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第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会報告書

実行委員長　あいさつ

みなさん、２日間お疲れ様でした。ご来賓の特定非営利活動法人日本ＢＢＳ連盟の長谷川事務局長、法務省保護

局更生保護振興課の加藤事務官、そして２日間陰ながら支えてくださった、法務省中国地方更生保護委員会の西江

更生保護管理官には、研修の場に来ていただき、温かく見守っていただいてありがとうございました。

２日間を振り返って、アイスブレイクやワークショップ、交流会でほとんど違うメンバーの班だったと思いますが、

どの班でもすぐに打ち解けられていてみなさんのコミュニケーション能力のすばらしさにとてもびっくりしました。

また、ワークショップでは、どの班もレベルの高い発表をしていただき寸劇などの工夫もあって、とても２日間

で考えたとは思えないような内容でした。それぞれの得たものも多くあったと思います。ぜひ自分たちの地区の活

動に活かしていただけたらと思います。

今回の研修を通して、自分たちの地区にある様々な課題に対する解決策を見出すことができ、また、全国の人た

ちと対話を通じて仲も深まったと思います。さらに、これらを踏まえて、同じ地方や近くの地区会の人とのつなが

りも増え、これからの活動もより活発になると思います。まさに、私の座右の銘の一石二鳥、いや、一石三鳥の研

修会になっていたら嬉しいです。

さて、話は変わりますが、みなさん、集合写真の上にある横断幕を見てください。これは、実行委員がみなさん

を歓迎するため、一人２文字程度、手書きで書いたものです。どこで人が変わっているかわかりますか。ちなみに

私は学生の２文字を担当しました。

最後になりますが、家に帰るまでが研修会です。北海道から沖縄まで遠いところから来られたと思いますが、無

事にお帰りになられたでしょうか。みなさんのたくさんのご協力のおかげで、２日間素晴らしい研修会になって私

自身感動しています。本当にありがとうございました。

第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会実行委員会　実行委員長　　久　保　沙　織

【今回の研修コンセプト】

～ つよいネットワークで なかまをつくり 

がくせいＢＢＳ会の活動を りかいし合おう！　～

発行者：第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会実行委員会
　　　　http://chugoku-bbs.org/4th_gakusei/
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第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会実施要綱

１.趣旨（コンセプト）

～ つよいネットワークで なかまをつくり 

がくせいＢＢＳ会の活動を りかいし合おう！　～

少子高齢化社会を迎え、平成２８年の１５歳未満の年少人口は
総人口の約１４％となっています。大学生などの若い会員が中
心のＢＢＳ会（以下「地区会」という。）においても少子化の影
響により、学生会員は減少傾向であり、それに加え人口減少社
会の影響を受けて、ピーク時には１万人を超えていたＢＢＳ会
員も現在は５千人を下回っています。
こうした社会現象による会員数の減少は、ＢＢＳ会員のみなら

ず、他団体等も同様であり、やむを得ない状況となっているこ
とからも地区会の活動を継続していくためには、より質の高い
活動をすることが必要となってきています。
本年度で第４回目となる本研修会は、『ネットワーク』と『つ

ながり』をキーワードとし、全国の学生会員の心の距離をより
近くすることにより、多種多様な地区会活動の共有化を図り、
都府県連盟、地方連盟の枠にとどまらない活動を行えるような
環境つくりに努めます。
本研修会によって、地区会相互が連携する活動や会員個々のポ

テンシャルが引き出され、より醸成された広がりのあるＢＢＳ
活動になることを期待します。

２.主催
第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会実行委員会
http://chugoku-bbs.org/4th_gakusei/

３. 後援
特定非営利活動法人日本ＢＢＳ連盟、中国地方ＢＢＳ連盟　ほ
か

４.日時
平成２９年３月１１日（土）～１２日（日）

５.場所
広島市国際青年会館
〒 730-0812　
広島市中区加古町４番１７号　ＪＭＳアステールプラザ内
TEL 082-247-8700　FAX 082-246-5808　
http://hiyh.pr.arena.ne.jp/

６. 日程
【１日目】 
１３：００～　受付
１４：００～　開会式
１４：１５～　アイスブレイク
　　　　　　　（休憩１５分）
１５：３０～　グループワーク
１８：４５～　夕食・入浴・交流会
２２：００～　就寝

【２日目】 
　６：３０～　起床
　７：００～　朝食、身辺整理
　９：３０～　発表打ち合わせ・グループ発表
１２：００～　閉会式・記念撮影
１２：３０～　解散

７.研修員
学生ＢＢＳ会員　５０名
（各都府県連盟から１名、北海道においては管内連盟から各１
名）
ただし、地方連盟内で不参加の都府県連盟がある場合は、参加

枠の範囲内で地方連盟会長が調整することができることとしま
す。

８.研修員の選定及び参加申込

第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会実施要綱を基本に研修
を進めましたので紹介します！

(1) 研修員は、特定非営利活動法人日本ＢＢＳ連盟（以下「日本
ＢＢＳ連盟」という。）に所属の学生会員でなければなりま
せん。

(2) 都府県連盟会長は、別紙「参加申込書」及び「事前アンケー
ト」を平成２９年１月２０日（金）までに、電子メール、Ｆ
ＡＸまたは公式ウェブサイトのお問い合わせフォームから申
し込みをお願いします。

９.参加費
参加費は１人当たり８，０００円とし、当日受付で徴収します。

１０.交通費
日本ＢＢＳ連盟が負担されます。ただし、交通費の計算は、最
も経済的な通常の経路とします。従いまして、航空機及びその
他公共交通機関の代金については、早割等を利用することを原
則とします。

１１.持参品
　(1) 参加費
　(2) 筆記用具
　(3) 洗面道具、着替え、寝間着その他宿泊に必要なもの

なお、宿泊施設は下記のとおりとなっています。
・全室インターネット（LAN）無料利用可。

LAN ケーブルの貸出があります
・全室オートロック式（身障者特別室を除く）
・ユニットバス付（宿泊研修室を除く）
・備品（無料）

液晶テレビ（地上デジタル・BS デジタル放送視聴可能）、
冷蔵庫、ドライヤー、電気ケトル、歯みがきセット、シャ
ンプー、ボディソープ、かみそり、ナイトウェア

・貸出品
アイロン、加湿器、ズボンプレッサー（いずれも数に限り
がございます。）

１２.その他
(1) 研修員は広島市国際青年会館へ宿泊します。なお、前泊、

後泊は主催者において斡旋しませんのでご了承ください、
(2) 参加申込で得た個人情報は、本研修会以外には使用しませ

ん。
(3) 本研修会で撮影した写真は、ホームページ、ＳＮＳ（ソーシャ

ルネットワーキングサービス）及び報告書などに掲載する場
合がありますので予めご了承ください。

(4) 本実施要綱、参加申込書及び事前アンケートについては、
第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会公式ウェブサイト（http://
chugoku-bbs.org/4th_gakusei/youkou）からダウンロードで
きます。
実施要綱、参加申込書及び事前アンケートは個人情報を掲

載している関係上、ダウンロードページには、パスワードを
かけています。
ダウンロードページのパスワードは『********』です。

１３.お問い合わせ及び参加申込先
(1) お問い合わせ

第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会実行委員会
　実行委員長　　久　保　沙　織
TEL：***-****-****
E-Mail：gakusei_kensyu@chugoku-bbs.org

(2) 参加申込先
第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会実行委員会
　事務局長　　鈴　木　翔　太
TEL：***-***-****　FAX：****-*-****
E-Mail：gakusei_kensyu@chugoku-bbs.org
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（来賓）

　長谷川　正光（日本ＢＢＳ連盟）

　加藤　早紀（法務省保護局）

（北海道地方）

　荻野　菜々海（札幌）　　菊地　涼介（札幌）

　髙野　紗也香（札幌）　　大沢　快盛（札幌）

　熊野　心平（函館）　　　神内　瑚伯（函館）

　吉田　泰裕（釧路）

（東北地方）

　橋本　　馨（青森）　　　山口　夏輝（青森）

　藤本　　樹（青森）　　　夏目　雪乃（岩手）

　丹内　莉子（岩手）　　　中山　栞里（宮城）

　高橋　享子（秋田）

（関東地方）

　五十嵐　勇希（東京）　　塚田　真惟子（東京）　

　高橋　香蓮（神奈川）　　宮崎　智哉（神奈川）　

　神谷　　精（神奈川）　　仲亀　真季（神奈川）　

　松下　准平（新潟）　　　金子　千尋（長野）

（中部地方）

　嶋　　杏奈（石川）　　　一尾　周平（福井）

　坂野　幹泰（福井）　　　野村　凌佑（岐阜）

　伊藤　沙由理（岐阜）

（近畿地方）

　天野　言美（滋賀）　　　高野　祥生（京都）

　植田　紗優実（大阪）　　森元　健太（兵庫）

（中国地方）

　今口　　純（島根）　　　森迫　ほのか（島根）　

　松浦　汰威我（岡山）　　光原　里美（広島）　

　榊原　美晴（広島）

（四国地方）

　木下　　梓（徳島）　　　荒木　誉史（愛媛）

研修会に参加された皆さ
んを紹介します！

研修日程を報告します！

北は北海道から南は沖縄まで、全国から４８名の学
生ＢＢＳ会員が参加されました。また、来賓として日
本ＢＢＳ連盟事務局長、法務省保護局のＢＢＳ担当官
もいらっしゃいました。
遠いところ広島までお越しいただきありがとうござ

いました。m(__)m

【１日目】３月１１日（土） 
１３：００～　受付
１４：００～　開会式
　　　　　　　（東日本大震災の犠牲者へ黙とう）
１４：１５～　アイスブレイク
　　　　　　　（休憩１５分）
１５：３０～　グループワーク
１８：４５～　夕食・入浴・交流会
２２：００～　就寝

【２日目】３月１２日（日） 
　６：３０～　起床
　７：００～　朝食、身辺整理
　９：３０～　発表打ち合わせ・グループ発表
１２：００～　閉会式・記念撮影
１２：３０～　解散

（九州地方）

　橋口　和樹（福岡）　　　溝江　湧太（佐賀）

　松永　薫子（佐賀）　　　中島　賢吾（佐賀）

　藤田　延登（熊本）　　　佐々木　祐佳（大分）　

　三原　　拓（大分）　　　大坂　　光（鹿児島）　

　濱田　葉月（鹿児島）　　仲本　　倫（沖縄）

実施要綱にも記載していますが、下記の日程で行い
ました。１泊２日では時間が足りないところもありま
したが、参加された皆さんのご協力で円滑に進みまし
た。詳細については、５ページからの報告をご覧くだ
さい。

▲黙とうの様子

▲交流会の様子
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　 収入済額 円

支出済額 円

差引残額 円

○収入の部
（単位：円）

収入済額
（Ａ）

予算額
（Ｂ）

増減額
(Ｂ)-(Ａ)

摘　　要

1. 参加費 545,000 600,000 △ 55,000

1. 研修会参加費 503,000 600,000 △ 97,000

2. 実行委員会参
加費

42,000 42,000 プレ研修実行委員参加費

2. 助成金 90,000 90,000 0

1. 中国地方ＢＢ
Ｓ連盟助成金

90,000 90,000 0

3. 諸収入 15,340 10,000 5,340

1. 雑入 15,340 10,000 5,340 寄付金など

650,340 700,000 △ 49,660

○支出の部
（単位：円）

支出済額
（Ａ）

予算額
（Ｂ）

不用額
(Ｂ)-(Ａ)

摘　　要

1. 実行委員会費 185,557 71,000 △ 114,557

1. 会議費 104,887 19,000 △ 85,887 実行委員会開催経費
プレ研修経費

2. 旅費 33,320 29,000 △ 4,320 アドバイザー派遣旅費

3. 備消品費 41,350 21,000 △ 20,350 事務用品等
報告書印刷製本費

4. 通信運搬費 6,000 2,000 △ 4,000 郵便料

2. 研修会費 464,783 581,000 116,217

1. 報償費 0 20,000 20,000

2. 会場費 227,580 227,000 △ 580 広島国際青年会館使用料

3. 食糧費 209,057 278,000 68,943 夕食、朝食代等

4. 備消品費 28,146 56,000 27,854 消耗品費等

3. 予備費 0 48,000 48,000

1. 予備費 0 48,000 48,000

650,340 700,000 49,660

第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会実行委員会

収 入 合 計

項 目

支 出 合 計

会計期間：平成28年9月1日～平成29年5月31日

一般会計収入支出決算書

研修員参加費
実行委員ほか参加費

0

650,340

650,340

目項

会計決算を報告します！
今回の研修会は、みなさんからの参加費と中国地方ＢＢＳ連盟からの助成金で運営をしました。
経費を節減するために実行委員会を行うための学生会員の送迎を社会人会員が行いました。（約 70 万円の節

減）また、研修会場に減免申請を行って施設の利用趣旨に沿っているということで利用料金を減免していただ
くことができました。（約 20 万円の節減）実行委員の努力により約 90 万円の経費を節減しました。
みなさんからいただいた貴重な参加費の使途を下記のとおりご報告させていただきます。
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研修内容を報告します！

●グループワークの目的
問題解決の中で情報や意見の交換を行い他地区との”つながり”を深める。

●グループワークのタイムスケジュール
【１日目】

１５：３０～　①班分け　　班での自己紹介 and 自地区紹介
　　　　　　　②自己…名前、アイブレでついたあだ名、県連と地区会、出身、座右の銘
　　　　　　　③自地区…会員数、主な活動内容、他地区への広報活動、地区の自慢、地区の課題点
　　　　　　　④仮想地区（A･B･C）の紹介
　　　　　　　⑤グループワークの二日間の流れとのゴールの説明
　　　　　　　⑥Ａ・Ｂ・Ｃ地区の担当班発表
１６：３０～　話し合い

【２日目】
　９：３０～　直前話し合い、ポスター制作
１０：００～　各班発表・まとめ

●全体でのアイスブレイク
・全員で歩き回りあった人に声をかけ自己紹介をしてじゃんけんをする。
・勝ったら負けた人に名前と地区 (都道府県 )を書いてもらう。
・その署名を 10 人分集める。
・集めた人から司会のところに持ってきてもらい、司会に確認してもらう。
・名前を書いてもらった人に再び会いに行き、名前の横の数字に丸印をつけてもらう。
・集め終わった人から前のテーブルに座っていき、それが次のグループとなる。

●グループでのアイスブレイク
・司会が最初に 3つの質問をする。
・その後、紙に記入する時間をとって、グループで発表していく。
・一つ目の質問をみんなが順に答えていき、次に二つ目の質問と回していく。
・質問は

①地区の都道府県の自慢 or 好きなところ
②子供の時の将来の夢
③三大好きなもの

・最後に二日間のあだ名を質問の答えなどから決める

①アイスブレイク

②グループワーク

項目 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区

会員数 ３０人 １０人 １００人

継続的な活動 月２件 なし（単発的な活動のみ） 月１件

特徴的な活動
『こども交流活動』

（月１回）
『学習ボランティア』

（月１～３回）
『サマーレクリエーション』

（年１回）

定例会 週１回 不定期（必要なときに） 月１回

他地区への広報 Facebook、Twitter チラシ ブログ

広報面での課題 広報に対する意識が低い
他団体（地域・社会人・他大学）
にどうアプローチをかけていいの
かわからない

広報を行うための体制が整っておら
ず、ブログの更新もなかなかできて
いない。

自地区の強み 年間を通して活動がかなり多い 活動への参加率が高い 会員同士の仲がいい

自地区の課題 会員不足
（活動における充分な会員数を確保てきていない）

地域との繋がりが少ない
人数が多すぎてモチベーションに差
があり、幽霊部員も存在してしまっ
ている。

部長のつぶやき

地域との繋がりが強く、毎月行う
活動以外にもたくさんの活動を行っ
たり参加させてもらっていて、活動
の多さが自分たちの地区の強み！な
んだけど・・・
活動の日程が被ったり、授業など

と被ったりして、活動一つひとつに
対する人手不足感が否めない…活動
自体は減らさずに充実した活動をす
るにはどうしたら…

活動への参加意欲はみんな高く
て、活動にはほぼ全員で参加してい
るのが自慢です！
ただ、自分たちで企画してみた

い！と考えてもどうやって企画をし
たらいいのか、どこにどんな風にお
願いしたらいいのかもわからない…
もっと活動を行いたいんだけどど

うすれば外部と関係性を築いていけ
るのかな？

自分たちの地区はとにかく会員が
多く規模が大きい。
そのため組織が大きくなりすぎて

うまくコントロールできていなく
て、幽霊部員やモチベーションの低
い会員もちらほら…
どうすれば積極的に活動に関与し

てもらえるかが今後の課題なんです
…

③仮想地区の紹介
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A地区 
【1班】 
＊問題点 
・他地区への広報（SNSなどの活用）がうまくいっていない？ 
・地区内での情報の共有がしっかりとできていない？ 
・すべては人手が足りていないのが原因？ 
＊解決策 
・SNSを活用し近くの地区に活動を行っていることを知ってもらう 
⇒他地区に活動を手伝ってもらう、交流を持つ 
⇒お互いにピンチになったら助け合う関係を築く！ 

・月に１度全員が集まれる場をどこでもいいので必ず設ける！ 
 
 
【4班】 
＊問題点 
・地域への広報（チラシ・ポスターなど）が不足しているのではないか？←広報意識が低いという点から 
・部長と部員との広報意識のギャップがあるのでは？←活動数と活動参加人数のギャップという課題点から推測 
＊解決策 
・研鑽活動を通じた活動の質の向上！ 
・低階層から徐々に上層にもっていく！ 
⇒全体的なモチベーションの向上、会員間のコミュニケーションの

活発化へ！ 
 
 
 
 
【7班】 
＊問題点 
・広報不足が課題 
・会員間の意識の差←ボランティアの内容に偏りがある？ 
＊解決策 
・広報の媒体を増やす 
・役割分担をしっかりする(ローテンションや役職) 
・市役所や公民館など広報を周囲に頼る 
・ボランティアに多様性をもたせることで興味のあるジャン

ルを会員に提供する！ 
・多団体、地区内での交流を増やす 
⇒飲み会が大事 
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B 地区（2・5・8 班） 

 

 

2班 

〇課題 

第一歩が踏み出せない 

〇結論 

経験をつんで自信をつける 

〇アプローチ案 

・1人 1人に役割を与える 

・自分たちのことを知る 

・内輪でのイベントをする 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな意見がでました！ 

・活動を増やす 
・広報を活用する 
・定例会を定期的に開く 
 
などなど・・・・( ^^) _旦~~ 

ほかにも・・・( ..)φメモメモ 
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　たくさん会員がいるせいで、
　統率が取れなかったり、
　モチベに差が出てきている
　どうしよう……

なるほど…
それぞれが自分の役割を意識して
もっと活動に参加することが
より充実した活動につながるんだ
ね！！

仮想地区 C の発表 

 

  

3 班 

参加の機会を増やして、みんなにより楽しんでもらおう！！

6 班

活動を通して組織化していく！！
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制作者のウラ話）同じフォントが見あたらなかったんで苦労しました笑 あと の色合い笑

事前アンケート

の結果から仮想

地区の設定に最

も馴染むよう

代表的な情報を

組み合わせまし

た！！

実際の浜田・美作・東広島地区

の活動を用いることで、

質問の回答に一貫性を持た

せる目的があった！

IDの意味：＠ぎっくり腰＿しんどかった

【仮想地区 】

会員数 人

継続的な活動 月２件

特徴的な活動 『子ども交流活動』（月 回）

定例会 週一回

他地区への広報 ，

広報面での課題 広報に対する意識 利用意識、必要意義の認識 が低い

自地区の強み 年間通して活動がかなり多い

自地区の課題点 人手不足

（活動における十分な会員数を毎回は確保できない）

部長の呟き
実は、

浜田・美作・東広島地区

にまつわる小ネタに

がなっていました笑

大規模（ 人）・中規模（ 人）・小規模（ 人）

という参加者の大多数がどれかの地区には当てはまる設定！！

 

鍵アカウント

であったり、

いいね数や

数・通知

数とかなり手

の込んだ画像

です笑

 

ネガティブな解決

策を出させない誘

導でした
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第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会アンケート結果報告！

回答率　　６２．５％　（３０名 /４８名）

問１）第４回学生 BBS 会員全国研修会（以下「研修会」
といいます。）はいかがでしたか。（回答者：30 人）

問２－１）よかった方に質問です。どの内容が良かっ
たですか（回答者：29 人）

問２－２）よかった理由を教えてください
（回答者：23 人）

・ 勉強になりました

・ 名前と顔を記憶して、次の活動に繋げることが出来
たため

・ 自分に無い考えが多くあったから

・ アイスブレイクや交流会では他地区の活動を知るこ
とが出来、ワークショップでは自分の地区と似たよ
うな地区について考える事が出来たため。

・ 細部まで考えられているなと感じたし、3地区あっ
たので発表時も楽しく聞けた。

・ どの時間もいろいろな人と親しみやすく、とても良
い経験になったから。

・ 様々な意見を聞く機会が多くあり良かった

・ 色々な県の方とお話ができる良い機会になりまし
た！とても有意義に過ごせました。ありがとうござ
います。

・ 有意義な意見交換ができた

・ まんべんなく各県の方々とお話できてとっても楽し

・とてもよかった　２０人
・よかった　１９人
・ふつう　０人
・悪かった　１人
・とても悪かった　０人

アンケートの回答率 かったです◎

・ アイスブレイク：他連盟の会員さんとの距離が縮まっ
た 
ワークショップ：アンケートを基に抽出された多く
の地区会が抱えている課題を、具体的ケースを通し
て他連盟の会員さんと真剣に話し合うことで、とて
も刺激を受けた。今回の企画を自分の地区会で実施
することはできないだろうけど、こういうワーク
ショップを通して BBS の課題を認識し解決策を考え
ることはとても大きな意義があると思った。 
夕食交流会：普段なら会えそうにない多くの会員さ
んとお話しすることができて、大変楽しかった。 
発表タイム：他の班の結論を聞けて、参考になった。

・ 他地区の BBS と仲良くなれるいい機会になり、これ
からの自分の地区の BBS の運営に役立つようなこと
をたくさん学べたから。

・ とにかく楽しかったです！いろんな人から様々な話
が聞けてこれからの活動に組み込める意見を得られ
ました！

・ どれも楽しかったので

・ グループも工夫されていたこともあり、たくさんの
特徴を持った県の取り組みを聞けたため

・ 自身らの地区の詳しい内容まで話せて、いろいろな
BBS のあり方について聞けた

・ それから、仮想地区についての話し合いは、その地
区の解決策について自身にはない考えもたくさん聞
けて有意義に感じた

・ 全国の地区との交流、東北地区の方と深く交流する
ことが出来た。今回の研修会の目的にも沿った内容
でした。お疲れ様でした。

・ グループの変更が多く、いろいろな人と話す機会が
あったから。

・ 他県の方と交流することができた。

・ 実行委員のチームワークが非常に良く、自分達が研
修に参加しやすかった。他見の BBS 会員と交流出来
たこと。

・ 各研修で司会進行や企画にオリジナリティがあり、
同じグループとなったメンバーと交流でき親しくな
ることができた。

・ 年齢を問わず、他県の人と交流ができた所が良かっ
た。

・ 元々の知人や新しく出会った人たちと楽しく話せた
り、地区会の悩みなどを相談し合えたから。
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第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会アンケート結果報告！
問３－１）悪かった方に質問です。どの内容が悪かっ
たですか。（回答者：１人）

問３－２）悪かった理由を教えてください。
（回答者：１人）

・ ワークショップの準備時間が短かかったと思いまし
た。

・ 夕食と交流会はわけて欲しかったです。

・ 交流会の会場の選び方はおかしいと思いました。

・ 社会人の委員の方が頑張っておられて，学生主体と
いう感じを受けませんでした。

問４）研修会で充分交流ができましたか。
（回答者：30 人）

問５）今後もこの研修会を続けてほしいと思いますか。
（回答者：30 人）

問６）今後、この研修会を引き受けてやってみたいと
思いますか。（回答者：30 人）

問７）その他、ご意見がありましたらご記入ください。

・ 次回も是非参加したいです。

・ 良いの

・ 今後の活動は色々と落ち着かせていきたいので、お手伝いや参
加くらいでやっていきたいです！！！今回の参加はとても良
かったので、企画運営をしてくださった中国地方の皆様はお疲
れ様でした。ありがとうございました。

・ 非常に素晴らしい研修でしたもっと緊張せず参加したかったで
す

・ 研修に参加させていただき、ありがとうございました。今回学
んだことを今後の活動に活かしていきたいと思います。

・ 2 日間ありがとうございました！

・ これからも学生研修会が継続していくことを望んでいます。

・ 運営の皆さん、楽しい研修会をありがとうございました。2 日
間とても楽しかったです！！

・ どれも楽しかったです。自分がしてこなかったことをなさって
いる方が多く、とても刺激を受けました。本当に良かったです。
今回の研修は今後の BBS の活動に限らず、自分の人生に影響を
与えると考えています。ありがとうございました。

追記 「罪深き美人」さんが本当に美人でよかったです。

・ 濃い内容の二日間を過ごすことができました。実行委員や関係
者の方ありがとうございました。

・ 二日間お世話になりました。今回の研修を今後、地区会で伝え
ていきたいと思います

・ アイスブレイクや GW、交流会では全国各地の学生会員の方々と
交流することができ、それぞれの地域性や活動といった意見・
情報を交換することが出来ました。

・ 特に GW では、自治区の抱える課題を各会でも抱えていること、
それについてどの様な対策が考えられるかを改めて考えること
ができ、とても良い研修なりました。

・ 一点だけ思ったことは部屋割りの差が大きかった点です。開催
場所の都合上仕方のないことだと思いますが一人部屋から交流
会の場所も兼ねての人の差は交流会の場所の人が可哀想に感じ
てしまいました。

・ 事前のアンケートで相部屋でも大丈夫かどうか聞いておく等対
応策も考えておく必要もあったかと思います。…上から目線で
すみませんっ

・ 今回全国学生研修を開催・運営した実行委員の皆様を始め、地連・
県連の皆様、今回参加した学生会員の皆様と出会えたことは自
分にとって大きな宝物です。今後お会いする機会があったとき
にはまた色々と交流できると嬉しいです。

実行委員の方々は本当にお疲れ様でした。

長文失礼いたします。

・ 第 4 回学生 BBS 会員全国研修会に参加させていただきありがと
うございました。

・ 自分自身が四年生ということもあり、社会人となる前に反省点
や初心を思い出させてくれる素晴らしい研修でした。

・ また、新たに頑張っている学生会員を知ることが出来て嬉しかっ
たです。

・ 本当にありがとうございました。

・充分交流ができた　１６人
・まあまあ交流ができた　１４人
・交流はできなかった　０人

・思う　３０人
・思わない　０人
・どちらともいえない　０人

みなさん貴重なご意見ありがとうございました！
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運営をしていての反省！

最後に実行委員を紹介します！　運営お疲れ様でした！

◎美作大学 反省・課題 

 美作大学は司会を担当しました。司会は初めて行う 2 人でしたが、練

習もしっかりとやり、堂々とできていました。ただ、開会式が時間より少し

長引いてしまい、そのときの対処法を考えていなかったので、時間通り

にいくとは思わずに、何パターンか考えてく必要があったと思いました。 

 また、実行委員長の挨拶では、開会式の挨拶は前々から文章を考え、

覚えられるよう練習していましたが、閉会式の挨拶はあまりちゃんと考

えていなかったため、メモを読みながらになってしまったので、もっと余

裕をもって考え、練習しておけばよかったと思いました。 

 

 全体を通しての反省として、自分たちの役割がないときに暇を持て余

していたので、どの時間に自分が空き時間があるのかを把握して、その

ときにどう動けばいいのかも考えておけ

ばよかったと思いました。 

 

 2 日間を通して、反省点もありますが、

研修会の終わりに参加者の方の笑顔が見

られたことが 1 番嬉しかったです。私たち

がテーマとしていた「つながり」もできた

のではないかと思います。 

 
 

 
 
アイスブレイクにおける反省 
  
アイスブレイクでは、二つの企画を行いました。一つ目はじゃんけんをもとにし

たゲームで参加者の方々も楽しそうな様子で他の参加者と打ち解けている場面を

見ることができました。しかし、ルールや指示が分かりにくかったため、参加者

を少し混乱させてしまいました。二つ目は、いくつかのグループに分かれて、三

大好きなものというテーマで話し合うという企画でアイスブレイクを通して研修

の際に呼び合い、話のとっかかりにもなるあだ名をつけあってもらうという意図

があったのですが、こちらの意図がしっかりと伝わっておらず、当たり障りのな

いあだ名であったりそもそもあだ名がないということがありました。細かい反省

はありますが、全体を通して、参加者が打ち解けるきっかけをつくる場としては

十分に機能していたと思われます。 
 
 
 
 
 
 
 
交流会における反省 
 
今回の研修のテーマが「つながり」ということで交流会でもつながりを

意識しました。最初は地連ごとに席についてもらい、近隣の地連でのつ

ながりを作れるように意識しました。その後は自由席とし研修会ででき

たつながりをより強いものにできるように意識しました。反省としては、

何時何分にこういう動きをするというのが大雑把なものしかなかったの

でもっと詰めておければよかったかなと思います。また、担当していた

実行委員の役割意識が低かったため、もう少しきちんと確認ができてい

ればよかったと思います。また大人の方に負担をかけてしまう場面も多

く、学生研修なのでもっと動くことができればよかったと思います 
 
 

第４回学生ＢＢＳ会員全国研修会を正式に中国地方が引き受けで行うことを決定したのが、平成２８年８月
２０日でした。
最初の実行委員会は９月３日。研修会の開催日を平成２９年３月１１日（土）～１２日（日）決定してから

の準備期間は約６か月。毎月１回岡山県の美作大学へ出かけて実行委員会を行いました。初回はギクシャクし
ていましたが、２回目からは意気投合。会議の中でも意見を出し合って、着々と準備を進めてきました。
本当にお疲れ様でした。参加者のみなさん、今一度この実行委員へ拍手をお願いします。

実 行 委 員 長

副 実 行 委 員 長

事 務 局 長

実 行 委 員

ア ド バ イ ザ ー

サ ポ ー タ ー

久保沙織

森野高広 楠山桃子

鈴木翔太

金田瑞希 中村圭佑 西田一登 長柄　明 山本麻優子 貞國そら

落合夏子

花之木憲一 後藤利幸 小山貴弘

藤田　巧


