
1 
 

年度末報告書（実行団体用） 

※報告書内の青文字は説明内容、赤文字は文字数上限になりますので提出時には削除してください。 

 

１年目 年度末報告書 

1．事業名 外国ルーツ青少年(高校生)向け進路・キャリアの支援・相談およびロールモデルコミュニ

ティ創出事業 

2．実行団体名 特定非営利活動法人 glolab 

3．実施期間 2020 年 5 月１日〜2021 年 3 月 31 日 

4. 報告期間 2020 年 10 月 1 日～2021 年 3 月 31 日 

5.事業進捗に関する報告（概要）  進捗状況 

中長期アウトカム 

東京都ならび近郊の支援空白地域において、自己成長ができる支援ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰ

ﾑを提供することで、全ての外国ルーツ青少年の能力強化及び社会的、経済

的包含がなされた地域・社会になる。 

2020 年度は、動画制作、LINE 診断ツールの開発に注力した。プラットフォームの大枠は

できあがったが、外国ルーツ青少年にリーチするフェーズにはいかなかった。中長期アウ

トカムを評価できる段階にはまだ至っていない。2 年目以降に作り込んだ支援プラットフォ

ームを外国ルーツ青少年に届け、中長期アウトカムを評価したい。 

短期アウトカム 

1. 会員の外国ルーツ生徒が、早期に自身の将来像を持ち、それを実現

する上で自身に起きうる問題を想定できるようになる。 

2. 会員の外国ルーツ生徒が、支援リソースを活用しながら自助努力で問

題に取り組み、ありたい将来像の実現をするようになる。 

3. 相談対応および事例報告会に参加した教員及び学校関係者が、外国

ルーツ生徒の問題を理解し、生徒への問いかけや働きかけをして、問

題を発見するようになる。 

4. 相談対応した教員が、外国ルーツ生徒による悩みや問題の解決を、

伴走者として後押しするようになる。 

5. 会員の外国ルーツ生徒が、ﾛｰﾙﾓﾃﾞﾙの経験・ﾏｲﾝﾄﾞｾｯﾄ・行動規範を

共有したことで、より積極的に自身の将来設計（進学・就職）に取り組

むようになる。 

1. 計画より遅れている。会員となる生徒がいないため。 

 

2. 計画より遅れている。会員となる生徒がいないため。 

 

3. 計画より遅れている。教員およびスクールソーシャルワーカーからの問い合わせ

は合計 2件あったが、具体的な相談に未だつながっておらず対象となる教員が

いないため。 

4. 計画より遅れている。事例報告を含むセミナーを 2021 年 3 月開催したが、教員

の行動変更まで未だ測定できていない 

5. 計画より遅れている。会員となる生徒がいないため。 
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アウトプット 

1. 外国ルーツ青少年が抱える課題がまとめられ、オンライン用の相談ツ

ールが開発・公開される 

 

 

 

 

2. オンラインによる外国ルーツ青少年にかかわる進路・キャリア関連情

報が提供される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 高校教員等向けの相談、事例報告会が実施され、教員等が外国ルー

ツ青少年対応に必要な知識とスキルを獲得する 

 

 

 

 

 

 

 

1. 目標値 ①診断ツールを用いて質問・相談した生徒 250 名  

②診断ツールを用いて質問・相談した教員数 100 名 

結果  ①0 名     ②    0 名 

診断ツールの開発・検証が完了し、公開した。現時点で質問・相談した生徒・教

員はいない。当該ツールは公開したばかりであり、対象ユーザーに十分に認知さ

れていない。今後、イベントやワークショップを通じて対象ユーザーへの訴求を行

う。 

2. 目標値 ①動画ｺﾝﾃﾝﾂ作成数 120本 ②ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ記事作成数 30本 ③進路・

ｷｬﾘｱ情報記事数 20本 ④会員登録者数 80% 

結果 

①動画コンテンツ 20本  

コンテンツの見直しにより動画本数よりも動画の中身を重視したため 

②インタビュー記事 6 本  

月 1本ペースでインタビュー記事を配信しており、計画通り進んでいる 

③進路情報関連記事 0本  

生徒向けコンテンツ制作に注力したため、進路関連情報配信までとりくむことが

できなかった 

④会員登録者数 0 名  

2020 年度は動画、LINE 診断などのコンテンツとツールの制作に注力し、ユーザ

ーへのアクセスをしなかった.。2021 年度は、支援団体、高等学校に積極的にア

クセスを行いワークショップなどを通じて対象ユーザーを増やしていく 

3. 目標値 ①事例報告会開催数 6 回/年 ②相談対応をした教員・支援者数約 15

～20 名/回 ③事例報告会に参加する教員・支援者数 約 50 名 ④事例報告会

の理解度 

結果 

①1回 在留資格と進路支援のオンラインセミナーを開催した。 

②1 人（LINE）セミナー参加者から後日相談があったが、まだ具体的な相談まで

つながっていない 

③45 人 オンラインセミナーの参加者 

④50% 45 名の参加者のうち 28名の回答があった。そのうち 23 名が新しい知識

を得たと回答した。 
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4. 外国ﾙｰﾂ青少年向けに進路相談会等が実施され、進路情報や生徒

の悩みや問題を共有する場となる。 

 

 

 

 

 

5. 外国ルーツ青少年もしくは高校教員等が診断ツールを用いて相談を

受け、専門家につながる。 

 

 

 

6. ﾛｰﾙﾓﾃﾞﾙが進路・ｷｬﾘｱに関する glolab の活動に参画し、主体的に活

動して、生徒の相談役を担う。 

4. 目標値 ①ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催数 6 回/年 ②ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの参加生徒数 約 15～20 名

/回 ③個別ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ対応 約 50 名 

結果 

①１回開催 コロナ渦のため部活動が禁止となり予定していたワークショップの

実施ができなかっ。 

②4 名 都立六郷工科高校ワークショップ参加人数 

③0 名 ワークショップが１回のみの開催のためメンタリングができるフェースに

はいかなかった。 

5. 目標値 ①診断ツールを用いて専門家と繋がった数 50 名 

結果 0 名 

LINE 診断ツールが公開されたばかりであり、まだツールでの自己診断をきっか

けとした相談事例がないため。しかし、相談員を直接的に介した青少年からの相

談が 1件あった。 

6. ①ﾛｰﾙﾓﾃﾞﾙ参加者数（研修実施回数）60 人 ②支援生徒数 30 人 

結果 ①6名 ②4 名 

2020 年外国にルーツを持つ社会人および学生が glolab のメンバーとしてあらた

に参画し、事業の企画・運営を行った。しかし、コンテンツ／ツールの制作に注力

したため、生徒へのアクセスがまだほとんどできていない。都立高校でのワーク

ショップでは、外国ルーツ社会人１名を招き授業をおこない、４名の生徒に進路を

考える機会を作ることができた。 

 

6.事業進捗に関する報告（詳細）  

事業開始にあたり、外国にルーツを持つ 15～30才の方を対象に高校生活に関するアンケート調査を実施した。また、外国にルーツを持つ若者や NPO・支援団体関係者、

高校教職員にはインタビュー調査も行い、課題と要因についての考察を行った。将来像やキャリアパスを描くための情報や能力を育成する機会が不足していたり、生徒の

事情に即した個別支援が必要である一方で、高校教職員は時間や知識に限界があり、家庭のサポートが不十分であることがアンケートでわかった。 

2020 年は、アンケートでもあきらかになった課題に対する打ち手として、また外国ルーツの若者が自信をもって進路選択ができるよう支援プラットフォームの構築に取り組

んだ。 

① 情報提供 キャリア動画の制作 

進路選択に関する情報取得の課題に対応するため、多言語のキャリア動画の制作をおこなった。①進路を選択する準備の方法を学ぶ、②進学情報、③就職情報、④在留

資格の課題、⑤ロールモデルという５つの分野で動画配信を開始した。まだ、完成動画数が少ないため、積極的なプロモーションは行っていないが、NPO関係者から、高

等学校の日本語教室で通訳を通して使用したが、学習教材として有効だったという声があった。また後述の支援者向けオンラインセミナーの参加者の 60%近くがキャリア動
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画を使ってみたいという声があった。 

② キャリアイベントおよび進路サポート教室 

動画による知識や情報のインプットに対する次のステップとして、キャリアワークショップや進路セミナーなどの場作りに取り組んだ。 

都立六郷工科高等学校定時制で進路授業の一環として社会人との交流ワークショップをおこなった。定時制高校を卒業し、電気工事士として働く若者を招き、今後の学校

生活や進路について考えを深める機会をつくった。同校の教職員からは継続的な支援の依頼がある。一方で、別の都立高校では、当初部活動支援を行う予定だったが、

新型コロナ感染拡大のため、部活動が中止となり活動がほとんどできなかった。また同校でオンライン放課後進路支援を行ったが、信頼関係のない中でいきなりオンライン

参加をすることに生徒の心理的ハードルが高いのか参加がほとんどなく、中断することとなった。 

また、2021 年夏の開催をめざし、住友商事サポートチームとともにキャリア合宿の企画をおこなった。このキャリア合宿はキャリア教育に取り組む北海道十勝郡浦幌町の

協力を得て開催する。本プロジェクトのリーダーは、外国にルーツを持つ大学生で、実際に浦幌町にでむいて、NPO関係者に外国ルーツの若者の可能性や課題をプレゼ

ンし、共感をえて協力体制を構築することができた。 

③LINE 診断ツール開発と LINE 相談 

外国ルーツの若者の課題の可視化とまわりの助けをえながら自分の課題を解決する力を醸成するために LINE 診断ツールの開発と LINE 相談の窓口を開設した。LINE 診

断ツールは、①今の在留資格でアルバイトができるか②今の在留資格で高校卒業後就職できるか③大学・専門学校に進学できるか④奨学金がもえるか⑤公立高校を受

験できるか という５つの問を設定し、ユーザーが在留資格、学歴、来日年齢などの質問に回答を入力すると、自分の状況にあわせて課題と解決策が表示されるようシス

テム開発した。回答は、弁護士や進路指導経験のある元高校教員など専門家に監修を依頼し、中国語、英語、スペイン語、ポルトガル語、やさしい日本語から表示言語を

選択できるようにした。 

LINE 相談については、中国語、英語、スペイン語、タイ語、マレー語の通訳を確保し、若者向け相談、スクール通訳の基本を学ぶ研修を実施し、相談対応に備えた。対面

相談では、在留資格と就職に関する相談が 2件あった。 

⑥ライフストーリー配信 

外国ルーツの社会人のライフストーリーの記事を８つ配信した。社会人がこれまでどのような壁に直面し、どのように乗り越えたか、生の声を届けることができた。多くの支

援者が加入している「子ども ML」でも紹介され、記事のなかには、2000PVにとどく記事もあり、反響が大きい。 

⑦支援者向けオンラインセミナー 

進路支援と在留資格に関する支援者向けのセミナーを企画し、弁護士の講演、事例報告、glolab の動画や LINE 診断の紹介をおこなった。参加者から質疑応答の時間で

は、質問が相次ぎ、参加者が日頃から外国ルーツの若者と接する中で様々な課題を抱えていることがわかった。事後アンケートでは、「地方ではこのような研修会がないの

で貴重な場だった。」「在留資格について留意する点がわかってよかった」という声がよせられた。進路指導に関する知識や対応方法を学ぶ場は限られてるおり、セミナー

参加者の声からも今回のオンラインセミナーのような場が求められていることがわかった。 

 

7.資金計画に関する報告 

1 資金計画どおりの執行状況ですか。 ： 計画より遅れている  

→①で「計画どおり進んでいる」以外を選択した場合の理由： 

動画制作と診断ツールの企画制作に主に資金を投入した。一方で、当初資金計画にいれていた高等学校でのワークショップおよび進路支援教室が、コロナ渦のため実施
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がほとんどできず、計画した予算を執行できなかった。また、診断ツールの開発に時間を要したので、同時リリースを想定した LINE 診断のリリースも遅れた。そのため、

LINE 診断を受け付る期間が２ヶ月となり結果相談対応も少なく相談予算の執行がほとんどできなかった。 

2 報告年度に用意する予定だった自己資金は集めることができましたか。： 計画どおり進んでいる 

→②で「計画より遅れている」を選択した場合の理由： 

8.報告期間における課題と次年度にむけた取り組み 

①動画制作・LINE 診断ツール制作に関する課題 

2020 年度は、キャリア動画制作および LINE 診断ツール開発に注力した。動画については、制作開始まで、コンテンツに関する議論など制作準備に予想以上に時間がか

かってしまった。また、すべて内製で制作したため、スタッフの時間の多くが動画制作や LINE 診断ツールの開発に費やされたうえ、制作スケジュールも３ヶ月遅れてしまっ

た。次年度以降は、制作プロセスを見直し、単純作業など動画制作の一部を外注するなど工夫したい。 

また、動画についての評価は、支援者５名ほどにおこなったが、人数が少ないうえ、視聴動画数が少なかったのもあり制作意図がつたわらず評価としては、有意性に課題

がのこった。またユーザーである若者の評価も実施することができなかった。2021 年度は、支援団体と連携し、生徒の行動変容や意識の変化など動画の内容の妥当性の

評価を実施する。評価方法は、動画をつかったワークショップやユーザーの若者へのアンケートなどを行う。 

②都立高校へのキャリア支援活動の課題 

都立高校では、当初部活動支援を行う予定だったが、新型コロナ感染拡大のため、部活動が中止となり活動がほとんどできなかった。また同校でオンライン放課後進路支

援を行ったが、信頼関係のない中でいきなりオンライン参加をすることに対する生徒の心理的ハードルが高いのか参加がほとんどなく、中断することとなった。都立高校に

ついては、部活動や放課後支援よりも生徒参加が必須の授業のなかで、glolab のキャリアワークショップを開催できるよう都立高校にはたらきかけを行うようにしていきた

い。 

③外国ルーツの若者へのアウトリーチの課題 

スタッフの時間をほぼ動画制作、LINE 診断ツールの開発にスタッフの時間の多くが費やされたのと、動画制作 LINE 診断ツール開発のスケジュールの開発がおくれたた

め、外国ルーツの若者へのアウトリーチの活動がほぼできなかった。そのため、2020 年の会員の生徒は０となってしまった。2021 年は、全国の支援団体にアプローチし、

各団体むけにキャリア動画や LINE 診断ツールの紹介、ワークショップの開催などを通じて会員生徒を増やしていきたい。 

④教職員、支援者へのアウトリーチの課題 

教職員、支援者に対して、オンラインセミナーを１回開催し、都立高校へ相談・通訳派遣の DMを送付した。、教職員１名とスクールソーシャルワーカーより問い合わせがあ

ったが、具体的な相談には至っていない。オンラインセミナーの参加者からは今後 glolab に相談したいというフィードバックをえているので、今後オンラインセミナーでつなが

った支援団体、全国の支援団体にたいしても相談・通訳サービスについて周知をしていきたい。また、東京都立高校だけではなく東京近郊の関東圏の高校にも対象を広げ

ていきたい。オンライン研修・セミナーについては、年４回をめどに開催し、教職員、支援者の支援スキルの 向上を目指す。 

⑤次年度の計画の見直し 

大きな計画の見直しを行う予定はないが、進路サポート教室および進路セミナーの実施計画を実態にあわせたものにする。まず、都立高校内の進路サポート教室は、授業

実施した定時制高校に特化し、glolab のワークショップなど授業に取り込んでもらえるよう高校と協議を行う。また、新たにもう１校単発のワークショップを実施し、2022 年度

以降恒常的な支援につなぐことを目指す。また、glolab独自の進路サポート教室は開設せず、そのかわりキャリア合宿参加者むけにフォローアップ研修を行い合宿参加者

をきっかけとしたコミュニティ創出を目指す。また、支援団体と連携し、定期的なキャリア支援イベントを実施し、全国の支援団体が glolab のプラットフォームを使用して外国
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ルーツの若者のキャリアサポートができるようモデル事例を創出する。 

9.広報に関する報告 

以下に該当する内容がある場合には、概要を記載してください。提出可能な場合は PDFデータ等を添付してください。 

・「外国にルーツを持つ外国にルーツを持つ高校生の進路サポートと在留資格相談支援オンラインセミナー」 

Peatix イベント広報ページ ／ 2021 年３月 

https://glolabsemina.peatix.com/view 

10.規定類の整備に関する報告 

1 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。： 整備中 

2 整備が完了した規程類を webサイト上で広く一般公開していますか。： 一部未公開 

→②で「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日： 

人的リソースをさくことがむずかしかったため、一部未公開となった。2021 年下半期に公開する。 

3 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。： はい 

→③で「いいえ」を選択した場合の理由： 

11.ガバナンス・コンプライアンスに関する報告 

1 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。： はい 

→①で「いいえ」を選択した場合の理由： 

2 内部通報制度は整備されていますか。： はい  

→②で「はい」の場合は、設置方法（複数選択可）： 内部に窓口を設置 

3 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。： はい  

→③で「いいえ」を選択した場合の理由： 

4 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか。： はい  

→④で「いいえ」を選択した場合の理由：  

5 コンプライアンス委員会（※）は定期的に開催されていますか。： はい 

※コンプライアンス委員会を設置していない実行団体は、担当部署または担当者に報告の対象となる不正行為を資金分配団体に報告済かを回答してください。 

報告の対象となる不正行為とは、資金分配団体-実行団体間の資金提供契約書第 15 条に定めるものです。 

→⑤で「いいえ」を選択した場合の理由： 

6 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）： 内部監査を実施 

→⑥で「実施する予定がない」を選択した場合の理由： 
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14.活動の写真 

 

     東京都立六郷工科高等学校 社会人交流ワークショップ                外国にルーツを持つ高校生の進路サポートと在留資格相談支援オンラインセミナー   

       

 

 

 

      


