
令和３年度 中高生 NPO 体験セミナー事前学習会 実施報告書 

 

令和 3 年８月 10 日 

菊川市市民協働センター 

 

１． 背景 

市民協働センターでは、中高生を対象に市内の NPO法人で社会貢献活動を体験する

「中高生 NPO体験セミナー」を開催している。中高生にとっては興味のある分野で

活動を体験することで社会貢献を身近に感じてもらうなど若者参加の地域づくり

のきっかけにつなげている。 

この学習会は今夏開催の「中高生 NPO体験セミナー」に向け、NPOの活動への理解

促進と、参加者がより地域や自分自身を知るきっかけになればと開かれた。 

 

２． 目的 

中高生の参加者が NPOで社会貢献活動を体験する前に、自分の新たな可能性に気づ

く機会となり、体験には目的意識を持って参加できるようになることを目的とする。 

 

３． 実施概要 

開催日時 ７月 17日（土）13:30～16:00 

会 場 菊川市役所庁舎東館プラザきくる３階 会議室 

対 象 中高生 NPO体験セミナー参加者 

参加者数 中高生 75名 (一般見学者 5名) 

主 催 菊川市市民協働センター 

協 力 
NPO法人うまのあと 小林理事長 

認定 NPO法人キーパーソン 21 （静岡チーム 10名） 

 

４． 実施内容 

１） ミニ講座（約 15分） 

学習会の冒頭、市民協働センター長の笠原から、NPOに関する知識やボランティ

アの心得についてスライドを用い説明を行った。主な内容は以下の通り。 

・市民協働センターの紹介（目的、活動内容） 

・NPOとは？ 

・菊川市内の NPO法人災害救助犬静岡の女性隊員たちや、うまのあとの小林さん

が熱海土砂災害に出動したことの紹介。 

・中高生 NPO体験セミナーの目的 

・中高生 NPO体験セミナー 各プログラムの紹介 



２） トークセッション（約 15分） 

ホースセラピーを行う NPO法人うまのあと代表小林雅幸さんを招き、トークセッ

ションを行った。2年前に活動を始めたきっかけが情熱ひとつだったこと、また

仲間が集まってくれた喜びなどが話された。内容の概略は以下の通り。 

・大好きな馬の圧倒的なエネルギーを多くの人に知ってもらい地域の役に立つ

ためにも、地域の課題解決に向けた活動を展開したい。という思いで、昨年活動

をスタート。 

・NPO法人うまのあとは、馬と人でまちづくりをテーマに、馬を介して農業や環

境、教育など多面的な活動を展開。 

・クラウドファンディングにチャレンジしポニーを購入。牧場も完成させた。 

・中高生 NPO体験セミナーをきっかけに一般向けにハピホル体験会(お仕事体験)

を実施するようになった。 

・就労支援施設と協働でグッズ作成。 

・馬糞ペーパーを作成するなど循環型社会の啓発に取り組む。 

 

３） ワークショップ（約 110分） 

認定 NPO法人キーパーソン 21 チーム静岡の協力のもと、ワークショップ「自分

のわくわくエンジン®を見つけよう」を企画。「好きなことには理由があり、そこ

を深掘りすると自分がわくわくするポイント、わくわくエンジン®に気づける。

それは進路や生きがいにつながる」と代表の勝又さん。参加者は好きなこと・も

のを言い合う「好きなものビンゴ」や、自分がわくわくすること・その理由を言

語化するワークに取り組んだ。 

 

５．事前学習会の様子 

      

        

 



～参加者アンケート～

中高生NPO体験セミナー事前学習会

2021.07.17㈯ 13:30～16:00

1．学年

中学生 8

高校1年 13

高校2年 27

高校3年 26

一般 1

計 75

2.中高生NPO体験セミナーを何で知りましたか？

チラシ 51

フェイスブック 0

ホームページ 0

きくせん通信 1

家族からの紹介 3

友人からの紹介 4

協働センター

からの案内
3

※その他 15

無回答 2

計 79

※その他の回答…学校、まちスクからの案内

3.中高生NPO体験セミナーに参加しようと思ったきっかけや理由を教えてください。

～中学生～

・人の役に立ちたい。そこから自分も成長したいと思った

・「ありがとう」を聞きたい

・NPOが何か気になって、地域のためになりたかった

・母親に勧められて、自分でもやりたいと思った

・学校からのチラシを見て、やってみたいと思った

・あまりできない経験を自分でも何か挑戦してみたかった

・地域に貢献したい

・親に勧められた

中学生

11%

高校1年

17%

高校2年

36%

高校3年

35%

一般

1%

チラシ

65%

きくせん通信

1%

家族からの紹介

4%

友人からの紹介

5%

協働センター

からの案内

4% ※その他

19%

無回答

2%
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・生き物のことについて何か学べそうだった

・NPOがどんなことをしている気になった

～高校1年～

・ボランティアに人生で少しでも参加してみたいと思った

・先生に勧められて、いろんな人と出会いをつくりたかった

・チラシを見て、面白そう、入試で役立ちそうだと思った

・外国の子と話すことに興味をもった

・自分が実際に体験して得られたものが将来の進路に役立つと思った

・ボランティアに参加してみたかった

・将来の夢がまだ決まっていないので、どんな将来があるか気になった

・人のために何かしたかった

・人のとの関わりをもって、社交性を高めたかった

・ボランティア活動そのものに興味があったのと一つでも何か体験してみる

ことでわかることがあり、将来に生かしていけるだろうと思った

・今年からは、今まで挑戦したことのないボランティアや地域の活動に挑戦

してみたいと思った

・学校でチラシを配布されたときに先輩方もよく参加すると聞き、興味を

もった

・今までボランティア活動に参加したことは何度かあるが、今回のような

規模の大きいものには参加したことがなかった。(勉強もかねて）

・将来の夢である消防士＝人の役に立つ仕事、の予行演習のイメージで

・自分の体験を増やす、経験値を高めることができると思った

～高校2年～

・あまり地域貢献をする機会がなかったが、NPOがあると知り、素直に

参加してみたいと思った

・誰かの役に立ちたかった

・NPOがどんなことをしているか知りたかった

・学校でもらったチラシを見て、災害救助犬に興味をもった

・NPOに興味があった

・高校2年になり、大学に向けて自分のやりたいことを見つけたいと思った

・去年初めて参加したNPOが思った以上に楽しく体験でき、さらに少しでも

誰かの役に立てているということがうれしかったから

・NPOのことを知らなくてどんな団体なのか気になっていた

・楽しそう、面白そうだと思った

・NPO活動のほかには子どもたちと関わる機会がなかなかないと思ったから

・将来の夢に役立ちそうだ

・学校でチラシをもらったときに「人の役に立ちたい。いろんな経験を
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してみたい」と思った

・将来目指している看護師(＝患者さんの心に寄り添うことが大切)になるには

人のことをよく知らなくてはならないので、普段関わりのない人たちと交流

を深めようと思った

・ボランティアの心得や知らない話を聞きたかった

・将来看護師になりたいと考えているので、その一つとして人の役に立つこと

をしたいと思った

・人の役に立つことが将来の夢につながると思った

・チラシで知ったということと、御前崎市のNPO体験セミナーで外国人の

大人の人たちに日本語を教えたことがとても楽しかった

・勉強を教えて、相手に「わかった」と言ってもらえることがすごく

うれしい

・一度ボランティアに参加してみたいと考えていたところ、友達に

「一緒にやろう」と誘われたため

・元々菊川市のボランティア活動をしていて、ボランティアが好きだから

・人のために何かするのが好きだから

・地域貢献してみたかった

・いろいろなことを体験したい

・まちスクで、インターンをするから

・ボランティア活動をしたいと思った

・友達とやろうと決めていた

・友達に誘われて(最近コロナ等で)ボランティア活動できていなかった

・担任の先生から「ボランティア活動に参加するように」という話もあり、

・動物が好きで、楽しそうだと思ったから

～高校3年～

・日頃経験できないことを経験してみたいと思った

・学校のチラシで知り、友達に誘われた

・ボランティア活動に参加したことがなく、参加したいと思った

・高校生最後の夏に何かやっておきたいと思った

・人のためになることをしたいと思った

・気になったボランティアを見つけたところに友達が「一緒にやろう」と

誘ってくれた

・新しいことに挑戦したかった

・(将来の夢が保育士なので）保育関係のボランティア活動を体験しておきた

かった

・人のために自分が行動したいと思った

・(福祉に興味があるので）高齢者と接することで就職の参考になれば

と思った
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・ボランティアをしたいと思っていて、興味があった

・地域のために何かしようとしても自分の力だけでは行動にうつすことが

まだまだ難しい

・高校生最後の夏休みに何か自分の経験になり、誰かのためになることを

したいと思った

・言語について興味があった

・菊川市市民協働センターに案内して頂いた

・普段は交流することのない災害救助犬のボランティアがあり、体験して

みたいと思った

・学校で先生からチラシをもらって興味をもった

・まちスクに参加し、その際にNPO体験セミナーが菊川であることを

知り、興味をもった

・体験を通して”まちづくり”への理解を深めたかった

・将来のため

・まちスクのNPO体験に行く際に必須だと思った

・こんなセミナーがあることを知らなかったが、面白そうだと思った

・人のため、社会のために高校生でもできることがあると知り、

ぜひ参加してみたいと思った

・将来の仕事に役立ちそうだ

・傾聴とは何か気になったし、何かをボランティアで学びたいと思った

・職業に興味があった

・ボランティアが好きで、今までいろいろなボランティアに参加している

～一般～

・中高生の支援をしたいと考えた

4.事前学習会の感想はいかがでしたか。

～全体～

満足 64

ほぼ満足 10

やや不満 1

不満 0

計 75
85%

14%

1%

全体

満足

ほぼ満足

やや不満

不満
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～中学生～

満足 7

ほぼ満足 1

やや不満 0

不満 0

計 8

満足の理由

・新たに自分のことを理解、発見できた

・わくわくエンジンを生かし、新しいやり方を見つけられた

・新しい出会いがあり、ゲームをしたり、自分を知ったりすることができた

・いろいろな人の考えがわかった

・自分の意見をグループのメンバーに伝えることができた

・地域のことについていろいろ知った

・ゲーム等でとても楽しかった

ほぼ満足の理由

・先生的な人と話すことはできても、Gグループの人たちと話すことができ

なかった

～高校1年～

満足 9

ほぼ満足 4

やや不満 0

不満 0

計 13

満足の理由

・自分の知らない単語(わくわくエンジン、NPOなど）を知ることができた

・アクティビティーがとても面白く、新しい人と出会うことができた

87%

13%

中学生

満足

ほぼ満足

やや不満

不満

69%

31%

0%

高校1年

満足

ほぼ満足

やや不満

不満
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・自分やグループの良さを知ることができた

・やりたいことには、全て理由があるとわかった

・ビンゴが楽しかった

・自分の好きなことや何に興味のあるのかを考え直すことができた

・自分のことを改めて知る機会になった

・自分のわくわくエンジンを見つけることができた

・説明だけでなく、クイズをたくさんやってくれて楽しかった

・交流を交えて多くのことを知ることができたし、なるほど、と思うこと

が多くあった

・知らないメンバーで不安があったが、互いに好きなものやその理由を

話すことで知っていくことができ、面白かった

・自分の行動の源となるものがとても興味深かった

ほぼ満足の理由

・自己紹介で名前の呼び方やゲームを取り入れる等の工夫があり、最後まで

飽きずに楽しみながらできた

・友人や自分の好きなものを知る良い機会になった

・話ばかりでなく、活動も取り入れていた

・NPOとは何なのかを知ることができた

～高校2年～

満足 22

ほぼ満足 4

やや不満 1

不満 0

計 27

満足の理由

・自分の好きなものには理由があるということがわかった

・NPOとは何なのかを知ることができた

・大人の意見や考えを聞くことができて、自分の考えが広まった

・他の学校の知らない人と関わることもでき、普段あまり考えたことがない

ことについても新しい発見ができた

・説明会だが、活動を通じて学べて楽しかった

・自分の好きなことやものが明確になり、自分を見つけることができた

81%

15%

4%

高校2年

満足

ほぼ満足

やや不満

不満
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・初めて会った人たちと短時間だが、一緒に話したり、活動できたりして

楽しかった

・ゲーム等、楽しい内容もあった

・同じグループのみんなとたくさん話すことができた

・わくわくエンジンを考えることができて、良かった

・いろいろな人の話や考え方が聞けて楽しかったし、自分の

ことについても見直せた

・話を聞くだけでなく、ビンゴゲームを通じて様々なことを知ることが

できた

・自分自身について深く考えることができ、今まで考えてもいなかった点に

気づくことができた

・自分の仕事以外にやりたいことをやっている方の話やいろんな話を聞けて

とても良かった

・普段考えないようなことを考えることができた

・ビンゴゲームを通じて自分のわくわくエンジンを考えることができた。

また、将来なりたい自分を見つめ直すこともでき、良い経験となった

・いろいろな人と仲良くなれたり、わくわくエンジンを知ることができた

・自分のことについて考える時間ができて良かった

・ビンゴという方法で、自分の好きなことを考えるきっかけができ、とても

楽しかった

・いろいろな人の価値観に触れられて、とても新鮮だった

・自分とちゃんと向き合うことができた

・楽しくできた

・楽しかったし、交流があった

・自分を知ることができた

ほぼ満足の理由

・自分のやりたいことを具体的に見つけられた

・交友を深められた

・グループのメンバーに話しかけるのに少し時間がかかってしまった

・自分からもっと会話を広げていければ良かった。今度参加する時

には、友達に頼らずに自分から話しかけたい。

やや不満の理由

・(個人的な理由だが、）今回のような(人と関わる感じの）ゲームが得意

ではない「（ゲームが）ボランティアに必要というわけでもなさそう

なので、やらなくていいのならしなかったと思う。
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～高校3年～

満足 25

ほぼ満足 1

やや不満 0

不満 0

計 26

満足の理由

・普段きけないようなお話を聞けた

・今回の活動を通じて自分のわくわくエンジンを知ることができた

・いろいろな人の好きなものを知ることができた

・ボランティアの説明などの固いイメージをしていたが、ゲームを通じて

いろんなことを考えることができ、楽しめた

・自分のことを知ることができた

・楽しかった

・自分や友達の好きなもの知ることができ、良かった

・話を聞くだけだと思っていたが、グループのメンバーと楽しくビンゴが

できた

・わくわくエンジンを見つけることができた

・グループのメンバーといろいろなテーマで関われた

・普段関わっている人からは知りえないことをたくさん知ることができた

・わくわくエンジンを考えたことで自分の性格の知らないことがわかった

・NPOとは何なのかや自分のわくわくエンジンを知ることができた

・自分が好きなことについてしっかり考えることは普段ないので、改めて

自分が何が好きで何にわくわくするのかを知ることができた

・自分のことを理解できるようになった

・わくわくエンジンという新しい考えに出会うことができ、今日考えたこと

は今後の進路に役立つと思った

・様々なNPOの活動を知ることができた

・初対面の方々と交流できる良い機会になった

・グループで話し合うのが楽しかった

・自分のことをよく知るきっかけになった

・楽しかったし、知らない自分を見つけることができた

96%

4%

高校3年

満足

ほぼ満足

やや不満

不満
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・自分と同じ年代の人と考えなどを共有したりできた

・わくわくエンジンで、今まで知らなかった自分を知ることができた

・自分についての考えを深めることができ、いろいろな視点から考えること

ができた

・自分の気づけなかった自分に気づけたし、自分の深いところまで知ること

ができたので、進路に活かせそうだ

・自分の学校以外の人とたくさん話すことができ、とても楽しむことが

できた

・わくわくエンジンなどをやって自分のことを深く知れた

・初めて会った方とたくさんお話でき、自分が気づかなかったところまで

知ることができた

・自分のことについて詳しく深く考えることができた

ほぼ満足の理由

・いろいろな人の話が聞けて良かった

～一般～

満足 1

ほぼ満足 0

やや不満 0

不満 0

計 1

満足の理由

・自分を客観視できる良い機会になった

5.特に印象に残ったことを教えてください。

～中学生～

・わくわくエンジンの人たちの明るさ

・NPO法人うまのあと 小林さんの話

・「自分のわくわくエンジン見っけ」で自分のわくわくエンジンを知ったこと

・わくわくエンジン

100%

高校3年

満足

ほぼ満足

やや不満

不満
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・わくわくエンジンを考えたこと。自分はどんなことが好きでどんなことに

興味がわくかを知ることができた

・小林さんが４日連続救助をしていたこと

・自分のわくわくエンジンを見つけられたこと

・ビンゴⅡとビンゴⅠ。楽しかったし、意外なことがあった。

～高校1年～

・自分の好きなこととかわくわくエンジンとか自分のことを知ることが

できたこと

・みんなと話すことによって、いろんな意見や話が聞けたこと

・わくわくエンジンで自分を知ることができたこと

・自分のわくわくエンジンを考えたこと

・好きなことややってみたいことなどを１人ずつ交代で言うことは、相手の

ことを知ることができたり、多くの人と関わるということだけでなく、

再度自分のことを知ることができるということ

・ビンゴ。お互いに好きなものを知ることができた

・わくわくエンジン。今まで頑張ったことや好きなことについて「何が」を

問うことはなかったが、わくわくエンジンを知り、自分のことを知ることが

自己紹介の時に役立つと思う

・ビンゴゲーム

・以前受験の時に自分を分析したこともあったが、わくわくエンジンの

プリントで「こういう方法があったか！」と思った。妹にも教えよう

と思う

・ビンゴゲームⅠ、Ⅱ。楽しかった。こういうものが好きなんだと参考に

なった

・お茶をもらったこと。地元のPRに励んでいると感じた

・NPOを創設することが大変で、周りの人たちとの関わりや自分が役に

立ちたいということが前提になっているということ

～高校2年～

・ビンゴゲームを通して好きなものには理由があるということがわかったこと

・自分のわくわくエンジンが何かわかったこと

・菊川にポニーがいるということ。今度会いたい

・わくわくエンジンを見つけるときに共通点を見つけてみると自分の好きな

ことや気分の上がることが自分のエンジンだと感じたこと

・わくわくエンジンの見つけ方が思っていたよりもやりやすく、進路に悩んで

いる今にピッタリの話が聞けたこと

・ビンゴで自分のことについて考えたり、グループのメンバーの好きなもの、

ことを知ることができたこと
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・自分の今のわくわくエンジンを見つけることができたこと。変わらない人間

はいないし、去年より成長した所、これから変わりたい所等発見できた

・ビンゴ。自分の好きなことについて、知らない子と話すのが楽しかった

・ビンゴで、『みんな(全員)に豪華賞品‼』かと思ったら、まさかの３人

だったこと

・自分の好きなことの共通点を知ることができて良かったこと

・自分の好きなことからわくわくエンジンを見つけることができたこと

・自分のわくわくエンジンを知ることができたこと。好きなものの共通点とか

を考えたことがなかったので発見できて、良かった

・自分のわくわくエンジンについて考えること。ただ何も考えずに生活して

いくのではなく、自分がどんなことが好きなのかを知ることでより充実した

日々が送れるだろうと思った

・自分のやりたいことを実現しているのがすごいと思った

・ビンゴゲームで自分や相手のことを知ることができたこと

・同じグループのメンバーとビンゴゲームをしてお互いの好きなことを知る

ことができたこと

・ビンゴゲーム

・わくわくエンジンという言葉を初めて聞いた。今までも自分自身について

考えることはあったが、ここまで考えることがなかったのでとても

楽しめた

・自分のわくわくエンジンをちゃんと知ることができたこと

・ひろっぺさんが自分の夢を応援してくれたこと

・モヒ通信

・ビンゴでの友人の「銀行強盗」が面白かったこと

・好きなことからやりたいことを見つけたこと

・あだ名が特徴的だったこと

・自分のやりたいことが露呈して恥ずかしかったこと

・みんな意識が高く、やりたいこと、なりたいものがハッキリしていて

尊敬したこと

～高校3年～

・お仕事をしながら馬のお世話をしていること

・女性がたくさん活躍していること

・わくわくエンジン

・菊川でホースセラピーをやっていたこと

・自分のわくわくエンジンを見つけること

・ビンゴゲームで他の人が何を好きなのかを知ったり、その理由を聞けて

楽しかったこと
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・ビンゴゲーム。新しいやり方だった。

・わくわくエンジンについて考えたこと。それまでは漠然とした理由でしか

好きなことをとらえられなかったが、詳しく考えることができたから。他の

好きなことなどでも考えたい。

・知らない人との交流は緊張したが、話してみると思ったよりも自分の

意見を言えて良かったこと

・わくわくエンジンが人それぞれに違っていて面白かったこと

・自分のわくわくエンジンを探したこと

・ビンゴできくのんグッズをもらったこと

・ビンゴでみんなと盛り上がったこと

・自分が好きになるポイントを発見できたこと

・自分の内面についてしっかりと話せる人たちがたくさんいて、とても

すごいと思ったこと

・ビンゴを通じてわくわくエンジンを見つけること

・わくわくエンジンを一言で表現したこと

・ビンゴを行ったときにみんなが自分の好きなことをたくさん持っていて、

また、理由も細かく、明確ですごいなと思ったこと

・自分でも知らなかった好きなものや自分のわくわくエンジンを知ることが

でき、とても充実した時間だったこと

・他校の人との関わりを持つことができたこと

・わくわくエンジンやビンゴが印象的。自分のことを深く知ることができ

良かった。楽しかった。

・自分のわくわくエンジンがどんなものか初めて知ることができたこと

・自分の好きなもの、ことから自分の興味を引き出せたこと

・特になし

～一般～

・中高生も自分の人生について真剣に考えていること

6.全体を通して何か気づきや学びはありましたか？

今後に生かせそうなことをご記入ください。

～中学生～

・わくわくエンジンの存在をもっと発信したい

・わくわくエンジンを生かし新しいやり方を見つけられた

・自分のわくわくエンジンを生かして、友達と接したりいろんな活動を
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したい

・生きがいや考えなど今の自分を見つけ、育てることによりより育つことが

できると知った

・自分は誰かの笑顔を見るのが好きということ、それを生かせる仕事に

就きたいと思った

・自分のわくわくエンジンを体験学習で使うこと

・自分のことについて新しく気づけることがあった

・もう少し勇気を出し、２人と話してみることも大切だと思った

～高校1年～

・自分のわくわくエンジンが知れて良かった

・一見怖そうな人でも話してみると優しい人もいるということ

・わくわくエンジンを知ることができたこと

・自分がどんなことに興味をもっているのかわかった

・自分の好きなことをたくさん見つけて今後に生かしていきたい

・自分のわくわくエンジンをふまえて今後の進路がどうなるかはわからない

が、しっかり考えていきたいと思う

・自分は人と関わるのが好きということ

・違う学校の人ともたくさん話せて楽しかった

・わくわくエンジンで、これから受験などがあるが好きなことを追求して、

より頑張れそう

・わくわくエンジンという行動源について知ることができた。

・自分の好きなこと、苦手なものについて理由を考えてみることはなかった

が、理由を考えてみることで知ることができるとわかった。今後は物事に

対して理由を考えていきたい

・将来文房具を扱う仕事に就きたいと考えているが、商品デザインの仕事

か、商品を売る仕事か迷っていた。今回の学習会で後者の方が合っている

と思い、大学選びの参考にしたい

・自分の好きなことに気づけたし、理由がわかった。

・自分のことを文字で表して改めて見直すと新たな気づきがあった。自分の

良し悪しを見つけやすくする方法を見つけられた

・自分がなぜそれを好きなのかを知ることができ、より自分を知ることが

できたと思った

～高校2年～

・自分の将来を見つけて、人のために役に立てるような仕事をしていきたい

と思った。これからはもっと多くのボランティアに参加したい、と思える

きっかけになった
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・自分の得意なこと、好きなことを考えながら生活することで自分の将来の

可能性がたくさん増えそう

・まずは自分の楽しいと思うことから始めてみるとたくさんの新しい発見が

できると思った

・わくわくエンジンを基にいろいろ考えていけそうだと思った

・自分について深く知ることができた。自分が大学で学びたい分野を考える

ことができそう

・私のわくわくエンジンは新しいものを知ることなので、積極的に普段

いことをやってみたり、あやらなまり話さない人と話してみたりしたい

・好きなことの理由について考えたことがあまりなかったから、好きなこと

の根底にあるものこそが生きていくうえでの原動力になるのかなと思った。

自主性をもって体験セミナーもがんばりたいと思った

・わくわくエンジンを大切にしていこうと思った

・わくわくエンジンを知れたことを今後生かしたい

・好きなことを見つけて将来に生かすこと

・わくわくエンジンを通して学びたいことややりたいことを見つけていき

たいと思った

・わくわくエンジンを忘れずに日々の生活や勉強に取り組んでいきたい。

自分の好きなこと、強みを知ることで今までよりも良い人生を送れると思った

・ボランティアによって人とのつながりができていくことを知ることができ、

たくさんの人と出会える機会でとてもすてきだと思った

・自分のわくわくエンジンを発見できた。今回行ったワークショップを将来に

生かしたい

・自分のわくわくエンジンを活かして人の役に立ちたい

・同じチームの人とたくさん話せて楽しかった

・楽しく学ぶことができて良かった

・このわくわくエンジンは大学での志望理由書において自分の長所や特徴を

考えるうえでとても重要な役割があると感じた

・今後進路について考えるときに自分のわくわくエンジンを大切にしていき

たい

・わくわくエンジンの考え方

・自分のわくわくエンジンをたくさん見つけ、それを生かして生活する

・自分と他人の考えていることの価値観の違いを知ることができた

・好きなことから仕事

・わくわくエンジンを大切にして生きる

・話しかけてみないとわからないのにビビっていたら何も始まらないことに

気づいた
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・普段の自分では考えないワクワクすることを見つけられたので、日常生活

で意識していきたい

・好きなこと、もの、その理由を明確にするのは大切だと思った。進路を

決める時などに役立てたい

～高校3年～

・自分のわくわくエンジンを知ることができた

・自分のわくわくエンジンがわかった

・自分のわくわくエンジンは何か、自分の好きなことは何か、意外と自分の

知らないことがたくさんあったので、これから発見していきたい

・みんなで考えるのが楽しかった

・自分についても知ることができたので、それを生かしていきたい

・自分のわくわくエンジンを大切にこれからもいろんなことに挑戦したい。

・これからの進路、仕事などで生かしたい。新しく何か始めるときに考えたい

・自分の考えを整理してそれを人に伝えることができたらいいと思う

・人と関わるのはとても大切だと思った

・自分が何にワクワクするのか知ることができて、これからこのわくわく

エンジンを生かしていきたい

・一人一人わくわくエンジンが全然違うからこそまとまっていいものができる

んだなと思った

・私が普段の生活で大切にしていること、好きなことに気づくことができた

・自分のわくわくエンジンの考え方を知ることができた

・興味を持つことやものの共通点がわかった

・生きがいを見つけることは大切だと思った

・自分のやりたいことを大切にしようと思った

・自身について今一度見つめ直す良い機会となった。新たなことにチャレンジ

し、自分の知見を広げていきたいと思った

・将来にやりたいことがはっきりした

・自分の興味がわかったので、つまずいたときはそこに立ち返りたいと思う

・初対面の人同士でもこんなに楽しく話せるのだなと思った

・初対面の人と話すのはあまり得意ではなかったけれど、ビンゴなどを通して

自分のことを伝える楽しさや話すことの面白さを知ることができた。自分の

ワクワクすることをこれからも大切にしていきたい

・自分のことを理解した上で、将来に向けてがんばろうと改めて方向性が決ま

ったので良かった

・一から考えていくことでたくさんの発見があったので、何か困ったときは

根本的なところから考えていきたい
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・自分が思っていた自分が確信につながり、大学進学や就職に生かすことが

できそうだ

・体験セミナー、がんばろうと思った

～一般～

・また参加したい
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