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こどもシンポジウム事業計画書 

 

１ 目的 

社会全体で全ての子供と子育て家庭を支援することのできる東京の実現を目指し、子供の目線に

立った子供・子育て施策を展開するため、子供が主体となって研究活動を行い、成果を発表する

「こどもシンポジウム」を開催する。 
 

２ 開催日時 

令和３年１１月２１日（日曜日）１０時～１２時 

（※「子育て協働フォーラム」のメインプログラムとして開催） 

 

３ 開催場所 

東京ウィメンズプラザ（渋谷区神宮前五丁目５３番６７号） 
 

４ 参加対象者 

都内在住・在学の中学生・高校生年齢の方 
 

５ 参加形態 

（１）コア・メンバー 

テーマ毎にグループを編成し、Ｗｅｂ会議ツールを活用したオンラインでの活動を中心に

意見交換等を行い、研究内容をまとめ、シンポジウムで発表する 

（２）サポート・メンバー 

こどもシンポジウム専用 Webサイト（以下「専用サイト」という。）でコア・メンバーの研究活

動を確認し、自身の意見や感想を投稿したり、アンケートへの協力を行うことなどにより、コア・

メンバーの活動をサポートする。 
 

６ 研究テーマ 

（１）インクルーシブ社会と子育て 

（２）放課後改造計画 

（３）ジェンダー平等と子育て 

（４）外国にルーツを持つ子供とくらし 

（５）未来の「まち」を考えよう 

 

７ 発表までの活動スケジュール（コア・メンバー） 

（１）参加者募集（定員：３０名） 

６月１５日（火曜日）～７月１５日（木曜日）１７時 

※申込者多数の場合は、応募理由等による選考により参加者を決定し、７月 21日にメールにて結果通知を送付 

※サポート・メンバーは専用サイトから随時参加可能 

（２）オリエンテーション 

８月１日（日曜日）１３時～１５時３０分 

（３）グループ活動 

８月～発表当日（※回数はグループにより異なる。） 

（４）発表 

１１月２１日（日曜日）（子育て協働フォーラム内で発表） 
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令和３年度こどもシンポジウム開催要項  

 

１ タイトル 

ティーンズ・アクション ＴＯＫＹＯ ２０２１ 
 

２ 目的及び実施内容 

社会全体で全ての子供と子育て家庭を支援することのできる東京の実現を目指し、子供の目線に

立った子供・子育て施策を展開するため、子供が主体となって研究活動を行い、成果を発表する 

「こどもシンポジウム」を開催する。 
 

３ 主催 

東京都 
 

４ 協力 

特定非営利活動法人東京学芸大こども未来研究所 
 

５ 開催日時 

令和３年 11月 21日（日曜日）10時から 12時まで（予定） 

（同日開催予定の「子育て協働フォーラム」のメインプログラムとして開催する。） 
 

６ 開催場所 

東京ウィメンズプラザ（渋谷区神宮前五丁目 53番 67号） 
 

７ 参加対象者及び参加形態 

（１）参加対象者 

東京都内に在住又は在学の中学生・高校生年齢の者（平成 15年４月２日から平成 21年４月１

日までに生まれた者） 

（２）参加形態 

参加形態は、活動内容により、以下の２種類とする。 

ア コア・メンバー 

テーマ毎にグループを編成し、Web 会議ツールを活用したオンラインでの活動を中心に意見

交換等を行い、研究内容をまとめ、シンポジウムで発表する（ただし、オリエンテーション等、

一部対面での活動を予定）。活動に当たっては、各グループにファシリテーター（学芸大こども

未来研究所スタッフ）が付き、アドバイス等を行う。 

なお、コア・メンバーとして最後まで研究活動に参加した者には、修了証を授与する。 

イ サポート・メンバー 

こどもシンポジウム専用 Webサイト（以下「専用サイト」という。）でコア・メンバーの研究

活動を確認し、自身の意見や感想を投稿したり、アンケートへの協力を行うことなどにより、

コア・メンバーの活動をサポートする。 
 

８ 研究テーマ 

東京都子供・子育て支援総合計画の内容から、以下のとおり設定する。 

・インクルーシブ社会と子育て 

・放課後改造計画 

・ジェンダー平等と子育て 

・外国にルーツを持つ子供とくらし 

・未来の「まち」を考えよう 
 

９ 参加者の募集等 

（１）コア・メンバー 

ア 募集期間 

６月 15日（火曜日）から７月 15日（木曜日）17時まで 
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イ 募集定員 

30名 

ウ 参加方法 

専用サイト内の申込みフォームから申し込む。 

エ 結果通知 

７月 21日（水曜日） 

※申込者多数の場合は、応募理由等による選考を行い、参加者を決定する。 

※選考から外れた場合、サポート・メンバーとして参加することができる。 

オ 活動スケジュール 

 ・８月１日（日曜日）：オリエンテーション 

・８月上旬～シンポジウム当日：グループ研究活動 

※週１回程度のミーティング等を実施し、意見をまとめる。 

※活動の頻度はグループ全員で相談して決める。無理のない範囲で参加すること。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、活動はオンラインを中心に行う。ただし 

一部の活動については、感染対策を実施の上、必要に応じて対面で実施する場合あり。 

・９月 12日（日曜日）：オンライン意見交換会 

※各グループの研究活動の進捗状況を報告し、意見交換等を行う。 

・11月 21日（日曜日）：発表当日 

（２）サポート・メンバー 

ア 募集期間 

８月上旬からシンポジウム当日まで随時 

※詳細は専用サイトにてお知らせする。 

イ 定員 

なし（申込み不要） 

ウ 参加方法 

専用サイトを通じて、随時サポート・メンバーとしての活動に参加する。 

※９月 12日（日曜日）開催予定のオンライン意見交換会については、事前申込で参加するこ

とができる。 
 

10 参加費 

無料。ただし、活動に伴うインターネット通信費、交通費等は参加者の負担となる。 
 

11 注意事項 

（１）オンラインの活動に当たっては、参加者個人が所有するパソコン、タブレット、スマートフォ

ン等を利用すること。 

（２）コア・メンバーとして参加する場合、個人情報の秘密保持に関する誓約に同意する必要あり。 

（３）コア・メンバーとして参加する場合、学年・氏名が公開される場合あり。また、活動の様子を

撮影した写真等をインターネトや報告書等で公開する場合あり。 

（４）コア・メンバーは、主催者が準備する保険に加入すること。なお、保険料は主催者が負担する。 
 

12 その他 

（１）コア・メンバーの対面での活動に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実

施する。また、感染の状況により、対面での活動を中止する場合がある。 

（２）こどもシンポジウム当日について、新型コロナウイルス感染症拡大等の状況を勘案し、オンラ

インでの開催又は実施内容の変更を行う場合がある。 

（３）参加者の個人情報は、本イベントの実施に必要とされる作業の範囲以外においては、本人の許

可なく使用はしない。 

（４）本事業の管理運営は、東京都が株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズに委託して

実施する。 
 

13 問合せ先 

東京都福祉保健局少子社会対策部計画課（電話：０３－５３２０－４１１５） 
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オリエンテーション 

 

【日 時】令和 3年 8月 1日（日曜日）13:00～15:30 

【会 場】東京ウィメンズプラザ視聴覚室 

【参加者】来場 18名／オンライン 11名 
 

【オリエンテーションの様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この日が初対面のコアメンたち。最初はちょっと緊張気味です。 

東京都の子育て支援の施策がわかる 

各種資料を配布しました。 

東京学芸大こども未来研究所の 
頼もしい学生スタッフたち。 
“コディ”と呼んでいます。 

シンポジウム当日に座長を務めていただく、東京学芸大学の 
小森伸一教授からもご挨拶をいただきました。 

オンライン参加者も含め、コア・メンバー 

から多くの積極的な意見が出ました。 

11月 21日に開催するこどもシンポジウムでの発表を目指し、各グループとも活動スタートです！ 
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グループの活動状況及び発表資料  

 

 

 

 

-5-



＜グループ 1＞  

 

【コア・メンバー】 

川本 一輝（高２）／ストリート 詠美（中３）／高田 理絵（高１）／土屋 百花（中２）／ 

春木 香保（高２）／森田 理美子（中１）                   ＜50音順＞ 
 

【コーディネーター】 

名嘉眞 静香（東京学芸大学 学生） 
 

【担当テーマ】 

インクルーシブ社会と子育て 
 

【グループ活動の内容】  

「インクルーシブ」の意味について、ネット上の事例を手がかりとして理解を深めるなかで、

インクルーシブ社会の実現には人と人との繋がりやコミュニティが重要であると考えた。そこで、

グループでオンラインのコミュニティを実際に運営することに加え、特別支援学級の教員へのイ

ンタビューや中高生対象のアンケートを実施し、中高生を対象とするインクルーシブなコミュニ

ティの実現に必要なものについてより具体的に検討し、発表内容をまとめた。 
 

8月 1日 ＜オリエンテーション＞ 

担当テーマについて、メンバーの関心（障がい者支援、子どもの貧困、ヤングケ

アラーの認知度の低さ等）を共有した。 

8月上旬 ・「ヤングケアラー」「子どもホスピス」「障害のある親に育てられた子ども」「両

親を亡くした子ども」などの具体的な事例を扱う資料から、「インクルーシブ社会」

についての理解を深めた。 

・「インクルーシブ社会」を考えるキーワードとして、人と人との繋がり、コミュ

ニティ、インクルーシブデザインなどが挙がった。 

8月下旬 ・東京都や学生が主催しているイベントやコミュニティについてインターネットや

文献による調査を実施した。 

・グループ内で各調査内容の情報共有を行い、中高生が集えるコミュニティの必要

性と、自分たちで作ることができるコミュニティの可能性について話し合った。 

9月上旬 ・自分たちが作りたいコミュニティとして「（障がい者やヤングケアラーなど）家

庭の悩み・問題の大小に関わらず多くの中高生が集えるコミュニティ」というイメ

ージを共有した。 

9月 12日 ＜オンライン意見交換会＞ 

・みんなが参加したいと思うコミュニティの条件について、多くの人の目に留まる

（広報）、適度な人の入れ替えがある、有益な情報を得られる、参加・不参加が気軽

にできるような「ゆるさ」がある、などが挙がった。 

9月下旬 ・9 月末に行う特別支援学級教員へのインタビューに向けて、インタビューガイド

を作成した。 

・インタビューの結果、「障がいのある中高生を支援の対象としてだけでなく、自

分たちと同じ中高生として見る視点」など、自分たちのイメージと異なる視点を得

た。また、インクルーシブデザインについても具体的な工夫や知識を聞くことがで

きた。 
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10月上旬 ・インクルーシブなコミュニティの運営を自分たちで試行するため、LINEオープン

チャットの可能性を検討した。 

・実際に LINEオープンチャットを開設し、その結果、成功点と反省点を整理した。 

10月下旬 ・LINE オープンチャット運営のため、コミュニティ内で誹謗中傷があった場合の対

応などを整理した簡易マニュアルを作成した。 

・「コミュニティ」および「インクルーシブ社会」に関する中高生の経験や認識を

明らかにするため、中高生対象のアンケートを作成し、実施した。 

11月上旬 ・LINE オープンチャットを引き続き運営しながら、アンケートの結果をふまえて中

高生のコミュニティに対する経験や考え、インクルーシブ社会に対する理解度など

を分析した。 

・インタビューの内容とアンケートの分析結果を合わせて、発表資料・原稿を作成

し、本番に向けたリハーサルを行った。 

 

【発表の概要】 

『インクルーシブ・コミュニティ』 

中高生の自分たちにとって「子育て」とは、大人に「育てられる」だけでなく、自分たちの出会

う状況・人々と共に「育っていく」ことである、という視点から、①インクルーシブにデザイン

されたイベントの開催やオンラインコミュニティの運営を通して、中高生にも開かれた都政を実

現することの必要性を訴えるとともに、②学生が主体となって運営していくコミュニティのもつ

可能性を提示した。 
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インクルーシブ
コミュニティ

グループ１

01 インクルーシブ社会
とは・子育てとは

M先生インタビュー

03 アンケート結果

04 まとめ

インクルーシブ社会とは。

子育てとは。

01

インクルーシブ社会とは

「インクルーシブ社会」をネットで調べると、

障害だけでなく、性別、年齢、国籍や宗教、文化などの多様性

（ダイバーシティ）を認め合い、ともに暮らしていく社会

と、出てきます。

インクルーシブ子育てとは

「インクルーシブ子育て」をネットで調べると、

インクルーシブとは、「全てを受け入れる」ということです。

保育に置き換えて言うならば、日常生活においてさまざまな困難さ

や弱さを感じている子どもに対して「全ての子どもを受け入れる保

育」を行うということです。

と、出てきます。

私たちは、こう考えました。
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中高生の私たちにとって子育てとは…

・大人によって育てられるのではなく、

自分の状況にあった環境に身をおくことで

家族や友だち、その場で出会った人たちと共に育っていくこと。

1. イベントの開催やオンラインコミュニティを活用し、

中高生にも開かれた福祉保健局へ

2.   学生が主体となって運営していくコミュニティ

私たちからの提案

M先生インタビュー

生徒の様子

知的障害と発達障害の子がいる。

また、両方を併せ持つ子もいる。

・知的障害➜勉強がわからないのが知的障害。

勉強ができないというよりは習得が遅いという感じ

・発達障害➜勉強はできるが、コミュニケーションができない。

相手のことを考えられない・じっとしていられないなど

障害を持つ子供たちに使いやすくするには？

• 読み上げ機能

➜あると便利だがめんどくさい・うるさいから実際は使っていない子

が多い

• ひらがな入力

➜ローマ字ができない子もいる

• フォントやゴシックの調整

➜丸ゴシックなどだと見やすい

このスライドも視覚障害の
方に見やすいよう色や字体
を工夫して作成していま
す！

生徒が他の人と関わる時に気を付けていることとは？

放任主義
→社会に出て行ったときに一人でもやっていけるように、通常級の生徒と
同じように接する

➡出来るだけ一人で行かせたいと思っている
生徒が困ってしまった時だけ支援をするようにしている
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子供たちにとって楽しいイベントや活動とは？

・やったことのあるゲームはやりやすく、

やり始めるのに抵抗がない

・仲が良く一緒に話せる相手がいると良い
（家族、兄弟、部活の友達など）

・友達と一緒にできると良い

提案1. イベントの開催やオンラインコミュニティを活用し、

中高生にも開かれた福祉保健局へ

・「誰もが参加できる」を強調したイベントの開催

・LINEのオープンチャット等、
中高生がアクセスしやすい悩み相談の場の提供

アンケート結果

03

アンケート協力者割合

回答者全19名中

中学生：11人（57.9％）

高校生：6人（31.6%）

その他：2人（10.5％）

参加したコミュニティの数と感じたこと

参加したことのある
コミュニティの数（団体） 感じたこと （個）

１ 1.1

２以上 6.1

コミュニティに参加した経験を通して、
あなたが感じたことをすべて選択してください。

1位 他の視点や考え方に気づいた

2位 友だちが増えた

新しい情報や知識を得ることができた

3位 自信がついた
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もしも学生運営のコミュニティがあれば活用したいと思いますか。

すごくそう思う：4人（21.1％）

ややそう思う：10人（52.6％）

あまりそう思わない：5人（26.3％）

学生が運営するコミュニティであったらいいなと
思うものを教えてください。

● お年寄りや小さい子どもとの交流

● 生物の保全につながるもの

● 勉強を教えあう

● 趣味について研究する

良いコミュニティを作るために

・パソコンの貸出 ・公式SNS

・集まれる場所の提供 ・沈黙のない空気

・個人間で繋がれるシステム

「子育て」や「インクルーシブ社会」について、
考えることや思うことを自由に書いてみてください。

● これからの社会においてインクルーシブというのは重要になってくる

● インクルーシブな社会になればより過ごしやすくなる

● 子育てについて漠然と大変そうという気持ちがある

● 認知があまりされていないと感じる

● インクルーシブな社会についてはいまいち意味が分からない

提案２.

学生が主体となって運営していく

コミュニティの提案 まとめ
04
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誰かのため、「私」のための

インクルーシブ社会。

誰かを受け入れ

自分も誰かに受け入れられることで

インクルーシブな社会が作られるのではないでしょうか。
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＜グループ２＞  

 

【コア・メンバー】 

石原 優奈（中３）／遠藤 梢子（高１）／木村 結（高１）／田川 千尋（高２）／ 

三浦 亜海（中３）                           ＜50音順＞ 
 

【コーディネーター】 

蛭間 龍矢（東京学芸大学 学生） 
 

【担当テーマ】 

放課後改造計画 
 

【グループ活動の内容】  

グループメンバー自身の放課後の経験を振り返ることで、中高生が抱える放課後の居場所の問

題を掘り下げるとともに、放課後の居場所として新たな施設を作るのではなく、公園・お寺・神

社・教会など既存の施設を放課後の居場所として活用する可能性を見出した。そこで、中高生の

放課後の居場所に関する現状と、こうした既存施設が積極的に利用されていない理由を明らかに

するためのアンケートを実施し、その結果をふまえて発表内容をまとめた。 
 

8月 1日 ＜オリエンテーション＞ 

・担当テーマについて、メンバーそれぞれの過去の放課後の経験を共有した。 

8月上旬 ・中高生が放課後の居場所に求めることについて、メンバーの実感をもとに話し合

った。 

・身の回りの中高生にもインタビューを実施し、「お金がかからないこと・勉強が

できること・交流ができること・運動ができること」のほか、「相談ができること」

「気軽にアクセスできること」「やりたいことができる環境が整っていること」な

どの意見があることが分かった。 

8月下旬 ・中高生の居場所となり得る身近な取組み・事例について各自で調査を行った。 

・中高生が求める放課後の居場所のキーワードとして「主体性が発揮できること」

「近くにあって通いやすい（地域密着型）こと」が挙がった。 

9月上旬 ・「主体性が発揮できること」と「近くにあること」という条件から、具体的な放

課後の居場所として、公園、教会、お寺、神社など、既存施設の利用可能性を検討

した。 

9月 12日 ＜オンライン意見交換会＞ 

・中高生だけでなく、大人が放課後の居場所に求めることについて、「安全である

こと」「誰でも利用できる（無償である）こと」の重要性を整理した。 

9月下旬 ・放課後改造を考えるうえでキーワードとなる「主体性」のイメージをグループ内

で再度話し合い、自分たちでその場所での過ごし方を決めることができること、そ

の場所の環境を改造することができることの二つの意味合いを確認した。 

10月上旬 ・中高生が公園、お寺、神社、教会などの既存施設を積極的に放課後の居場所とし

て活用していない現状について、その理由を明らかにするためのアンケート作成

を開始した。 

10月下旬 ・中高生が放課後を過ごす場所やその満足度、お寺・神社・教会・公園を放課後の

居場所として利用しているか、利用していないとすればその理由は何かを探るた

め、中高生を対象とするアンケートを作成し、実施した。 
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11月上旬 ・アンケートの結果から、中高生が放課後をどこで過ごしているのか、中高生は放

課後の現状に満足しているのか、なぜ既存の施設（公園、お寺、神社、教会）が使

われていないのか、を分析。 

・これまでの話し合いとアンケートの結果をふまえて、発表資料と原稿を作成し、

本番に向けたリハーサルを行う。 

 

【シンポジウム発表概要】  

「ここにある。〜みんなが放課後リーダーズ〜」 

メンバーの放課後の経験から、中高生の放課後の居場所に関する課題として、①お金がかから

ずに過ごせる場所が少ない、②主体性を発揮できる場所が少ない、③学校や家の近くに居場所が

ない、の大きく３つを挙げ、学校や家の近くに中高生の放課後の居場所を作る方法を考える必要

があると主張した。さらに、中高生の放課後の現状に関するアンケートの結果のなかから、中高

生が公園について「小学生以下の子どもの居場所になっていて中高生は使用しづらい」と感じて

いること、お寺・神社、教会には「遊ぶ場所じゃない」、「遊ぶのは不謹慎」といったイメージをも

っていることなどを取り上げ、これらの既存の施設を中高生の放課後の居場所として活用するた

めに必要な改善点を具体的に提案した。 
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ここにある。

〜皆が放課後リーダーズ〜

グループ２

発表の流れ

１．放課後の課題

２．課題に対するアイデア

３．研究方法

４．アンケートの結果と分析

５．提案

1.放課後の課題

● お金がかからずに過ごせる場所が少ない

● 主体性が発揮できる場所がない

● 学校や家の近くに居場所がない

2.課題に対するアイデア

私たちが今考えるべきは…

学校や家の近くに放課後の居場所を作る方法

⇒既に存在する空間を中高生の放課後の居場所にする？

既に存在する空間って？

・公園
・神社やお寺
・教会

ビーラボとは

ビーラボなど中高生のための充実した
空間はあるけれど「近くにない」とい
うのが正直な思い。
そして近くに新しい空間を一から作り
出す場所もお金もないのが現実？？

既存の空間を私たちで

リメイクすればいい！
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3.研究方法

➔目的 「中高生は本当に放課後の居場所がないと感じているのか（満足度）」

「なぜ今既存の場所（公園、神社、お寺、教会）が使われていないのか」

➔ 形式 ➔対象

グーグルフォーム 東京在住の中高生＆東京に通学している中高生

➔ 質問(例）

・あなたが主体的であると感じられるような放課後の居場所があれば

具体的に教えて下さい

・公園、神社、お寺、教会で放課後を過ごしたことはあるか？➕満足度

4.アンケートの結果①

4.アンケートの結果②

➔ 現在の放課後の居場所に対する満足度

満足／やや満足しているひとが全体の80%

➔ でも、、、

自宅以外で静かにに勉強できる場所がほしい、気楽に立ち寄れる場所がほしい、

という意見も！

➔ 放課後の居場所に中高生が求めていること

・その場所に行く意味が見出せること

・その場所に行くと安心できること、何か楽しいことができること

・（都内は時間を過ごすだけでお金がかかることが多いので）お金がかからないこと

・Wi-Fiがあること

4.アンケートの結果③
➔ 公園で放課後を過ごさない理由

虫がいる、うるさくできない（近所迷惑）、天気の影響を受ける

➔ 神社・お寺・教会で放課後を過ごさない理由

迷惑になる、不謹慎、怖い、無宗教だから、

遊ぶ場所じゃないという認識があるから

5.提案

➔ 自宅や学校以外の「放課後の居場所」に

中高生が求めているのは、、、

①お金がかからないこと

②主体性を発揮出来ること

その場所に行く意味が見出せる、安心できる、何か楽しいことができる、

自由に好きなことができる

③学校や自宅に近くにあること

5.提案
➔ 公園、お寺や神社、教会を活用するために必要なのは、

①建物があって安心安全に過ごせること

②Wi-Fi環境が整備されていること

③お寺や神社、教会に対するイメージを変えること

➔ 東京都がこれらをサポートしてくれたら、

中高生は、今よりもより良い「放課後の居場所」を

見つけられるのではないだろうか？
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＜グループ３＞  

 

【コア・メンバー】 

小堀 真由（中３）／芝辻 紅玲愛（高１）／東方 珠貴（高１）／戸田 幹子（中２）／ 

長谷川 櫂（高２）                           ＜50音順＞ 
 

【コーディネーター】 

小野 高子（東京学芸大学 学生） 
 

【担当テーマ】 

ジェンダー平等と子育て 
 

【グループ活動の内容】 

グループメンバーの課題意識から、家族形態を問わない子育て支援のあり方について検討を行

うため、「育休取得率の男女差」と「LGBTQ の人々の子育て」という二つの小テーマを設定した。

前者については、制度の不整備ではなく制度の認知度の低さが男女差の原因になっていることを

文献およびアンケート調査から明らかにした。後者については、子供・子育て支援総合計画の文

言が LGBTQ を含む多様な家族形態を想定していないのではないか、という気付きを出発点とし、

当事者へのインタビューを通して社会的課題を掘り下げ、発表内容の検討を行った。 
 

8 月 1 日 ＜オリエンテーション＞ 

・担当テーマについて、メンバーの課題意識（男性の育児参加と育休制度に関する課

題、男女の役割固定、性別に関する線引きに対する意識の希薄さ）を共有した。 

8 月上旬 ・育休取得に関する制度や取得率の現状を調査し、職場環境や制度の認知度の低さが

取得率の低さに繋がっていることが分かった。 

・「ジェンダー」の意味を調査し、日本の現状についてジェンダーの固定的観念が世

代間で継承されていることや、固定観念形成前の教育が十分でないことなどが課題と

して指摘された。 

・同性同士の親やトランスジェンダーの家族や子育てについても関心が広がり、性に

対する差別をなくす必要性について議論した。 

8 月下旬 ・「誰の子育ても取りこぼさない社会」「家族形態を問わない子育て支援」を大テー

マとし、さらに小テーマとして「育休取得率について」と「LGBTQ・ひとり親家庭の子

育てについて」の二つを設定して調査を進める、というグループの活動方針を決定。 

9 月上旬 ・子育て支援総合計画を読み、「LGBTQ の人々の家庭が想定されていないのではない

か」という課題意識が挙がった。 

9 月 12日 ＜意見交換会＞ 

・育休制度の認知度の低さについて、「広報」に関する着眼点を得た。また LGBTQ の

人々の子育てに関するニーズ把握や問題解決に向けた取り組みについては、都の現状

に課題が多いことを確認した。 

9 月下旬 ・NHK や NPO 法人が実施した LGBTQ の当事者対象調査の結果や、海外の制度・社会の

現状などを手がかりに、同性婚に関する法制度や教育課程に課題があるのではない

か、という仮説が立った。 

・カミングアウトしている人が少ないために、LGBTQ の当事者を調査対象とすること

自体が難しい、という課題が明らかになった。 

・議論と並行して、アンケートの質問項目を話し合った。 
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10 月上旬 ・育児休暇及び LGBTQ に関するアンケートを中高生向け・大人向けの二種類作成し、

配布を開始した。 

10 月下旬 ・10月末に行う LGBTQ の当事者へのインタビューに向けて、質問項目を考えた。 

・インタビューでは、カミングアウトの経験や、社会的な雰囲気に対する認識、LGBTQ

の子育てや現状の法制度に対する考えなどについてたずねた。 

11 月上旬 ・インタビューおよびアンケートの結果をふまえて、「男女の育休取得率の差」と

「LGBTQ+と子育て」という二つのテーマに基づいて提案内容を整理し、発表資料・原

稿の作成と発表練習を行った。 

 

【シンポジウム発表概要】 

「誰も取りこぼさない子育て」に向けて 

まず男女の育休取得率の差異については、職場における理解度の低さや制度の認知度の低さが

原因であることから、SNSを活用した制度の周知徹底が必要であることを指摘するとともに、男性

の育児に対する不安を軽減するため、企業や都が主体となって、中高生や成人男性が子育てにつ

いて学ぶ機会を作ることの重要性を訴えた。また、LGBTQと子育てについては、中高生の方がその

親世代よりも LGBTQに対する関心や認知度が高いことから、①大人への教育機会を創出すること、

さらに、②LGBTQ の当事者が親になる際に障害となっている社会的雰囲気を法制度や施策の文言

の改正から変えていくこと、③LGBTQの子どものためのコミュニティを作ることを提案した。 
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『誰も取りこぼさない子育て社会』
にむけて

グループ３

今の政策から…

男女の育休取得率の差

新しい提案…

LGBTQ+と子育て

男女の育休取得率の差

１．現状

0
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平成11年 平成14年 平成16年 平成17年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

男女別育休取得率

男性 女性

厚生労働省「平成 29 年度雇用均等基本調査」の結果概要より

２．アンケート結果
男女で育休取得率に差があることについてどう思うか

（中高生）
良くない

改善すべき

昔からの固定概念がある

仕方ない

制度と実態に疑問

当然

改善されつつある

分からない

２．アンケート結果

育休制度を利用しましたか？⇒いいえ

育休を取らなかった、取れなかった理由は何ですか？

取らなかった40％、取れなかった60％
育休を取れなかった理由 退職した

制度がなかった

取りづらい環境・会社が許可しなかった

周りに取得者がいなかった

制度を知らなかった

育児と仕事の両立が難しかった

派遣・パートだった

収入を重視した

職場の理解が低い
制度を知らなかった
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２．アンケート結果

職場の理解が低い
制度を知らなかった

広報
（政策を増やすよりも、広める）

３．改善点

・中高生が何をすればいいのか…

現段階から、男女ともに子育て・育休制度についての知識を蓄える

→セミナー等、専門家による講義の場を学校に設ける

→「知らない」を無くすことで、少子化対策にも繋がるのでは？

子育てとは

３．改善点

・家事・育児についてのイベントの開催（アンケート結果より）

実際男性が育休を取得しても、何をしたらいいかわからない…

→企業や東京都が主体となって育児のいろはを教える機会を創る

→育児に対する不安感が薄まり、制度取得増加に繋がる

４．提案

広報
（政策を増やすよりも、広める）

・産婦人科などこれから子育てをする方がよく見る
場所に育休取得についてのポスターを掲示する

・家事育児についてのイベント、
ホームページを広める

➡SNSで拡散する

LGBTQ＋と子育て

ジェンダーって何？
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１．研究のきっかけ

さまざまな家族形態
があることを
知っていますか？？

男性同士
女性同士

１人で、２人で
３人で……

私たちの提案

大人への教育機会

子どものコミュニティ

政策の該当者の範囲を広げる

L
G
B
T
Q
+

の
方

の
子
育
て

子
ど
も
が

L
G
B
T
Q
+

２．アンケート結果（LGBTQ該当者問わず）
大人（40,50代中心） 子ども（中高生）

２．アンケート結果（LGBTQ+該当者問わず）

カミングアウトしたけど
理解の差…

学校の授業でLGBTQ+について学習したことはありますか？
（164件の回答）

大人への教育機会

２．アンケート結果

大人にはコミュニティがあるけど子
どもにはない

子どものコミュニティ

４．子育ての実態

⇒LGBTQ＋の方が子育てをするハードルがあがっているのではないか？

社会の雰囲気の
問題

制度の問題

子どもが
いじめられてしまうかも…

パートナーシップ制度

政策の該当者の範囲を広げる
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東京都のみなさんお願いします！！
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＜グループ４＞  

 

【コア・メンバー】 

笠畑 里紗（中３）／川内 麻未（中２）／河村 紗楽（高２）／Brenna James（高１）／ 

篠原 礼洵（中３）／吉澤 和輝（高１）                  ＜50音順＞ 

 

【コーディネーター】 

田﨑 智憲（東京学芸大学 学生） 

 

【担当テーマ】 

外国にルーツを持つ子供とくらし 

 

【グループ活動の内容】  

グループメンバーが身近な「外国にルーツを持つ子供」にインタビューを行い、彼（女）らが

日常的な生活の中で感じている生活習慣・外見の違いに関連する悩みについて理解を深め、議論

の手がかりとした結果、多様性が尊重される社会の実現に向けて「IEMO」を頭文字とする 4つの

ゴールを設定することとした。この 4 つのゴールをより広報力と説得力のある提案につなげるた

め、ロゴデザインを作成するとともに、中高生対象のアンケートを実施し、それらをもとに発表

内容をまとめた。 
 

8 月 1 日 ＜オリエンテーション＞ 

・担当テーマについて、メンバーの課題意識（宗教に関わる課題、外国人労働者

へのイメージと人間関係形成の問題、人権問題、制度・環境の柔軟性不足など）

を共有した。 

8 月上旬 ・「本当の多様性とは何か」「自分たちはどんな社会を理想と考えているのか」

について議論し、「どんなバックグラウンドをもっていても居場所を見つけられ

る社会」「色んな人種がいることを潜在意識としてもっている社会」などの意見

が挙がった。 

8 月下旬 ・親世代から継承される価値観が多様性を尊重するものになる、あるいは多様性

を当然のものとして受け入れられるようになる必要がある、という話し合いが行

われた。 

・外国にルーツをもつ子供の人口や都の政策についてインターネットで調査を行

った。 

9 月上旬 ・各メンバーが身近な「外国にルーツを持つ子供」にインタビューを行い、現状

の課題について議論を深めた。 

・「多様性を多様なまま許容できる社会を実現する」ために SDGs のようなゴー

ルを設定するというグループの方針が決定した。 

9 月 12日 ＜意見交換会＞ 

・異文化理解を進めるシステムの必要性を再認識した。また、自分たちが理想と

する社会を実現するためのゴール設定だけでなく、ゴールの拡散方法についても

考える必要があることが分かった。 

9 月下旬 ・4つのゴール「IEMO」（情報共有のシステムを創る・メンター制度を整備する・

異文化理解を行う場を創る・オンライン上のコミュニティを創る）を仮設定した。 
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10 月上旬 ・仮設定した 4 つのゴールに基づいて、ロゴデザインを作成した。 

・並行して、仮設定したゴールに関する中高生の見解を確かめるため、中高生対

象のアンケートを作成した。 

10 月下旬 ・アンケート項目を精査したあと、外国にルーツを持つ子どもにも回答してもら

うため、英訳版のアンケートも作成・実施した。 

・「IEMO」に関わる都の既存の取り組みについて調査した。 

11 月上旬 ・9 月上旬に行ったインタビュー結果と調査した既存の都の取り組みを発表資料

に落とし込んだ。 

・アンケート結果についても、「IEMO」の提案を補強する形でまとめ、発表の準

備を行った。 

 

【シンポジウム発表概要】  

『外国にルーツを持つ子供とくらし ＋IEMO 』 

はじめに、外国にルーツを持つ子供たちが、外見や習慣の違いによる困難を抱えていること、

「同調圧力」を感じていること等を取り上げてグループの課題意識を明示し、外国にルーツを持

つ人々を対象とする施策は整備されているものの、こうした施策が中高生に届いていないことか

ら、中高生が情報収集に使用する SNSでの情報発信の必要性を訴えた。また、多様性に開かれた

社会を実現するにあたって、①情報提供、②多様性を受け入れるための教育、③メンターによる

サポート制度、④オンライン／オフラインでの交流の場の提供、という 4 つのゴールを英語の頭

文字から「IEMO」と名付けて提案した。 
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1こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

グループ4

外国にルーツを持つこどもと暮らし
Group4 Plan

2021年11月21日

2こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

いきなりですが・・・

皆さんに提案があります！！！！！

3こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4 4こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

外国にルーツを持つこどもたちは,

日々どんなことを感じながら生活したり、

学校に行ったりしているのでしょうか

5こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

同調圧力 外見

生活習慣の
違い

（インタビューの集計結果）

n=7人

6こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

外国にルーツを持つ人達
に対してのサポートや情報
がしっかりとまとめられている

（参照：取組事例集 | 2020年オリンピック・パラリンピック大会に向けた 多言語対応協議会
ポータルサイト (tokyo.lg.jp)）
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7こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

施策は、中高生には
届いていない…….

8こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

オンラインコミュニティ

9こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

（アンケートの集計結果）

【英語バージョン】

【日本語バージョン】

情報共有について n=37人（37/37）

情報収集に用いているものを教えてください。（いくつでも可）

10こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

（アンケートの集計結果）

【英語バージョン】

【日本語バージョン】

学校教育について n=37人（15/37）

学校教育の改善が必要だと思いますか？

11こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

（アンケートの集計結果）

【英語バージョン】

【日本語バージョン】

イベントについて n=37人（21/37）

イベント・コミュニティがあれば参加したいと思いますか？

12こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

（アンケートの集計結果）

【英語バージョン】

【日本語バージョン】

メンター制度について n=37人（19/37）

日常で文化や慣習、言語の違いが原因で壁を感じた際、
心をケアするシステムが機能していると思いますか？
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13こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

安心 自分らしく

14こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

15こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

Information Provision

（情報提供）

ーインスタの広告、LINE NEWS

Education For Accepting Diversity

（多様性を受け入れるための教育）

ー英語村などの異文化体験教育

16こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

Mental Seminar

（メンターによるサポート制度）

ー気軽に相談できる窓口の設置

Online / offline Community

（オンライン/オフラインでの交流の場の提供）

ーニーズに合わせた敷居の低い交流の場

17こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

＋IEMOによって開かれる社会

18こどもシンポジウム ティーンズ・アクション TOKYO2021 Group4

ご清聴ありがとうございました。
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＜グループ５＞  

 

【コア・メンバー】 

伊藤 詠（中１）／佐伯 凜（中２）／清水 小百合（中１）／高草木 愛梨（高２）／ 

奈良崎 真優（高２）／渡辺 悠月（高１）                 ＜50音順＞ 

 

【コーディネーター】 

樋口 悠太（東京学芸大学 学生） 

 

【担当テーマ】 

未来の「まち」を考えよう 

 

【グループ活動の内容】  

「まち」とは何かを考える上で、施設等の環境面だけでなく、コミュニティなど人と人の繋が

りを考えることが不可欠であることを活動当初から意識しながら、メンバー自らの経験や都の施

策について調査を行い、「笑顔あふれる地域コミュニティ」を「未来の『まち』」のイメージとし

て設定した。「笑顔あふれる地域コミュニティ」の実現に向け、まちの施設・環境と、コミュニテ

ィ形成の足掛かりとなるイベントに焦点を絞り、メンバーそれぞれが自分の地域でインタビュー

を実施し、発表内容をまとめた。 

 

8月 1日 ＜オリエンテーション＞ 

「まち」と聞いて思い浮かぶことや、担当テーマに対する課題意識（自然と触れ

合える空間の少なさ、保育所数、通学に関わる安全面）について話し合った。 

8月上旬 ・子育て支援総合計画を読み、自分たちの課題意識に基づいて都の施策にどのよ

うな課題があるか考えた。 

・「まち」を考える上では、施設等だけでなく、人の交流を含めたコミュニティ

について考える必要があるという認識を共有した。 

8月下旬 ・理想の「まち」はどんな状態であるかについて、コミュニティとして子育てが

できること、地域・近所の信頼関係があること、気軽な支援体制があること、交

通安全、子育てしやすい社会の雰囲気・社会制度（北欧を参考に）があること等

の意見が挙がった。 

9月上旬 ・「育児のしやすい地域」や「みんなが安心して笑顔で暮らせる環境」に必要な

ものを整理し、近所のコミュニティや世代間等の横のつながり、子育てに関わっ

ていない世帯も含めたすべての人に関わる取り組みを考える必要があると結論

づけた。 

9月 12日 

 

＜意見交換会＞ 

他グループのコアメンが考える理想の「まち」についてアイディアを得て、自グ

ループの議論の手がかりとした。 

9月下旬 ・どんな地域コミュニティには笑顔があふれるのか、を明らかにするために、ど

のような調査が必要なのかを検討した。 

・地域のイベントが理想の「まち」の一つの要素になっているのではないか、と

いう仮説が立てられた。 
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10月上旬 ・地域のイベント（ソフト面）チームと地域の環境（ハード面）チームに分かれ

て中高生対象のインタビュー調査を行うこととし、それぞれのチームで質問項目

を考えた。 

10月下旬 ・チーム毎のインタビューシートに基づいて、各自でインタビューを実施した。 

・インタビュー結果を共有し、その内容をもと「未来の『まち』」をどのように

提案するかを考えた。 

11月上旬 ・「未来の『まち』」の象徴を公園として設定し、未来の公園に取り入れたい要

素をこれまでの調査に基づいて議論した。 

・これまでの研究について発表資料にまとめ、発表原稿を作成して発表の練習を

行った。 

 

【シンポジウム発表概要】  

『あたたかみのある環境づくり～笑顔あふれる地域コミュニティへ〜』 

「まちづくり」について①イベント（ソフトな側面）と②環境・施設（ハードな側面）の２つの

観点を設定したことを導入とし、実施したインタビューの結果をふまえて、①については、地域

イベント情報の入手方法を改善すること、多くの人が参加したいと思うイベントを企画すること、

の 2 つの改善案を提案した。また、②については、地域の全ての人にとって自然を感じられる貴

重な空間である公園が「子どものための場所」というイメージの定着によって本来の公共性を失

っている現状を指摘するとともに、外出時に人々が感じている身近な不安や悩みをインタビュー

から掬い上げ、公園に対する現在のイメージを変える契機となるようなイベントを開催し、地域

コミュニティの活性化と周囲の人への配慮ができる社会づくりの起点とすることを提案した。 
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未来の
「まち」を考える

Group 5

テーマ

あたたかみのある環境づくり

～笑顔あふれる地域コミュニティへ～

テーマに込めた想い

みんなが安心して
笑顔で暮らせることが一番大切

⇒「笑顔あふれる」「あたたかみ」

施設などの設備やイベントなどの人の繋がり

⇒「地域コミュニティ」

調査 2つの観点から

《まちづくりや環境》を議論

⇒大きく２種類に分けられる

イベントと環境・施設

対象者：東京都の中でも住んでいる場所、学校の違う中高生

調査者：２種類に分類した各班ごとに3人ずつ

調査項目

•環境・施設班の調査項目

⇒公園の中高生利用、利用目的について

⇒歩道や通学路の困りごと自然との触れ合い度

など7項目の質問

共通することを
結びつける

•イベント班の調査の項目

⇒地域コミュニティの活発度、参加する理由

⇒園児や障がいを持つ方との関わり方

など10項目の質問

調査から重要だと思ったこと【イベント】

①地域イベント情報の入手方法を改善

〜調査による現在の情報入手方法〜

○回覧板

○掲示板にあるポスター

○近所の口コミ
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● 駅やマンションのエントランスなど

人目に付く場所にポスターを貼る

● 区市町村のHPを用いて地域イベントを宣伝

● 近くの区市町村にもイベントを宣伝

多くの人に興味を持ってもらうには ②多くの人が参加したいと思うイベントを企画

メリット
● 貴重な体験ができ多くの発見や学びを得られる

● 交流を深められる→緊急時に助け合いができる

例1）進路に関するイベント
例2）文化活動や生涯スポーツ

に関するイベント

中高生向け 高齢者向け

看護・福祉・保育体験 など 書道・囲碁・テニス大会 など

調査から重要だと思ったこと【環境・施設】

①『公園』の存在意義
と未来のまちの姿

②周囲の人への配慮が
できる社会づくり

環境・施設における2つの着目点

①『公園』の存在意義と未来のまちの姿

★ 人々にとって『公園』とは何か？

・ビルや住宅街が多い都会において自然を感じることができる空間

すべての人にとって貴重な存在

・小さい子供たちが遊具で遊ぶことのできる空間

子供のための場所というイメージの定着

★ 未来のまちに向けて

『公園』のイメージを変えより公共的な空間を目指す!
(すべての年齢層)

②周囲の人への配慮ができる社会づくり

★ 外出時の身近に感じる不安や悩み

・本当に助けを必要としている人に目が回らない

電車やバス内の優先席など

・都内に多い狭い道での駐輪

危険、邪魔であると感じる

★ 未来のまちに向けて
行政のHPや広報での啓発活動を行い

お互いに配慮し合える環境を醸成

2つの観点からのまとめ

● 公園を小さい子のためだけではない活用の場

として捉えるための

きっかけにイベントを開催

● 公園の概念を変える

● 公園をきっかけに

地域のコミュニティが活性化する
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公園
にあるのではないか

未来のまちの象徴は
私たちが考える

未来の公園に取り入れたいこと

•こどもの遊具はそのままで大人も利用出来るスペースの確保

•話題性のあるアートの展示

•季節を感じられるような植物

•自由に立ち入ることのできる“森”のような空間

•イベントスペースの作成

•段差のない公園、点字、点字ブロックが完備されていて

だれでも利用しやすい遊び場

公園から

未来のまちをもっと素敵に！

笑顔のあふれる

地域コミュニティへ

ご清聴ありがとうございました
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イベントに参加してみて  ～コアメンの声～ 

 

参加者：中学生１３名（１年生：３名、２年生：４名、３年生：６名） 

高校生１５名（１年生：８名、２年生：７名） 

 

Ｑ．このイベントに参加してみて、あなたは自分の成長を感じましたか。 

 
 

Ｑ．このイベントに参加したことへのあなたの満足度を教えてください。 

 
 

＜具体的な意見・感想等＞ 

・ 人見知りで普段あまり自分の意見を言えなかったが、この活動ではきちんと自分の考えを言うこ

とができ、良い話し合いができた。 

・ 問題について自分から知識を深め、考えていくということが重要であると気づき、これからもア

クションしていこうという思いが芽生えた。 

・ 様々な子育ての形態を知ることで、自分の世界が広がった。 

・ パワーポイントやインタビューなど初めての経験がたくさんできた。 

・ プレゼンの仕方、スライドの作り方、それぞれの考え方など、様々なことを学べた。 

・ これまで自分の意見がなかなか言えず相手の意見や周りの雰囲気に流されていたことがあったが、

今回のイベントを通じて自分の意見を発言する大切さや意見を言おうという姿勢を学んだ。 

・ 活動の中で他の人の考えなどを聞けて新しい視点を持つことができた。 

・ シンポジウムを通して人前で発表することに慣れることができ、良い経験になったと思う。 

・ ミーティングがテスト期間に重なって大変なこともあったが、自分にとって新たなコミュニティ

を広げられ、少し自分が成長したと実感できた。 

・ 今回の提案をもっと実現に向けて具体化させたいと思った。 

・ 他のグループとテーマが繋がっている面もあると感じたため、中間発表とは別に、もっと意見交

換をしたかった。 

・ 意識の高い仲間たちと交流することができ、達成感があった。 

・ 色々な方の発表を聞けて、学ぶことがたくさんあった。テーマに対する考え方やプレゼンの仕方

もそれぞれ違いがあり、面白かった。 

57.7%

42.3%

0.0% 0.0% 0.0%
成長を感じたか

とても感じた

やや感じた

どちらとも言えない

あまり感じなかった

全く感じなかった

69.2%

23.1%

7.7% 0.0% 0.0%

満足度

とても満足

やや満足

どちらとも言えない

やや不満

とても不満

-33-



 

コアメンからのメッセージ ～来年度、こどもシンポジウムに参加する中高生たちへ～ 

 

・ 今私たちが置かれている中高生という年代は、子供から大人へと変化していく時期でもあると思

います。そんな時期であるからこそ、いろいろな人に出会い、この社会の問題について探求でき

るというのは、とても良い経験になると思います。ぜひチャレンジしてみてください。 

・ 日頃生活していて感じる事柄や疑問が、東京都へ届ける声のヒント。多種多様なメンバーの価値

観に触れながら、グループでひとつの企画考えていく過程は、必ずあなたの思考を豊かにしてく

れます！！ 

・ 興味がある、関心がある、というテーマがあれば是非！ 

・ テーマは少し難しいですが、必ず仲間達と達成することができます。自分とも向き合うきっかけ

にもなるかもしれません。絶対に成長を感じられるので、頑張ってください！！ 

・ 長い期間をかけて、仲間と一緒に東京都をより良くするための提案を考えられることが魅力です。

東京都の未来を引っ張る私たちで、これからの東京をより良くしていましょう！ 

・ 大変だけど絶対に成長に繋がるイベントです。新たな友達もできますよ！ 

・ 新しい自分に出会うことができます！視野が広がります！東京都の未来を担う仲間として一緒に

がんばりましょう！ 

・ グループで活動することで、自分だけでは考えつかない意見などを見つけることができる、楽し

いプロジェクトです。 

・ 自分たちが未来の東京都を担うということを意識しながら活動すると、とてもわくわくするイベ

ントです！自分の意見で東京都を変えられるかもしれません！ぜひ楽しみながら意見を交わして

ください！ 

・ 自分たちの考えた意見で今後の東京の未来をより良い姿に変えられるかもしれません。とてもや

りがいを感じられ貴重な体験をすることが出来ます。是非応募してみてください。 

・ このイベントは未来を担う私たちが私たち自身だけで取り組み、発表するという素敵なものです。

たまたま手に取ったチラシからこんなに貴重な体験ができるとは思っていなかったし、仲間と試

行錯誤をしながら、よりよい発表にするために頑張れました。自身の夢、やりたいこと、伝えた

いことが全てできる場だと思います。最後までやり遂げた後の達成感、味わって欲しいです。 
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こどもシンポジウム当日の様子  

 

【発表ステージの様子】 

【座長の東京学芸大学・小森伸一教授】 

【パネリストの皆様】 

・臨床心理士・ジェイス代表理事 武田信子氏（左） 

・モーハウス代表 光畑由佳氏（中央） 

・福祉保健局子供・子育て計画担当課長 中嶋麻理子氏（右） 

【コディとしてコアメンたちを支えてくれた 

東京学芸大学の学生の皆さんです。】 

【司会は東京学芸大こども未来 

研究所の伊藤相さん】 
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【修了証】グループ活動お疲れ様でした！ 

※一部の撮影は、会話を控えるなど十分に注意した上で、マスクを外して行いました。 

-36-


