
令和２年度札幌市ジュニアリーダー養成研修 2020/7/5

上級研修会の目的

・意　味

・プレゼンテーションのポイント

・普段はそれぞれちがう場所で頑張る高校生が、地域で活動するため

に、よりよい地域づくりに貢献するために、集まって力を持ち寄る。

・「あつ森」が流行っていて覚えやすいと思った。「団結」や「心を一

つに」というイメージよりも、個々の持っている良い力を出し合う、持

ち寄る、貸す、という意味で「集まる」という言葉が良いと思った。

・密な時間、密接な関係、綿密な配慮

・このご時世、様々なイベントや風習が中止になって”疎”になってきて

いる。今までの生活がいかに”密”であふれていて、楽しいものだったの

だろうか。だからこそ密でいるのが大切であると思う。時間を密にし

て、早く終えることができれば、感染リスクは下がる。そのためには関

係が”密”であるとスムーズに進むだろう。そして、不安定なご時世なの

で、コロナに感染しないような配慮が必要だと思う。

・上級研修生1人1人がそれぞれの色（個性）を出すということ。1人（1

つの色）だけでは難しいことでも仲間と協力すれば鮮やかな色を作り出

すことができる。

・上級生の1人1人がそれぞれの個性を出し、協力することで研修のとき

にそれぞれの得意な面と不得意な面をおぎないあうことで前回の研修よ

り良いものになると思うので、この「彩」というスローガンにしまし

た。

・努力してきたことが、実を結んで欲しいという意味

・今まで学んできたことを存分に発揮するため。

・いろんな人と笑顔で交流すること

・今年はコロナウィルスでいろんな交流がなかなかできていないので、1

つ1つの交流をいつもよりも、もっと大切にして活動していきたいと思っ

たので、明るいイメージのひまわりにしました。

・皆でランクアップすると、今の自分全てをランクアップするという意

味

・皆はEveryoneだけでなく、allも皆と言う意味がある。全員で成長して

いこうという意味で。

集団活動に必要な知識と技術を学び、自ら課題を見つけ、その解決に向け主体的に考え、行動す

るとともに、集団の中で他者と協調し、思いやりの心を持つ人材になること、またそうして得た

資質を地域や社会活動などの様々な場面で発揮し、後に続く者へ見本になることを目指す。

第１回 上級研修会           今年度の「上級研修スローガン」案

all Lank up

彩 ～いろどり～

結実

ひまわり

あつまれリーダーの森

スローガン【案】

三 密
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・養成研修では、参加した人を笑顔にすることが大事だと考える。また

現在、新型コロナウィルスにより、今までよりみんなの空気は重たく、

緊張感なども例年とは比にならないと思われる。だからこそ上級生はそ

のような人たちを笑顔にするべきで、上級研では、その笑顔にする方法

を学ぶ場所となる必要があると考える。

・笑顔の力

・何事も笑顔で楽しむことが大切

・皆が笑顔だと研修会の雰囲気も良くなる

・私たちが笑顔になれば周りの子も笑顔になれる

・皆で笑顔になろう！という願い

・笑顔の力は大切

・先輩方を山の頂上と考えて、そこに届くように上へ上へ目指す

という意味

 

　

・覚えやすいように短いスローガンにしたい！！

・今年はコロナの影響もあって思うようにいかなかったり、臨機応変に

対応しなければいけなかったりで、今までやったことのないことに取り

組むことが多いと思い、その時に失敗を恐れず前向きに挑戦していけた

らと思ったから。

・今年の状況は例年と比べてスムーズにいかないことがふえると思いま

す。その中でこのスローガンは全員にあてはまることだと思うし、今の

状況を少しでも前向きに捉えられたらいいと思ったから。

・相手を思って行動し、優しい心をもとうという意味です。

・誰にでも優しく関わっていくことによってまわりのふんいきとかがよ

くなりと思ったからです。

・「飛躍」（大きく発展、進歩すること）「活躍」（めざましく活動す

ること）「躍動」（生き生きと活動すること）などJLに大切なことに共

通する漢字だから

・「躍」という漢字が持つ意味は「勢い良くとびあがるジャンプする」

など。コロナの影響で研修をできなかった分を取り戻す、そしてそれ以

上に勢いよく突き進んでいきたいという願いを込めた。

・一度失敗したものが再び巻き返すことのたとえ。

・あまりできていなかった研修会で得られなかったものごとを再開した

研修会でたくさん吸収し、物にしょうということ。

倦土重来
ケンドチョウライ

頂き

挑戦なくして成長なし！

笑顔のワクチン研究所

Power of Smile

おもいやりを大切に

躍

先輩方

上級

初級・中級

養成
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・歯車は1つでは機能せず、いくつか集まって1つのものが完成する。上

級1人1人が歯車のようになり、子ども会など色々な活動を進めていこう

という意。

・上記の通りですが、1人1人ぶ役割があり、みなが重要だということを

強調したかった。責任ある行動をこころがけようということ。

・のんびりと水に浮かぶ鴨も、水面下では絶えず足で水を掻き続けてい

る。よそ目にはわからないが、人にはそれぞれ苦労があるたとえ。

・養成のときは上級が大人に見えて、やっていることが、やっているこ

とが、どうしてそんなに簡単にこなせるのか。とか思っていたけれど

今、上級になって、沢山の苦労があるし、努力をしなくちゃいけないこ

とがわかった。だから、上級で学んで自分の区にもちかえったときに、

見本となるようにしたいから。頑張ろうという・・・。

・優しく、下級生（小学生）に頼られるリーダーになろう。

・研修会で目立たずともいなくてはならないようなリーダーになろう。

・童話「シンデレラ」では、フェアリーゴットマザーは、主人公のこと

を影で見守り、ピンチのときは助けて、楽しい一時を教えてくれる、優

しくて、とても頼れる存在です。研修会の主役は小学生なので、そんな

参加してくれている小学生をアウトリーダーとして班の外から見守り、

困ったときはかけつけてサポートしてあげれるような、そんなリーダー

になりたいと思ったから。

・読み方はテンスマイルです。10区の皆が集まって笑顔で研修会を行

い、区の研修会や子ども会も笑顔にする中心になるという意味をこめま

した。

・このご時世で暗い話が世間を流れている中で子どもたちを笑顔にした

いと思いました。笑顔にさせるにはます自分たちからであると考えてこ

のスローガンを考えました。

・上級らしく、場をわきまえて、自分から、自分で考えて行動するとい

う意味。

・他の位は、指示されたことを自分なりにこなせるか上級はそれとはち

がってすべて自ら。

・安心、安全、ありがとうの頭文字で、この時代だからこそできること

を安心、安全に、そしていつもありがとうを大切に活動する。という意

味。

・コロナの影響で色々なことができなくなっているから安心、安全に研

修会を行いたい。

・色々な知識を積み上げる

・まだ知らないこととかが、いっぱいあると思ったから。たくさん身に

つけて積み上げていけば、この先いいことあるじゃないの？って思った

からであり、すごい大切なことだと思ったから。

つみき

歯車・時計

10smile

場をわきまえて

3A

鴨の水掻き

フェアリーゴットマザー
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・心遣いが隅々まで行き届いて、準備に手抜かりがないさま。

・上級研修で様々なことを学び、区研に行ったときにきちんとその知識

が生かされるようにしよう。下の世代が自分達のことを凄いやこうなり

たい、と思ってもらえるように。

・何度転んでも起き上がるから

・今年はコロナでできないことが多くあるけどそれでも、上級生として

行動したいから

①状況に対し、責任を持って対処する。

②車等のハンドル

・様々な事が予想外に起こり状況で、主体的に行動し、トラブルをのり

こえることが必要とされる上級のあるべき姿を、端的に表わしていると

思ったから。また下級の先に立ち、お手本を示すことで、よりよいリー

ダーとなれるよう、名詞の方のハンドルとしての役割を担っていけるよ

うにという目標も込めて、このスローガンが良いと思った。

・十分に考えた上で思い切って実行すること

・ジュニアリーダーに大切な力だと考えた

・川にダムを作るビーバーようにこつこつ頑張り、成果を出していきた

いと思ったからです。

・和みうちとけるほど心を通い合わせ、協力して励むこと

・研修会などをよりよくするためにはリーダー同士が心を通い合わせ

て、うちとけることが大切だと思います。そしてそのために協力して何

かに励むということは必要不可欠だと考えました。

ホ…ほがらかに

ワ…わいわいと

イ…いつも笑顔で

ト…友達と

タ…楽しむ

イ…いきいきと

ガ…がんばる

・覚えやすく、わかりやすいから。みんなの知っている動物だから。

・限界を決めずに、全力で成長、挑戦をしていこう　という意味

・四字熟語で語呂がいいし(？)、目標にふさわしい意味の単語だなって

思ったから。

・覚えやすいと思うし、一人一人が意識しやすいかなと思ったから。

・言葉の通り

・集まれる機会が少ないので、1回1回を大切にしようということ

・たえまなく、どんどん進歩すること

・研修会はいろんなことを学ぶ場所なので、研修会があるたびに何かを

学ぼうという考えのもと、この案にしました。

日進月歩

Eager　beaver

和衷協同
わちゅうきょうどう

ホワイトタイガー

限界突破

量より質

用意周到

ダルマ

Handle

熟慮断行
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・いろいろな色(個性)があつまって、１つのものをつくりあげる。１色だ

とさみしくても、あつまれば美しい。

・こんな時期だからこそ、みんなの良い所をだし、高めあい、上を向い

て歩いていけるように。また、自分にとっては最後の年なので、1人1人

のすばらしさや、自分の長所をだしていきたいから。

・研修生同士で互いの良い所、改善した方が良い所を見つけ合い、互い

を意識して成長しようという意味。

・研修は自分だけのものではないため、他の研修生を意識することで自

分や相手の良い所を知れて、もっと成長しようという意欲が高まると

思ったから。

・雨の一粒はあまりに小さいけど、それが降り続ければ、もっと大きな

ことも起こせる。それと同様に一人一人が束になれば、何でもできる。

・雨は意外と身近なもので、切っても切り離せないような関係にある。

だから、「雨降って地固まる」のとおり、気分の沈むような悪い災難が

あっても、それが糧となり、成長していくのでは。

・スポンジのように、水(知識)をたくさん吸収して、区に帰ったときに、

知識を絞り、活かしていくということ。また、スポンジ・ボブはいつも

陽気で回りにいる人ほとんどが笑顔になっているため、自分たちもボブ

のように、小学生の子たちに研修会で楽しんでもらえるよう

・知らない人はいないような、キャラクターのスポンジ・ボブという名

をスローガンにすることで、いつでも簡単に意味を思い出せると考えた

から。スポンジはたくさんの水を吸収できるため、例として想像しやす

いと思ったから。

・glueの意味で一人一人をつなげる役目をする。

・sea weedの意味で”くるむ””包む”という役目をする。

・覚えやすいという簡単な単語で、上級研修生ならではの状況の中、自

分たちは楽しむだけではなく、養成研修をまとめていかなければいけな

いという意味で。

・このご時世、いつもと全く同じ研修はできないから、研修も新しいス

タイルで頑張っていこう

・花の名前です

・アベリアの花言葉は「謙虚」上級生だからこそ物事に謙虚な姿勢で取

り組むべきだと考えたから。また、アベリアの花は白く、白は性質的に

信頼感をイメージできる。これら２つはリーダーに必要な要素であると

思われる。

のり

new style

アベリア

虹

見つけ合おう、

高め合おう

Rain

スポンジ・ボブになろ

う。
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・ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために

・自分で誰かのためになれるように考えて行動することを心掛けて、誰

かが話しているときなどはその人のためにまわりを静めたりして、協力

してあげることを心がけるという意味でこのスローガンにしました。

M　コロナに負けないのM

Ｅ　笑顔でのE

Ｔ　楽しくのＴ

・今年はコロナがはやっていて、例年どおりには、なかなかすすまない

けど、そんなコロナにも負けないで、笑顔で楽しくっていう意味をこと

しだからこそつけました。

・いろんな人と自分のことや考えを話し合ったり、笑いあったり、ジュ

ニアリーダーを通してたくさんの人と関わってかけがえのない仲間と共

に成長していく充実した一年にするという意味でこのスローガンを考え

ました。

・「やってみよう」「応援する」「頑張る」などの複数の意味が込めら

れています。どの場面でも皆が積極的に物事に取り組み、互いに高め合

えたら良いと思います。

・上級になると、自分たちで物事を判断したり、進行しなければならな

いと思います。でも、率先して行動することは勇気が必要です。そんな

時に「Go for it！」も思い出してチャレンジやリーダーとしての責任を恐

れない人になれたらいいなと考えました。自分たちの力で地域や研修会

をより豊かにしていきたいです。

・困難や障害にもくじけず強い意志をもつこと。

・今年度はコロナの影響で様々な障害（ソーシャルディスタンス、外出

などの制限、学習の遅れ）があったり、上級として研修会の中での困難

も多いと思うけれど、強い意志で乗り越えていきたいと考えた。

・加工してさまざまなものをつくれるダンボールのように、いろいろな

能力、できることを増やしていきたい。また、リサイクルで何回も使え

るように、次の世代へと引き継いでいきたい。

・単語一語で簡潔にまとまったので、覚えやすく、使いやすい。

・上の代から下の代に受け継ぐという意味で、一本の糸のようにつなが

れているということ。

・繋ぐは誰から見てもわかりやすい。

・みんなで1つの風を起こすように

かざぐるま ・先輩から受け継いだものを後輩に伝える。

・一つの風車として回り、活発な研修会にする

・風は前から吹き、後ろにながれるように、先輩方の技を後輩に受け継

ぐ。

語ろ、笑お、手を繋ごう

ONE FOR ALL

ALL FOR ONE

M　E　T

ダンボール

Go for it！

不撓不屈

風車

~繋ぐ~
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こ…声かけや大きい声で確認する

ま…まよったときわからないことは助けある

つ…つまづいてしまっても気にしない

な…なかよしでいることが一番大切

・簡単なキーワードが覚えやすいと思ったので野菜の「こまつな」にし

ました。声かけ、まよった時の助け合い、つまづいても気にしない、仲

間を想い助ける、私はこの４つは大切だと思います。助け合いと助ける

は意味が似ていても違います。なぜなら、助けるは何も求めずに自分か

ら行動することだと私は思っています。上級生としての大切な要素だと

思ったので、このスローガンにしました。

・皆で1つに団結して進んでいこう

・コロナなどで研修が短時間になっていたり、第1回研修がいつもより遅

かったりするけど、限られた時間で1つになって頑張っていきたいという

意味を込めました。

・お互い団結して高め合っていきたいから。

・みんな知っている言葉だし、その方が意識しやすいかなと思ったか

ら。

・何事にもひたむきに取り組んでいこうという意味。

・シンプルで覚えやすいし、知らない人にも伝わりやすいかなと考えま

した。

・こんなときで、研修も少なくなってしまったので、１つ１つの研修を

全力で頑張ろうという意味。

・残りの1つ1つの研修を楽しみたい！

・楽しみながらもルールをきちんと守り、安全な研修会にする。

・その場にいる人全体の空気をよくし、楽しい研修会にしたいと思った

から。

・集合の中心になって、皆を研修のゴールに導く、光になる。

・この言葉はある人の歌のタイトルで、タイトルをみて、自分も誰かを

ゴールに導く光、ヒントになるような存在になりたいと思ったからで

す。

・ロケットには、色々またたくさんのパーツがつかわれそれぞれの仕事

をしていることから、みんなの協力で1つのいいものができると言う意味

・みんなでたのしい豊平区JLをつくれるための楽しい研修にしていきた

いと思います。

・全体を見るといういみ

・上級生だから、全体を見ないといけないから

・（解読不可）

・見た目がおもしろい

こまつな

一致団結

一致団結

明るく、楽しく、

慎重に！！

道標（みちしるべ）

ロケット

全

Y

一所懸命

全身全霊
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・オズの魔法使いの物語のように、色々な思いを持った仲間と共に成長

していくことで自分自身の良さや個性、そして仲間の大切さに気づいて

いけるようになる。

・一つ一つの研修の過程を重要視している点。　　少しずつ成長

・自分自身の良さや個性に気づき、自信がもてると人前に立ったり意見

をいうことができる。

　

・練習は本番を想定してやり、本番は練習どおりにやればいいというこ

と。

・レクやその他活動でも、練習をたくさんして、自信をもって本番に挑

めるようにしよう。

・今の時代の言葉が　”ソーシャルディスタンス”

Bondは、”絆”という意味

会う機会が少ない分、少しでも絆の距離を近づけれれば、という意味

・”会う機会が少ない”

・まず自分から動かないとリーダーと言えないと思うので、自分から動

くということと、多くの学ぶことがあると思うので、学ぶことを忘れな

いという意味です。

・”リーダー”という名前をつけているからには、1つ1つ教えてもらった

こと、見たことを大切にしていかないといけないと思って考えました。

・今年度のメンバーは今年度限りなので、この機会を大切にするという

ことで、一度しか教えられないことなどたくさんあると思うので、1つ1

つしっかり学ぶという意味です。

・”リーダー”という名前をつけているからには、1つ1つ教えてもらった

こと、見たことを大切にしていかないといけないと思って考えました。

・なにごとにも全力を尽くして物事を行う。

全力で投げた物に対し、投げられた人（相手）は、しっかりうけとめ

る。全力で（意見などを）投げ合う。

・なににおいても、成功することは、すばらしいことだが、成功するか

失敗するかよりも、”全力で行う”という気持ちを常に持っていることが

大切だと思います。そして、その全力で行った事（人）に対して、全力

で返してあげることが大切だと思います。

・笑顔を作る。輪を広げる。

・上級生が一番すべきことは、楽しい雰囲気をつくり、周りを和ませる

ことと考えた。

・失敗を恐れず、積極的になる。

・自分は考えすぎて行動に移せず後悔したことをたくさん経験してき

た。そして学んだことは、失敗を恐れているから行動できていない、そ

れでは何も変わらない。研修は常に自分を変化させる場であるから、必

然的に積極的になる必要がある。

自分から動く、

そして学ぶ

一期一会

練習を本番に、

本番は練習に

Bond Distance

全力投球

ガンガン行こうぜ

Oz（オズ）

MAKE 　SMILE

協調性も大切だけど、

自信がつくと人は輝く
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