第６号様式（第 12 条関係）

実

績

報

告

書

１

事業者名

NPO 法人ウィンウィン

２

事業名

杉並 English ガイド Jr プロジェクト

３

実施期間

令和元年 5 月 1 日

４

実施場所等

５

対象年齢・
参加人数

杉並区在住の中学生（1 年生～3 年生）19 人。

６

参加費

無料

～令和元年 9 月 30 日

レッスン＆振り返り

：日蓮宗長善寺（高円寺南 2-40-50）

語学ボランティア活動：JR 高円寺駅周辺及び高円寺阿波おどり会場界隈

ネイティブスピーカー、英語指導者、救急救命士、プロガイドのプロフ
ェッショナルからガイドに必要な語学力とガイドのノウハウを学び、高
円寺阿波おどりで英語ボランティア活動を行った。
***************************************************************
●事業実施前準備作業(5 月 1 日～)
▼スタッフミーティング、周知チラシ等の作成
●事業実施（6 月 17 日～9 月 7 日）
①6 月 17 日
▼会 場：日蓮宗長善寺
▼参加者：講師 1 名、スタッフ 4 名、受講者 19 名、保護者数名
▼内 容：「オリエンテーション」「ネイティブスピーカーによるレッスン」
７

内容

★レッスン前、保護者とのオリエンテーション
・スタッフ紹介
・本プロジェクトの内容説明
★ネイティブスピーカーによるレッスン
・自己紹介＆和みタイム（ice break）
・グループで必要と思われるガイド表現を日本語で発表
・英語表現練習（YouTube で配信し、各家庭でも練習させた）
・手作りパンフレットに載せる情報収集をホームワークとした
②6 月 29 日
▼会 場：日蓮宗長善寺
▼参加者：講師 3 名、スタッフ 1 名、受講者 19 名
▼内 容：「前回の復習」と「手作りパンフレット作成」
・前回、練習した英語表現をペアーになって復習。

・パンフレット作成作業 持ち寄った各々の情報をチラシにどのよう
に反映させる検討。また外国人にはどのような情報はチラシで必要かを
話しあった
③7 月 14 日
▼会 場：日蓮宗長善寺
▼参加者：講師 1 名、スタッフ 4 名、受講者 19 名
▼内 容：危機管理アドバイザーによるワークショップ
「いざという時の街角レスキュー法」
・救急英語コミュニケーション練習 状況観察や体の部位などの英語
のフレーズを紹介。また熱中症になった人への救急法を説明、対処法用
をレクチャーした。
・119 通報の仕方 消防本部と通報者との実際の映像を見ながら、何を
伝えたら良いのかなどを指導した。
・高円寺阿波おどり会場の下見 危険な箇所をチェックしたり、また緊
急の通報時、自分の居場所を示すには、街区表示板のほか、自動販売機
の住所ステッカーや公共施設街頭、電柱番号、カーブミラーになどの示
されてある番号が役にたつとアドバイスした。
④7 月 27 日
▼会 場：日蓮宗長善寺
▼参加者：講師 3 名、スタッフ 1 名、受講者 19 名、ボランティアネイ
ティブスピーカー1 名
▼内 容：
・ボランティアをする場所を想定し、ネイティブスピーカーから「阿波
おどりについて」やお尋ね事項を返答するグループごとのレッスン。
・手作りチラシの仕上げ
⑤8 月 21 日
▼会 場：日蓮宗長善寺
▼参加者：講師 1 名、スタッフ 4 名、受講者 19 名
▼内 容：「プロガイドによるレッスン」
・講師自身のガイド体験記
・外国人への NG ワード、ガイド初心者ミス、外国人人気体験 2018 など
を伝えた
⑥8 月 24 日
▼会 場：JR 高円寺駅周辺・高円寺阿波おどり会場界隈
▼参加者：スタッフ 8 名、受講者 19 名
▼内 容：英語ボランティア活動
・公式パンフレット及び公式英語パンフレット配布
・オリジナル手作りチラシ配布
・観光客並びに訪日外国人への道案内

⑦8 月 25 日
▼会 場：JR 高円寺駅周辺・高円寺阿波おどり会場界隈
▼参加者：スタッフ 8 名、受講者 19 名
▼内 容：英語ボランティア活動
・公式パンフレット及び公式英語パンフレット配布
・オリジナル手作りチラシ配布
・観光客並びに訪日外国人への道案内
⑧9 月 7 日
▼会 場：日蓮宗長善寺
▼参加者：スタッフ 4 名、受講者 19 名
▼内 容：振り返り
・レッスン並びに語学ボランティア活動を通して、良かった点や気が付
いた点、うれしかった事などの感想を述べてもらった。
・レッスン時などに撮影した画像で動画を作成し、このプロジェクトを
振り返り、すべてを終了した。
⑨事前会議スタッフ会議（5/25 6/27 8/16）各スタッフ 4 名
各回ともレッスンプランや注意点などの確認
●事業決算（9 月 30 日）
▼スタッフによる事業の振り返りと会計監査
★コミュニケーション能力の向上について
●道や街案内の際に必要な英語表現の効果
ごく一般的な学校英語の勉強と違って、身振り手振りを使っての英会話
に慣れるまで少々苦戦はしたと思うが、ガイドとしての最低限英語力は
ついたと思う。参加者からのアンケートからも「ガイドとして使えるフ
レーズ・単語を多く学べた」に感想が多かった。

８

効果

●コミュニケーション力の効果
まず他校の参加中学生と仲良くなり、ボランティアガイドに必要事項を
自分たちで、グループで話し合い、アイデアを出し合っていた。結果、
本番でのボランティアでも外国人に懸命にコミュニケーションとり、ガ
イドをしようという姿が見られた。
●ボランティアガイド時の安全対策などの効果
「危機管理対策」や「プロガイド」という学校では勉強できないレッス
ンを聞けて勉強になったとの感想が多かった。
★自主性をはぐくむ
●チラシ作成の効果
・「何をどのように伝えるか」を中学生同士がそれぞれのアイデアを出
し合った。レイアウ作業はほぼ全員が初めてなので、戸惑う場面が見ら
れたが、その点も中学生同士で考えあい、難しい英語表記もスタッフに

聞きながら、見事に素敵な手作りパンフレットが出来上がった。
・その作業プロセスが今後の様々な場面で役に立つと思う。
★自己肯定感を育てる
●「人に、社会に役に立った」
・参加者からアンケートには「レッスンにしっかり取り組み、本番でも
皆で成功させることが出来ました。この協力しあう喜びをぜひほかのこ
とに活用していきたい」「外国人だけなく、日本人の助けにもなれたの
で、いいことをしたんだなと思った」「外国人の力になれたことがとて
も嬉しかった」「たくさんの人を道案内できて嬉しかった」「地域の方
と一つのイベントを盛り上げるお手伝いが出来た」等々、人に、社会に
役立て感想が多く寄せられた。
※ 必要に応じて、枠を広げてください。

収
Ⅰ

Ⅱ

決

収入の部
項目
１ 助成金等

次世代育成基金活用事業助成金

２

団体負担

その他収入

算

書

内容

金額
446,000
645

収入合計
支出の部

446,645

項目
①

支

内容

90,000

助成対象経費
(1) 旅費

(2) 謝礼

参加者（子ども）

①第1回目講師＠20000円×1人
②第1回目スタッフ＠3000円×4人
③第2回目講師＠7000円×3人
④第2回目スタッフ＠3000円×1人
⑤第3回目講師＠20000円×1人
⑥第3回目スタッフ＠3000×4人
⑦第4回目講師＠7000円×3人
⑧第4回目スタッフ＠3000円×1人
⑨第5回目講師＠20000円×1人
⑩第5回目スタッフ＠3000円×4人

20,000
12,000
21,000
3,000
20,000
12,000
21,000
3,000
20,000
12,000
24,000
24,000
12,000
24,000
50,000
14,580
10,476
6,000
10,181

⑪ボランティアガイド当日（8/24）スタッフ＠3000円×8人
⑫ボランティアガイド当日（8/25）スタッフ＠3000円×8人

⑬第8回目（振り返り）スタッフ＠3000円×4人

⑭事前会議スタッフ＠2000円×4人×3回
①募集チラシデザイン料（両面カラー）
②募集チラシ印刷料 両面カラー7000部
③手作りパンフレット印刷料 両面カラー
④コピー機使用料

(3) 印刷費

(4) 物品購入費

①消耗品（プリンターインク、コピー用紙など）
②オリジナル帽子（ボランティアガイド当日使用）20個

③ビブス（ボランティアガイド当日使用）20枚

④飲料水（レッスン時・ガイド当日）
⑤経口補水液等熱中症対策物品
(5) 役務費

①通信費（合否のための切手）

金額
その他
356,645

項目合計
446,645

27,810
5,574

20,000
12,000
21,000
3,000
20,000
12,000
21,000
3,000
20,000
12,000
24,000
24,000
12,000
24,000
50,000
14,580
10,476
6,000
10,181
40,000
50,000
27,810
5,574

4,024

4,024

40,000
50,000

(6) 使用料及び賃借料
(7) その他
②

助成対象外経費（その他の経費）

支出合計

（総事業経費①＋②）

446,645

