワーク事業部の役割

国内フォトワーク事業部 ( 以下、国内フォト ) とは、「啓発」を軸に行う事業部である。
FEST では「啓発」を「新しい知識を得てもらうだけでなく、より高く深い認識や理解に導
くこと」と定義している。また、FEST の理念である「世界から向こう見ずな支援をなくす」
に基づき、ただ国際協力を行っている人を増やすだけでなく、向こう見ずでない支援を促す
ために啓発活動をしている。

2. 近年の活動目的の変遷

10期までの活動目的は次の通りだ。
▶8 期以前：「国際協力の分野に興味がある人」を対象者として、国際協力の従事者や社会
問題解決のために行動する人を増やすという目的のもと活動していた。

▶9 期：8 期以前と同様の目的をより広範囲で実現するべく、対象者を「国際協力に興味が
ない人」や、興味が無いために「限定的な情報から社会問題に対して固定観念を抱いている人」
に拡大した。

▶10 期：「コロナ禍で様々な困難に直面しており、十分な活動を行えていない学生の国際協
力従事者」を対象として、「学生の国際協力従事者を変える」という目標のもと活動した。コ
ロナ禍でどのような国際協力のカタチがあり得るのか、それを対象者自らが考え、行動に変
えていく契機を提供することがテーマとなった。 

3.11 期の活動方針
　11 期も前期に引き続き、啓発活動を中心に行う方針をとった。ただし、期内には複数の
PJ を実施することにした。これは啓発の機会を年に一度だけでなく、定期的に確保する目的
に拠る。
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〇啓発の意義

啓発を行う前提として、「なぜ、啓発を行う必要があるのか」という国内フォトワーク事業部
の中核に関わる点を、〈啓発の意義〉として整理した。

【11期国内フォトの〈啓発の意義〉】

⓪（国内フォトが）啓発を行う
↓
①（対象者が）それまで持っていた自分の考えが、偏見を含んでいたことを知る
↓
②（対象者が）日常的に偏見や固定概念が生まれること、憶測をしてしまうことに気づく
↓ 
③（対象者が）普段から懐疑的に情報や他人の意見に向き合う癖をつける 
↓　同時に、問題の本質を見抜く力を養う
↓ 
④（対象者が）客観的な事実に基づいて自分の意見を持つようになる
↓ 
⑤（国内フォトが）「小さな国際協力」を日常的に行う人を増やす 
↓　
⑥（国内フォトが）国際協力に携わる人を増やす

また、11期の活動目的としては、「⑤『小さな国際協力』を日常的に行う人を増やす」に定めた。
もちろん⑥までの達成が理想的ではある。しかし、PJの対象者が国際協力従事者として活
動をするまでの追跡が現実的に困難であるため、⑤に向けた活動を進めることにした。

〇小さな国際協力
では私たちが目指す〈啓発の意義〉⑤の「小さな国際協力」とは何か。
それは、「自分が世界の一員であることを自覚し、『遠い／近い人を思う想像力』持って日常
的なアクションをすること」である。身近に実践できるアクションで、国際協力につながるも
のもあるだろう。しかし、私たちはそのアクションをとる動機こそが重要であると考えた。例
えば、食べ物を残さないという行為一つとっても、その理由がただ「お母さんに叱られるから」
では不十分なのだ（もちろんこれも立派な動機だが）。フードロスをはじめとする世界の食糧
問題を念頭に置いた上で、食べ物を大切にするという姿勢を、対象者に求めるということで
ある。
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〇目標・対象者

〈啓発の意義〉の段階を通して、「小さな国際協力」を日常的に行う人を増やすため、11 期
では①学生が運営する国際協力ポスト Co-In、そして②出張授業の 2 つの PJ を実施した。
その際に、私たちは「自分の世界が『広がった！』というワクワクを体験してもらう」という
アプローチを取ることを目標に、そのワクワクを体験してもらう対象者は、各 PJ 毎に決定す
ることにした。詳細は以下に示す。

〇学生が運営する国際協力ポストCo-In

4.11 期のPJ

啓発の意義を実践する機会として、2021 年 2 月に国際協力や国際問題に関するオンライン
情報発信サイトを開設した。サイトの運営は近年の国内フォトでは実施してこなかった PJ 形
式であるため、メンバー自身もワクワクできるものとして出発した。「学生が運営する国際協
力ポストCo-In」である。オンラインでの啓発活動はイベント系の PJと異なり、定期的な発
信が可能だ。そのため、国内フォトの役割を最大限に果たすための重要なプラットホームで
もある。
そして、この名前には開設時のメンバーの想いが込められている。この場を借りて書き留め
ておきたい。

「学生が運営する国際協力ポストCo-In」

★『学生が運営する』＝運営者は私たち学生だが、学生以外にも開かれた場に！（≠学生国際
協力）
★『ポスト』＝手紙を出すように国際協力に関する情報や想いまでも人に届けられるような場
に！
★『Co』＝国際協力の「協力（Cooperation）」
　　　　　　　　　×
　　　　多くの人が国際協力や国際問題についての意見交換ができる
　　　　「コミュニケーション（Communication）」の場に！
★『In』＝国際協力の「国際（International）」
　　　　　　　　　×
　　　　国際協力に直接興味がない人も気軽に「交流（Interaction）」できる場に！

▷情報発信サイト「学生が運営する国際協力ポストCo-In」
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▷目的・目標・対象者　

【目的】
対象者となる情報の発信者・受信者が本サイトを通じて、啓発の意義④（2 ページ参照）ま
でのステップを踏むことにある。

【目標】
現時点での最終目標として、次の2点を掲げている。
誰もが、国際協力や国際問題に関する情報や意見を発信できるプラットフォームづくり
対象者が〈啓発の意義〉のプロセスを踏んで、自分の意見の確立や小さな国際協力の実施
を後押しするサイトづくり
11 期中には、本サイトの土台づくりに集中することにした。具体的には、運営サイクルの確
立という中からみた土台づくりと、閲覧者の印象向上という外からみた土台づくりがある。

【対象者】
目標に対応して、11 期中の対象者は「大学生の中で世界の歴史・文化・政治・社会問題に
関心があり、 国際協力や国際問題に関する大学生の等身大の意見や考えを知りたい人」に設
定した。
まずは、年齢や立場の近い対象者に的を絞ることで、サイトが軌道に乗るまでの土台づくり
を目指した。そのため記事の執筆時には、実際に友だちに話しかけているような内容や文体
を心がけるなどの工夫を行った。

▷Co-Inの価値

Co-In の運営をするにあたって、Co-In の価値は何かということについても話し合った。価値
についての考え方は以下の図の通りである。

三者、すなわち①運営 (国内フォトワーク事業部 )・②投稿者 (FEST, 他団体含む )・③読者が、
どうしてCo-Inにかかわるのか、それぞれの理由、動機によって形作られるもの。なお、関
わる人が将来的に見込んだポテンシャルもここに含まれる。図示すると、下図の通りである。
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〈Co-In の理想モデルとポテンシャルについて〉

上記の「Co-In の価値」について、そのポテンシャルという部分について補足する。現在の
Co-In は下図左側の、まだふわふわした状態である。これは、読者ないし投稿者からの需要、
運営側の理想、競合サイトとの差別化といった理由で、将来的にその機能が変化していくこ
とが予想される。そういった現状変更の要請に応える為に変化したのが、下図右側の、形が
はっきりした状態の Co-In 理想モデルである。上記のような理由に応えて変化した結果、そ
れぞれにとってのメリットが具体的に実現された状態となったため、形がはっきりしている。

「ポテンシャル」とは、今現在の Co-In に十分な機能が実装されていなくても、それが将来
的に上図右側のCo-In 理想モデルにおいて実現されると予期されれば、それを見越して今現
在の Co-In に関わる理由となりうる、ということである。たとえ今現在機能的に需要を満た
していなくとも、Co-Inの掲げる理想、国内フォトワーク事業部の「啓発の意義」に共感した方々
が将来受けるメリットを見越して協力してくださると予測される。
三者がどうして Co-In に関わるのか、という部分を考えるためには Co-In が三者それぞれに
与えるメリットを考える必要がある。Co-In に関わる三者のメリットをそれぞれ実現済・未実
現と分けてまとめた。

❶-1. 運営 ( 国内フォトワーク事業部 )にとってのメリット・実現済

・直接誘致できる点（FESTが望む団体を誘致できる）
・色んな人から色んなテーマについての記事を投稿してもらえる
・身近な問題を取り上げる
・定期的に啓発活動ができる
・（記事を書くために）最新情報に敏感になる
　ートレンドに詳しくなる
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❶-2. 運営 ( 国内フォトワーク事業部 )にとってのメリット・未実現

・Co-Inを通して、国内フォトの目的を達成していける
・閲覧者がどのような問題に関心があるのか把握できる
・他の PJ の実施ができなくなった際に、Co-In を通じて活動の成果を発信できる （ex. 出張
授業が実施不可になった場合、準備段階での調査内容をCo-Inを通して発信できる）
・将来的に、記事のみならず他のコンテンツを利用した啓発活動のプラットホームになり得る
・対面のイベント実施が困難な状況でも、オンライン上で国内フォトの活動目的達成に向けた
取り組みが可能になる。
・サイト作りを学ぶ
・過程でサイト運営のノウハウが学べる
・全ての投稿に目を通すことができる
　ー必然的に投稿を閲覧するため（投稿者でなくても・興味関心に関わらず）、知識の幅が
　　広がる

❷-1. 投稿者 ( 他団体 )にとってのメリット・未実現

・読者の声を聞ける／問題提起に対して読者の考えを聞ける
　ーコメント欄からFBがもらえる
　ーコメント欄を通じて、色んな考え方を知るきっかけとなる
　ー他のPJに還元できる
・自分が所属する団体について内部からの発信をすることができる
　ー団体の認知度が上がる
・自分の関心や意見を記事という形で残すことができる
　ーSNSよりも深い発信ができる
　ーより広範囲のターゲットに向けて意見を発信できる
　ー比較的低いハードルで記事の投稿ができる
　ー調査過程でのインプットができる
　ーライティングスキルが上がる
・コネクションができる
　ー他団体との交流ができる（現段階では、FEST と投稿者のつながりが強くなることが考
　　えらるが、いずれ投稿者同士がつながれるようにしたい）
　ー新しいPJの可能性が生まれるかも
　ー他PJへの還元
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❸-１. 読者にとってのメリット・実現済

・記事を読み続けることで、物事を根本から考える習慣が身に付く
　ー国際協力への入り口になりうる（具体的なアクションに繋がる可能性がある）
・国際協力における興味の幅が広がる
　ーコロナ禍での国際協力団体の動きを知ることができる
・問題そもそもを知るきっかけになる
　ー自分の世界が広がる
　ー記事を読むことでトピックを大まかにつかむことが出来る
　ー具体例が書かれている記事では、問題の背景、具体例を知ることができる
・Co-Inに親しみやすさがある（画像、言葉遣いなど）

❸-2. 読者にとってのメリット・未実現
・記事による問題提起から議論が巻き起こるようなコメント欄
　ー投稿者がフィードバックを得ることができる
　ーコメント主が記事やコメントに対して意見することができる
　ーどんな国際協力があるか知れる
・情報共有の場
　ー他のPJに還元できる
　ー国際協力に携わっている人がどのような想いで活動しているのか知ることができる
　ー国際協力に関心のある人の交流のきっかけとなる
・色んな立場（所属団体など）の人の記事を閲覧できる
　ーどんな国際協力があるか知れる
　ー国際協力に携わっている人がどのような想いで活動しているのか知ることができる

　以下のメリットを簡単にまとめた図を以下に表示する。

運営＝啓発の意義を成し遂げられる。「客観的な事実に基づいて自分の意見を持つようにな
　　　る・行動を起こすきっかけを得る」

投稿者＝意見を形にすることで、想いを共有したり他者の考えを知ることができる。知識の
　　　　交換、同じ興味の人同士で繋がることができる。

閲覧者＝情報や意見を簡単に手に入れられ、自分の考えたことを投稿者に伝えることができ、
　　　　投稿者の想いを深くしることができる。（同じ問題に関心を持つ人同士であれば、と
　　　　ても有意義な場となりうる）。記事から国際協力の新しい知識・視点・手段を得る
　　　　ことができる。
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以上のことが三者それぞれに与えられるメリットである。これらのまとめは未実現のメリット
も含まれている。そのため、Co-In の価値をはっきり形作るためには、未実現のメリットを実
現していく必要がある。Co-In の現状分析については、Ⅴで詳しく説明する。

▷サイトの現状・分析

11 期では、サイトの土台づくりを目標として活動を進めてきた。以下に、11 期中に設定し
た土台を項目別に提示する。

目標を①閲覧者（ペルソナ、チャネル、投稿後の閲覧数）、②サイトのデザイン、③記事（書き方、
内容、人気記事の分析）、④SNS（タイミング・頻度、FESTメンバーの協力、フォロワー数）、
⑤他団体誘致、⑥認知度向上、⑦サイト内部の活発化（コメント、他団体の投稿、投稿数の
増加）に分類し、具体化した。

①閲覧者のペルソナ
 　→海外の歴史や政治やボランティアに関心のある大学生・大学生の等身大の意見に関心
　　がある人
②サイトのデザイン
　→保留（私たちとしては変更の必要はあまり感じていない）
③記事
・書き方
　→テンプレを作成
　《フロー》
　　①概要：アジェンダを示す
　　②詳細
　　③opinion
　　④Question
　　⑤締め
　　⑥所属&氏名
　　※あれば、表・図・グラフ、写真、参考文献
　→レイアウト
　　・アジェンダ前後で＝［二重線］
　　・意味段落毎にー［一重線］
　　・締めの前で＝［二重線］
　　・色使い
　　・行間（1.5）
　　・表・図・グラフの挿入
　　・写真の挿入
　　・スマホでの見やすさ
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・内容
　→記事担当・投稿数の決定：遅くとも前月の15日まで
　→投稿記事内容の決定：一週間前の水曜日（活動時間に伝える）
　→原稿共有：一週間前の金曜日
・人気記事の分析
　→当サイト：月末で、その月の記事の内容・閲覧数・コメント・ハートなどを簡単に分析して
　　発表する▶未達成
　→他サイト：サイト運営者からの意見をもらい、当サイトに還元する▶未達成

④SNS（Twitter、Instagram）
・タイミング・頻度
　→水 22:00　最新記事
　金 21:00　最新記事（再送）
　日19:00　過去の記事
・FESTメンバーの協力
　→FESTアカウントでツイート
　記事を書いてくれる人募集
・フォロワー数
　→11期末の時点で300を目指す：FESTアカウントのフォロワーをフォローしていく
　　▶未達成（Twitter：120　Instagram：196）
⑤他団体誘致
　→コロナ禍でも活動している団体、かつ、Co-In の目的・目標・ペルソナに共感し、同じ
　　方向性を持ってくれる団体を具体的にリサーチする▶リサーチ済
⑥認知度向上
・SNSの運用（Twitter ／ Instagram）▶達成済
　→イベント時などでQRを提示
　→FEST HPから
　→FEST 本アカにURL
　→直接宣伝
　▶未達成
　→プレミアムプランにUPGRADE
　→直接検索
　▶達成済
・チャネルの確保
　→SNS（Twitter ／ Instagram）：イベント時などでQRを提示
　▶達成済
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④SNS（Twitter、Instagram）
・タイミング・頻度
　→水 22:00　最新記事
　金 21:00　最新記事（再送）
　日19:00　過去の記事
・FESTメンバーの協力
　→FESTアカウントでツイート
　記事を書いてくれる人募集
・フォロワー数
　→11期末の時点で300を目指す：FESTアカウントのフォロワーをフォローしていく
　　▶未達成（Twitter：120　Instagram：196）
⑤他団体誘致
　→コロナ禍でも活動している団体、かつ、Co-In の目的・目標・ペルソナに共感し、同じ
　　方向性を持ってくれる団体を具体的にリサーチする▶リサーチ済
⑥認知度向上
・SNSの運用（Twitter ／ Instagram）▶達成済
　→イベント時などでQRを提示
　→FEST HPから
　→FEST 本アカにURL
　→直接宣伝
　▶未達成
　→プレミアムプランにUPGRADE
　→直接検索
　▶達成済
・チャネルの確保
　→SNS（Twitter ／ Instagram）：イベント時などでQRを提示
　▶達成済

⑦サイト内部の活発化
投稿後の閲覧数
→2021年 10月までの記事の平均閲覧数 60
▶未達成
コメント
→FESTだからこそ書ける記事　オリジナリティ（意見交換の場所にできるといい）
他団体の投稿
→具体的にリサーチ（次回活動までに1~2団体調べてくる）
                        Co-In の目的・目標・ペルソナに共感し、同じ方向性を持ってくれる団体
（次回活動までに調べてくる )
投稿数の増加
→8月に投稿数を増やした。宣伝の量によって閲覧数は変わってくる

上記記載目標のうち、達成できていない項目や方針が途中から切り替わった項目がいくつか
存在する。それらについて、現状の分析、来期以降の取り組み方を以下に提示する。　

〈読者からの反応、コメント機能について〉
サイト上では、いいねとコメントの機能で読者からの反応を確認することができる。現段階で
は、いいね数は 1～14 と全体的に少なく、読者からのコメントはほとんど得られていない。
コメントについては、ログインの手間がかかること・名前が公開されることを読者がハードル
に感じているのではないかと考えた。また、いいね機能は記事一欄からは確認しやすいが、
各記事の詳細ページでは分かりづらいため、利用者が少ないことが予想される。一方で、閲
覧数が多い記事については、他の記事よりいいねの数も多いという結果が出ている。
　11 期では閲覧数に注目した戦略を練り、実行してきたため、12 期ではいいねやコメント
等の読者からの反応を数字で確認できるような戦略を発案・実行する。また、SNS の内容
を変更することも検討中であるため、閲覧数やリアクション数の目標の見直しも活動内で行う。

〈フォロワーについて〉
現在、宣伝として Instagramと Twitter を使用している。以前は SNS のフォロワーが増え
ることでチャネルの拡大に繋がり、サイトの閲覧数にも影響があると考えていたため記録をし
ていた。しかし、活動内で両 SNS のフォロワー数の増減はサイトの記事閲覧数には直結し
ていないことがわかったため、7 月以降は毎月の実績の記録からフォロワー数の項目を省略
した。
現状では Twitter のフォロー数が 446 人に対しフォロワー数が 123 人、Instagramはフォ
ロー数が354人に対しフォロワーが199人である。類似のアカウントの特徴として、フォロー
数に対し、フォロワー数が多い特徴がある。これは、運営側が進んでフォローしなくても、
投稿を閲覧したいユーザーが多いということであり、一定の知名度と需要の証明になると考
えた。また、実際に多くのフォロワーを抱えるアカウントに成長した後は、アカウントを閲覧
したフォロワー外のユーザーもフォローする意欲が湧くと予想できる。そのため、今後 SNS
の掲載コンテンツの見直しとともに、フォロワー数の増減をどのようにサイト・アカウントの
発展に繋げられるか検討する。
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〈フォロワーについて〉
現在、宣伝として Instagramと Twitter を使用している。以前は SNS のフォロワーが増え
ることでチャネルの拡大に繋がり、サイトの閲覧数にも影響があると考えていたため記録をし
ていた。しかし、活動内で両 SNS のフォロワー数の増減はサイトの記事閲覧数には直結し
ていないことがわかったため、7 月以降は毎月の実績の記録からフォロワー数の項目を省略
した。
現状では Twitter のフォロー数が 446 人に対しフォロワー数が 123 人、Instagramはフォ
ロー数が354人に対しフォロワーが199人である。類似のアカウントの特徴として、フォロー
数に対し、フォロワー数が多い特徴がある。これは、運営側が進んでフォローしなくても、
投稿を閲覧したいユーザーが多いということであり、一定の知名度と需要の証明になると考
えた。また、実際に多くのフォロワーを抱えるアカウントに成長した後は、アカウントを閲覧
したフォロワー外のユーザーもフォローする意欲が湧くと予想できる。そのため、今後 SNS
の掲載コンテンツの見直しとともに、フォロワー数の増減をどのようにサイト・アカウントの
発展に繋げられるか検討する。

〈宣伝方法について〉
現在、SNSでは最新記事の宣伝のみ行っている。初回投稿数を周りに友人やLINEグルー
プを用いて宣伝することによって、多くの閲覧者を獲得することができることがわかった。
SNSのフォロワーを増やしてチャネルを増やすよりも、閲覧数を増やしていくにはこの方法
が有力だと考えた。
具体的な宣伝方法は、記事投稿を通常よりも減らして（記事 1、日記 1の月2回投稿もしく
はいずれかを+1）にした。記事投稿数を減らす代わりに、SNSを使用した宣伝に力を加え
ていく。(水 22:00　最新記事、金 21:00　最新記事（再送）、日19:00　過去の記事 )
　また、記事の記事関連のタスクをそれぞれ分担 (記事・Twitter・Instagram画像・投稿文 )
することによって記事やSNS投稿の質を高めて閲覧者をより獲得できると考えている。今期
行った宣伝方法を12期で継続していくかは今後検討する予定である。

〈他団体誘致について〉
11期では、他団体誘致を行えなかった。今期はサイトの土台づくりの段階であり、他団体
誘致もそこに含まれていたが実行に移すことができなかった。活動内でサイトの価値を決定
した際、外部の執筆者を得ることはCo-In のポテンシャルを伸ばすことにも繋げられると考
えたため、今後も目標として掲げる。
11 期内で戦略を考えたものの実行できなかった案として、ポスター作成が挙げられる。内
容は、①Co-In の価値やポテンシャルを外部の執筆希望者も一目で理解できるよう、画像に
まとめる②SNS に類似アカウントからフォローされた際や、実際にダイレクトメッセージで誘
致を受けた際に画像を送信する ことである。12 期に SNS の利用形態を変更する可能性が
あるが、この戦略については影響がないため随時実践する予定である。

▷記事の紹介

ここでは、Co-In の記事紹介をしていく。Co-In には現在 23 個の記事が存在している。記
事の形はメンバーの意見や考えを述べたものやインタビュー記事が存在する。メインはメン
バーの意見を述べた記事だが、ヴィラ班へのインタビューなどは FEST にしか分からないオリ
ジナリティの高いものを記事にすることで、閲覧数が伸びると考えたえたため、作成した。
記事の他にも、メンバーの想いを簡単に綴った日記が存在する。ここでは、その中での人気
記事、インタビュー記事、日記の紹介を簡単にする。
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〈記事閲覧数1位！学生ボランティアは利己的？？？〉

こちらの記事は、' 学生団体が利己的なものなのかという意見を実際の論文を紹介しながら
述べた革新的な記事です。この記事を読むことで、学生団体による国際協力の意義とはなに
かということを考えることができます。
記事はこちらから：
https://ngofestfoto.wixsite.com/my-site/post/%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%8
3%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%8
1%AF%E5%88%A9%E5%B7%B1%E7%9A%84%EF%BC%9F%EF%BC%9F

〈インタビュー～ヴィラ班へ７つの質問～〉

こちらは、FESTヴィラ班メンバーのインタビュー記事です。コロナ禍での活動方法やプロジェ
クトを行う上での心情などを問い、支援に携わることの考え方などを伺える記事となっていま
す。
記事はこちらから：
https://ngofestfoto.wixsite.com/my-site/post/%E3%80%90%E3%82%A4%E3%8
3%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%80%91%E3%8
3%B4%E3%82%A3%E3%83%A9%E7%8F%AD%E3%81%B87%E3%81%A4%E3
%81%AE%E8%B3%AA%E5%95%8F
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〈記事の他にも！日記があります〉

Co-Inには記事の他にも、国内フォトワーク事業部メンバーのプロジェクトに対する想いを
綴っています。メンバーの考えていることが簡単に読めるので、記事を読んだついでに読む
ことがおすすめです。
日記はこちらから：
https://ngofestfoto.wixsite.com/my-site/%E6%97%A5%E8%A8%98

▷Co-inのこれから

11期 Co-In はネットサイトを主な発信の場として利用し、SNSをその宣伝としていた。
しかし、SNS（主に Instagram）での反響は大きくても、Co-In の閲覧数等は伸び悩んでいた。
そこで、12期ではサイトとしての運営に固執しすぎるのではなく、Instagramをメインとし
た運営を行うことを予定している。具体案として、サイトのコメントやいいね、閲覧数のみで
知名度や読者量を把握するのではなく、Instagramのインサイトやコメント、いいね機能を
参考とする。他団体の運営する類似アカウントでは、メインのコンテンツを Instagramで閲
覧できるものが多い。そのため、現在の記事への導入文ではなく記事内容のダイジィエスト
を画像にし、投稿する形式とすることを検討する。
サイトとしての「価値」に沿っているか、ペルソナに合った発信の方法であるか、今後ポテンシャ
ルを満たすことができるか、等の 11 期に定めた事項を引き継ぎ、12 期で更に Co-In を発
展させることができるよう新案に関する議論を積極的に行う。加えて、Co-In の運営が 13
期以降も継続されるよう 12 期では、これまで築いてきた「土台」を、次の段階へと発展さ
せていく。
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〇高校生対象出張授業：世界各地の教育事情・教育問題

▷出張授業の目的・目標

11 期では、上記の〈啓発の意義〉を実践する活動として、出張授業を計画した（資料作成
時には未実施）。まずは〈啓発の意義〉に基づく本 PJ の目的と目標を決定し、授業内容を
絞るために対象者にアンケートを実施した。授業を行う学校は東亜学園高等学校である。詳
細は以下の通りだ。

＜出張授業の目的＞
啓発の意義①～⑤（32 ページ参照）のプロセスの重要性を理解してもらい、小さな国際協
力を実行してもらう

＜出張授業の目標＞
最高目標：小さな国際協力を起こしたいと思わせる授業を作る
最低目標：啓発の意義①,②にある新たな気づきを提供し、その先のプロセス③,④の重要性
　　　　　を伝える

上記のように目標を最低 / 最高の 2 つ設けたのは、ひとつの目標を立ててそれを達成したか
どうかという二元論で評価するのではなく、最低目標と最高目標の間で段階的な評価を下す
ことでより詳細に PJ の達成度を測るためである。無論、最高目標の達成が理想であるが、
一回の授業で対象者に「小さな国際協力を起こしたい」と思わせるのは非常に困難であるた
め、目標に範囲を設定し、11 期における到達目標点である啓発の意義⑤を最高目標とした。
一方最低目標は、伝える、気づきを提供するというものであり、出張授業PJを国内フォトに
よる啓発活動の一貫と成すための条件となる。
また後述の授業内容（〇ページ）の難しさを鑑みて、対象は高校生とした。

最低目標と最高目標の間を段階的に評価する指
標として、1~9までの中間目標を設定した。中
間目標の位置づけは下図の通り、対象者は最低
目標の達成から徐々に9段階のプロセスを踏み、
最終的に最高目標に達する。具体的な目標は下
表の通りである。下表左側は、〈啓発の意義〉
及び授業内容から設定した、対象者が授業を通
して踏んでいくプロセス、左側はそのプロセスを
対象者に踏んでもらうためにFESTがどう手助
けできるかということを表している。
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▷テーマ・トピック選定

《テーマ》
上記の啓発の意義を達成するため、出張授業で扱うテーマを決め、アンケートを実施し、授
業で扱うトピックを具体化した。出張授業では世界各地の教育事情・教育問題というテーマ
を取り上げた。「世界各地」を取り上げた理由は、対象者に視野を広げてほしいからだ。特
定の地域や問題を取り上げることも大切だが、世界の状況とその問題を切り離して考えるこ
とは対象者の視野を狭めてしまう恐れがある。 問題同士のつながりを認識することで、世界
の全体像を掴んでほしいという狙いがある。 また、FEST の支援地であるフィリピンや東南ア
ジアにあまり関心がない対象者でも、世界各地の問題を取り扱う授業であれば、興味が湧く
と考えた。「教育事情・教育問題」を取り上げた理由は、対象者にとって身近な話題である
からだ。身近な話題であれば、対象者が問題を掘り下げたり、「小さな国際協力」をする行
動源となる。
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《アンケート》　
　出張授業を行う上で対象者の関心を明確化し、授業で扱う内容を具体化するため対象者
にアンケートを実施した。質問項目はSDGsと関連させて作成した。なぜならSDGsが高校
生に馴染みのある話題であり、少しでも答えやすいアンケートになると考えたからだ。世界
各地の教育事情・教育問題というテーマより「4．質の高い教育をみんなに」×「◯◯」と
いう形にした。アンケートにはテーマに関連するキーワードを記載し、回答者に興味のある
キーワードを複数選択してもらった。アンケートの内容は次のようになっている。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

教育問題に関するアンケート

はじめまして、学生国際協力 NGO FEST TOKYO です。私たちはフィリピンで排水溝整備
や日本国内で啓発活動をしています。この度はアンケートにご協力いただき、誠にありがとう
ございます。

【アンケートの目的】
私たちは 9 月に出張授業という形で世界各地の教育問題を題材にした授業を企画していま
す。そのため、今回のアンケートでは皆さんの関心のあるトピックを調査し、授業の参考に
したいと考えています。

【アンケートについて】
2分ほどで回答できます。
アンケート項目の中で少しでも興味のあるもの、知りたいものを選択して下さい。

複数選択可です。項目内のすべてに興味がある場合は、もちろん全て選択しても問題ありま
せん！

項目の中で興味のあるものがなければ、とばしていただいて構いません。ご協力よろしくお願
いします。

※アンケート項目の後にかっこで示した数字は結果を表している。

教育問題に関するアンケート
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1. 貧困と教育問題に関して
関心のあるトピックを選択してください。

・教育設備・環境　≪28≫
　□エチオピアの教室 （10）
　□日本の相対的貧困（見えづらい格差）（19）

・国によって異なる教育までの道のり～学校は身
近な存在か～　≪27≫
　□ケニア：ゾウやシマウマのいるサバンナを登
　　校　（21）
　□アメリカ：高校生でもスクールバスか両親の
　　送迎　（9）
　□日本：小学生でも通学班や電車で通学　（6）

２.ジェンダー格差と教育に関して
関心のあるトピックを選択してください。

・女性と教育機会　≪28≫
　□パキスタン：マララさんの活動　（7）
　□フィリピン：中国へ出稼ぎにいく人たち　　
　　（13）
　□バングラデシュ：児童労働　（20）

・女性と教育の歴史的な歩み　≪26≫
　□女性の大学進学の歴史　（7）
　□現在でも残る差別：入試システム　（24）

３.「食・健康」と教育に関して
関心のあるトピックを選択してください。

・「食」の教育　≪29≫
　□学校でジャンクフードしか選べないアメリカ
　　の子どもたち。その理由とは⁉（22）
　□給食は日本が誇れる文化なの？！給食の裏
　　の日米関係とは？　（11）
　□フードロスの問題　（14）

・子ども食堂の実情とは　≪25≫
　□安さ（無料）の代償には何がある？　（17）
　□本当に届けたい人に届いているの？（13）
　□「食堂」なのに実施は月一⁉（8） 47



４労働問題、言語と教育に関して
関心のあるトピックを選択してください。

・どうして国によって就学率に差が出るのか≪19≫
　□各国の教育費用にはどれくらいの差がある　
　　の？どうして差があるの？（19）

・移民と言語　≪21≫
　□日本語学校って本当に役に立つの？（9）
　□住んでいる国の言葉が分からず、文化になじ
　　めない人達の存在（15）

・言語教育と経済の関連　≪29≫
　□留学生のアルバイト制度：留学先の生活のた
　　めに、「学業＜バイト」になってしまう日本の
　　制度（14）
□日本の学校で学習する外国語は、どうして英語
　がメインなの？（20）
□世界の日本語学習者は急増中？！日本語の需要
　を知ってるかい？（17）

５. 格差と教育に関して
関心のあるトピックを選択してください。

・コロナ禍で拡大する教育問題　≪21≫
　□オンライン教育はみんなに届いているの？コ
　　ロナによってさらに露呈した格差  (21)

・先進国の新たな教育問題⁉ ≪25≫
　□学力世界第 1位！フィンランドの教育をみん
　　な真似すべき？（14）
　□日本で進む英語教育の強化は本当に意味があ
　　る？（20）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アンケートは以上です。
ご協力ありがとうございました。
アンケートや授業に関してなにか気になることがあれば、気軽に質問してください。お待ちし
てます。
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《トピック選定》
アンケートの結果に基づいて人気のあったキーワードを抽出し、「教育設備・環境」「『食』
と教育」「女性と教育機会」「言語教育と経済の関連」の4つを選んだ。その中から「教育設備」
「フードロス」「児童労働」「英語学習」をトピックに決定した。

▷授業内容

≪授業のコア≫
トピックが決定したタイミングで、授業で我々が伝えたいことを改めて文言化、決定した。以
下のことを、授業で扱うトピックを通して伝えていく。

～授業の“コア”～一番伝えたいこと～
世界の諸問題は、「グローバル化」した世界の構造と結びついている！！
→そして、私たちはその構造の中に組み込まれている。
→だから、世界の諸問題の原因と私たちの生活はつながっている。
→であるならば、世界の諸問題の解決も私たちのアクション次第である
　（＝小さな国際協力の大切さ）。

図 . 諸問題とグローバル化との関係性

諸問題とグローバル化の関係性について補足す
る。それぞれの問題 (一番外側の図形 )には、
それぞれ原因 (中間にある図形 )がある。もち
ろんそれは複数存在するが、その原因を引き起
こしたものをさらにさかのぼっていくと、全て「グ
ローバル化」という現象に関連する。
例えば、途上国で学校に通えず働かされている
子どもがいるという問題を考える。彼らが家計
を支える必要があることが原因の一つとしてあげ
られる。しかし、途上国にそのような劣悪な労
働環境が存在するのは、グローバル化した社会
において先進国が途上国に工場を建設、安い賃
金で働かせているからである。
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≪授業内容≫
各トピックについてメンバー個人で調べてきたことを共有し、全員で細かい部分を詰めていく
という形で、授業内容を決めた。はじめに授業の流れを、導入・グループワーク・まとめに
設定した。その後、FEST の動きと生徒の動き、また時間配分を考えた。以下、授業内容の
決定事項である。

《授業の流れ》

▷はじめに
導入では、全体で各トピックの概要を説明する。できるだけ端的に伝わるよう、トピックの概
要が分かる動画を見てもらう。

▷トピックごとの流れ

①教育設備
　〈導入〉
1．現在日本にある教育設備は世界共通ではないことを伝える
2．youtube 動画を見てもらう
　・ニジェールの教室の様子 (0:00~2:23)
　 ・フィンランドの教室の様子　(2:00~4:00)
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　〈グループワーク〉

１．4人の子どもの証言 (学校の様子や時間割などを説明したもの )とそれぞれの教室の写
真をバラバラに提示する。そして、どの子がどの国の教室に通っているのかについて、理由
と共に考えてもらう。
　・子どもの証言：証言のどの情報から、写真を選んだのかについて考えてもらうことで自
　　分が持っているイメージや偏見に気付いてもらう。

2．証言の中から、どのような教育の課題が見える
か、原因は何かについて問う。（地域ごとに共通す
る課題・そうでない課題）

3．課題を解決するために自分たちにできることを
考え、意見交換をしてもらう。
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〈まとめ〉
教育設備とグローバル化のつながりを解説する。
グローバル化の恩恵として経済発展してるが、学校の整備がそれに伴っていないという現状
がある。つまり、社会レベル（貧困レベル）が学校設備や学習道具に色濃く反映されている
と言える。グループワークの内容から、同い年の子でも環境が全く違うということを知っても
らいたい。そして、教育状態が改善されなければ、その国の将来は改善されていかない（「先
進国」は「先進国」、「後進国」は「後進国」のまま、格差が固定化する）ということを伝える。

②フードロス

〈導入〉
1．Youtube 動画を見てもらう
2．フードロスと食品ロスの違いについて話す
3．日本と世界の食の不均衡について話す

〈グループワーク〉
１．献立 (給食 )を提示してここに使われている食材はどこから来ているのかを調べてもらう。     
日本はほとんどの食材を輸入に頼っていることを知ってもらう。

２．食べ物が足りない国と捨てている国がある原因を考え、話し合ってもらう。原因の一例 
を伝える。映画「おいしいコーヒーの真実」予告編

３．フードロスをなくすために自分たちができることを考えてもらい、紹介する。

〈まとめ〉
フードロスとグローバル化とのつながりを解説する。
世界人口を養える分の穀物は確保されているのに餓死する人がいるのは、平等な分配がされ
ていないからである。その原因の一つは自由貿易によって搾取される側とする側に二分され
てしまったからだ。”先進国”の意のままに操作されている。食物を捨てている側の日本はフー
ドロス削減に向けて動く必要がある。フードバンクへボランティアに行ったり、廃棄になりそ
うなものを購入したりしてほしい。

52



③児童労働

〈導入〉
１．今年 2021年が児童労働撤廃国際年であることを伝える。

２．児童労働の定義を簡潔に説明する。

３．youtube 動画を見てもらう。

４．児童労働の主な原因を説明する。
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〈グループワーク〉
１．ILOのサイトで児童労働撤廃への動きを調べ、このような条約が「可能にしていること」
と「制限していること」を考えてもらう。

２．児童労働が行われている産業（綿花農園やカカオ農園など）を紹介する。

３．「人権対応後進国」と呼ばれる日本の現状を知ってもらう。特に日本の自動車産業につ
いての「企業人権ベンチマークCHRB」の評価や、日本が未批准の ILO条約を取り上げる。

〈まとめ〉
児童労働とグローバル化のつながりを解説する。
近代世界システムとグローバル化の結合により、世界規模の分業体制が確立したことで、「中
心」による「周辺」の経済的搾取が行われている。また、市場規模の拡大に伴い、サプライ
チェーンの不明瞭化が進行している状況も、児童労働撤廃を妨げている原因であると伝える。
そこで、日常的な購買行動を見直し、自分の生活を支える各製品がたどってきたルートを調
べる、といった自己判断に基づく購買行動という「小さな国際協力」の在り方を紹介する。
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④英語学習
〈導入〉
１．世界で、今話されている言語がいくつあるか伝える

２．ethnologueというサイトを見せながら、言語の数や英語話者の数を示す

３．絶滅危機言語について説明する

〈グループワーク〉
１．宮古方言での漫談を見てもらい、日本にも絶滅危機言語があることを知ってもらう。

２．絶滅危機言語とは何か、どのような保全活動が行われているかについてインターネットで
調べ、情報をまとめてもらう。

３．他言語を学ぶことの面白さについて、個人の体験談として紹介する。

〈まとめ〉
英語学習とグローバル化の関係性について解説する。
とりわけ第二次大戦以降、極めて大きな力を持ったアメリカの言語である英語が、世界共通
語として浸透した結果、言語を超えたコミュニケーションが容易になった。その反面、世界
には 6000 を超える言語があり、その多くがマイノリティ言語として消滅の危機にある。共
通語としての英語を重視するのは、コミュニケーション手段として大事なことであるが、それ
とマイノリティ言語を軽視することは全く別の話であるから、言語を学習する際にそのような
事も頭に入れておいてほしい。

▷まとめ
グループワークで話したことを全体で発表する。FEST からそれぞれのトピックのまとめを話
し、大学生だからこそできること、高校生の今からでもできる「小さな国際協力」の実例を
全体に紹介する。また、授業内で扱ったトピック以外にも自分の興味がある話題について調
べる習慣をつけてほしいと伝え、まとめとする。

効果測定の目的は今後の出張授業に活かしたいため、今回の授業に効果があったのかを知る
ためである。中間目標に基づいて効果測定の文言を考えた。

▷効果測定
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5. 来期展望

11期では国内フォトの活動指針として作成した〈啓発の意義〉をベースとして、
Co-In、出張授業の2つの活動を行った。

このうち Co-In 班に関しては、サイトの目的や目標、対象者、価値などを議論
し決定した。また、閲覧者数（ユニーク訪問者数）や閲覧数に注目してサイト
運営を行なった。これらは毎月実績を記録し、分析と課題発見、戦略をまとめ
ていた。その中で、SNS のフォロー・フォロワー数とサイトの閲覧者数がどう
関わっているのか、有力な拡散方法は何か、などを学ぶことができた。一方で、
分析が作業化してしまい、運営者として新しいアクションに踏み出すことが出来
なかったという反省点も挙げられる。12 期も Co-In の運営を引き続き行い、
特に Instagram の活用に注力する。現時点では、サイトの記事を分割して
Instagram に掲載し、先読みしたい読者をサイトに誘導するという戦略を計画
している。12 期は、11 期に定めた事項を引き継ぎ、更にCo-In を発展させる
ことができるよう有意義な活動を行えるよう努める。また、Co-In の運営が 13
期以降も継続されるよう、築いてきた「土台」を、次の段階へと発展させる。

出張授業では、双方のスケジュールの関係上、11 期内に PJ を終えることがで
きなかった。したがって、本報告書ではその計画までを振り返り、授業やその
効果測定については、来期報告書で扱うことにする。授業計画を立てていく中
で苦戦したのは、事前アンケート、〈啓発の意義〉に沿った授業内容、対象者
の設定、そして先方とのコミュニケーションであった。まず PJ の序盤では、対
象者にとってわかりやすいアンケートを作ることに苦戦したが、内容や言葉遣い
を対象者の目線で考えることの大切さを学んだ。そして授業内容に本格的に取
り組む中で、11期の活動指針として掲げている〈啓発の意義〉を事前アンケー
トの結果確定したトピックとどう融合させるか、という点に腐心した。具体的な
話題である各トピックは、問題に対する視点がそれぞれ微妙に異なり、そのす
べてを抽象的な指針である〈啓発の意義〉に沿わせるような形で授業に仕立て
るという作業に難しさを感じた。授業内容がある程度固まり、いざ先方との調
整に入る段階になって、コミュニケーション不足が露呈した。どのような形での
授業になるのか、どこから生徒を集められるのか、いつ授業ができるのか、そ
ういった点について認識の齟齬があり、さらには活動の中で明確な対象者を設
定することができなかった。次期以降は、先方とのコミュニケーションを緊密に
とりながら、具体的に対象者を設定することで、より効果的な PJ 実現へつな
げたいと考えている。
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12 期でやりたいことは新しいイベントの開催だ。具体的には、講演会、ワーク
ショップ、体験コーナー、パネル展示、本の紹介などといった形を想定している。
イベントの開催や参加を通して多くの人と交流する機会を確保し、幅広い人脈
の中で啓発活動が実行できる環境を目指していく。国際協力をやりたいが、実
際に何をすればいいのか分からない人が、「小さな国際協力」というコンセプト
を知り、自分のできることを実行に移すきっかけとしたい。また、出張授業を長
期化したいと考えている。今までは出張授業を短期的に考えていたが、長期的
に実施することで対象者に国際協力についてより知ってもらえると考えた。
11期の活動指針であった〈啓発の意義〉を踏襲しつつ、12期としての解釈を
確立した上で啓発活動を進めていきたい。
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いよいよ12期を迎えるFESTですが、前期同様COVID-19の流行はと
どまるところを知らず、僕たちの日常が戻るのはまだまだ先のことのよう
に思われます。もちろん、FESTの活動の要である渡航のめども立ってい

ません。

　そんな12期は、「個人に焦点を当てつつ、FEST全体の成長を図る」
という団体方針を掲げています。

　渡航に行けない以上、現地での支援活動は進みませんし、オンラインで
現地の住民との交流を図ろうともしていますが、これも中々うまくいきま
せん。なんとも歯がゆいこんな状況の中で僕たちは何ができるのでしょう

か、何をやるべきなのでしょうか。
　実は、来る12期を担うメンバーは、そのほぼ全員が今年の春に入った
新メンバーで、また渡航経験者は1人もいません。国際支援に関する経験、
知識に乏しいメンバーがほとんどです。もしこんな状態で渡航に行ったら、
思うような活動ができないばかりか、ヴィラ住民にも大きな迷惑をかけるこ
とになりかねません。頼りない、そう思われるかもしれません。ヴィラへの
支援うんぬん以前に、僕たちが学ばなければならないことはたくさんあり
ます渡航に行けない今だからこそ、改めて国際協力について考え、知識を

蓄え、来るべき時に向けて研鑽を積まねばならないのです。
　そしてまた、個人の成長があってこそ、団体の成長があります。メンバー
1人 1人とのコミュニケーションを大事にしながら、次期を駆け抜けて

参ります。
　この12期を、現役メンバーにとってはもちろんのこと将来のFESTか
ら見ても、決して停滞期などではない、有意義な時期だった、と振り返ら

れるような1年にしたいと思っております。

　最後になりますが、OBOGの皆様、11期の先輩方、ここまでFEST
を繋げてきてくださり、本当にありがとうございます。偉大な先輩方から
すれば FESTを担うには心細い12期、そして代表だと思われる

かもしれませんが、精一杯努力してまいりますので、今後もお力添えを
よろしくお願いいたします。

　12期代表　関 響太郎

12 期展望
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11 期が終わりました。

この一年間 本当に多くの方々にお世話になりました。

FEST の OB・OG 大学の教授の方々、

 学生、社会人問わず様々な団体の方々、

皆様のご協力なくして、今の私たちはありません。 

本当にありがとうございました。

今後も私たちは 「世界から向こう見ずな支援をなくす」 という理念のもと、

「最良の国際協力を探求、実行、啓発する」 ことを目指し、

更なる飛躍を遂げられるよう精進して参ります。

今後も引き続き皆様の応援の程、 宜しくお願い致します。

学生国際協力 NGO FEST TOKYO 

11 期メンバー一同
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～寄せ書き集～
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学生国際協力NGO

FEST TOKYO
11 期活動報告書 

https://www.ngofesttokyo.com
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