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2021 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年   9 月   20 日 

● 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  

● 資金分配団体 ： 公益財団法人日本国際交流センター 

● 実 行 団 体 ： 特定非営利活動法人 glolab 

● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無 ： ☐有 無 

 

①  実績値 

アウトプット 指標 目標値 

 

達成時期 現在の指標の達成状況 進捗

状況

＊ 

 

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 

①診断ツールを用いて質問・

相談した生徒数 

②診断ツールを用いて質問・

相談した教員数 

①250 名 

 

②100 名  

2023/3 

 

①1 名 

 

②1 名 

3 

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 

①動画ｺﾝﾃﾝﾂ作成数 

②ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ記事作成数 

③進路・ｷｬﾘｱ情報記事数 

④会員登録者数 

①120 本 

②30 本 

③20 本 

④1000 名 

2022/12 

 

①53 本 

②12 本 

③0 本 

④203 名 

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

①事例報告会開催数 

②相談対応をした教員・支援

者数 

①2 回   

②5 名/月 

③50 名/回 

2023/3 ①1 回   

②不明 

③50 名 

①③

④：

２  
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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。 

③事例報告会に参加する教

員・支援者数 

④事例報告会の理解度 

④事例報告会に参加した

80％以上の教員がその内容

を理解 

 

④80% 

 

 

②：

3   

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。 

①ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催数 

②ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの参加生徒数 

③個別ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ対応生徒数 

 

①6 回/年   

②15 名―20 名/回 

③30 名 

 

2023/3 ①3 回/年   

②6 名―9 名/回 

③0 名 

 

①:2 

 

②

③:3 

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。 

①診断ツールを用いて専門家

と繋がった数 

 

①50 名 2023/3 ①0 名 3 

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 

①ﾛｰﾙﾓﾃﾞﾙ参加者数（研修実

施回数） 

②支援生徒数 

 

①60 名 

②30 名 

 

2023/3 ①5 名 

②15 名 

 

2 

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他 
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② 事業進捗に関する報告 

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み 

  3.課題がある 

2.アウトカムの状況 

A：変更項目 

☐変更なし ☐短期アウトカムの内容  ☐短期アウトカムの表現  短期アウトカムの指標 ☐短期アウトカムの目標値 

5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点 

対面での参加が難しいキャリアプログラムは、オンラインでの参加も可能とした。その結果都外の若者も参加できるようになった。ま

た、研修会はオンラインセミナーとしたため、全国各地の支援者・教職員の参加があり、関東圏以外の課題についても知識の蓄積につな

がった。 

 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

  東京都多文化共生ポータルサイト  れすぱす 2021 年 8 月号 

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/lespace/close/close_2108.html 

   

  

2.広報制作物等 

  2021 年 9 月 事業案内 DM  468 通 

  

3.報告書等 
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2021 年度事業 中間評価報告書（実行団体） 

評価実施体制 

内部／

外部 

評価担当分野 氏名（非公開） 団体・役職 

内部 アンケート結果の分析、報告書作成  代表理事 

内部 アンケート作成  副代表理事 

内部 アンケート作成 

ワークショップ実施 

 コーディネータ 

外部 ワークショップへの参加、助言  住友商事株式会社 サポートチーム 

外部 理事へのインタビュー、助言  一般財団法人ダイバーシティ研究所代表

理事 

 

 

A）事業のアウトカムの進捗状況の評価 

① 短期アウトカムの進捗状況 ３時間 日曜日 

指標 目標値・状態 達成時期 これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 

'①会員の生徒のｷｬﾘｱ(進学・

就職)についての基本的知識 

②会員の生徒の将来像の具

体化の程度 

③会員の生徒が取り組むべ

き課題の具体化の程度 

'①全ての会員の生徒がｷｬﾘｱについ

ての基本的知識を有している 

②会員の生徒の 80%以上が将来像

を具体化 

③会員の生徒の 80%以上が自身の

課題を具体化 

2022/8 

 

②ついて 

「みらいチャレンジプログラム」では、ワークショップで７名全員が 10 年

後の将来像を発表したが、参加者７名のうち 4 名がアンケートに回答し、４

名全員が「自分の将来像を考えるヒントになった」と回答した。アンケート

未記入３名の変化は把握できなかった。 
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以上のことから、参加者の 4 名が、「将来像の具体化」について変化を把握

できた。 

アンケート未記入３名の変化は把握できなかった。 

③について 

都立六郷工科高等学校の進路授業で、在留資格に関する動画を使用した授業

を実施した。 

参加生徒６名のうち、進路決定にかかわる在留資格の課題について知識のな

かった生徒 2 名が、課題を理解した。また、もう１名の生徒は、生徒自身の

課題を授業中に共有した。以上のことから授業に参加した３名の生徒に「課

題の具体化について」変化を把握することができた。 

残りの 4 名の生徒については、もともと授業であつかった在留資格の知識を

有しており、変化は確認できなかった。 

‘①会員の生徒の問題の解決

に向けた自信の度合 

②会員の生徒の将来像の達

成率 

‘①会員の生徒が課題解決に強い自

信を有する 

②70%以上の会員の生徒が当初の

将来像を達成 

2023/3 NA 

'①教員の問題への理解度 

②教員の問題に対する位置

付け（優先順位） 

③教員が把握する生徒情報

の量 

'①相談対応をした教員の 90%以上

が相談事例の要因を理解。事例報

告会に参加した教員の 70%が、諸

問題を理解 

②相談対応および事例報告会に参

加したりした教員の 70％が優先し

て生徒の問題をヒアリングする 

2022/8 '①について 

オンライン勉強会の事後アンケートでは、参加者５２名のうち 31 名がアン

ケートに回答し、30 名が在留資格に関する新しい知識を得たと回答した。

30 名が勉強会後に、「問題を理解する」ことができたと言える。 
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③相談対応および事例報告会に参

加した教員の 70％が外国ルーツ生

徒の情報をほぼ全て把握 

'①教員が生徒と接する時間 

②そのうち、生徒へのｺｰﾁﾝ

ｸﾞやﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞに費やした時間 

③教員による問題の解決度 

'①相談対応をした教員において接

する時間が 30%以上増加 

②相談対応をした教員において接

する時間の 50%以上を費やす 

③相談対応をした教員の 80%以上

が諸問題を解決 

2023/3 NA 

'①生徒が自身の将来設計に

取り組む意欲の度合 

②生徒が進学・就職する上

で取り組むべき問題の解決

に向けた意欲の度合 

'①会員の生徒の 80%以上が高い意

欲を有する 

②会員の生徒の 80%以上が高い意

欲を有する 

2023/3 '①について 

「みらいチャレンジプログラム」に参加した生徒７名のうち４名のアンケー

ト結果では全員が「難しい課題への向き合い方のヒントを得た」「進路につ

いて何か行動に移すきっかけとなった」と回答した。「将来設計に高い意欲

を有するようになった」とはまだ言えないが、「将来設計の取り組む姿勢」

に変化が見られた。 

 

 

 

①  アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」（※任意） 

評価小項目 評価小項目の評価結果 評価結果の考察 
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事業のアウトカムの進捗評価 評価結果の考察 

事業のアウトカムの進捗の程度は、事業終了時には 

 ☐ 短期アウトカムの目標値を上回っての達成の見込みがある  

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成の見込みがある 

 ☐ 短期アウトカムの目標値はおおむね達成できる見込みがある 

  短期アウトカムの目標値の達成は不透明である 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は難しい 

と自己評価する 

外国ルーツの生徒については、授業やプログラムに参加した生徒に限って言えば、アウ

トカムの目標値達成にむけて、提供プログラムのブラッシュアップ等をすることで、あ

る程度達成できる見込みがある。一方で、進路・キャリア支援動画については、動画視

聴だけでは、生徒の行動変容を促すことは難しい。生徒の固定観念はある程度強いと思

われ、それを崩すには丁寧な説明、伴走支援体制が必要である。「効果的な活用方法」の

検討は極めて重要と思われる。2021 年下半期実施を予定している動画の紹介セミナーで

は、動画を使ったワークショップ事例などを紹介する。より多くの支援団体や学校が動

画を活用し、glolab 単体ではリーチできない生徒の行動変容を促進できるようにしたい。 

教員に関する短期アウトカムについては、相談件数が少なく、LINE 相談窓口／学校への

無料相談窓口がどこまで周知されるかに関わる。高校教職員、支援者向け研修会では、

各回５０名の参加者があり、潜在的なニーズがあることがわかった。これをどこまで相

談レベルまで持っていけるかが鍵である。 

以上のことから「短期アウトカム目標値の達成は不透明である」とした。 
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B）事業の改善状況の評価 

① 事業の実施過程・事業改善に関する評価 

評価項目 評価小項目 評価結果 考察 

実施状況の 

適切性 

1.アウトプットは計画通り産

出されているか 

2.意図した対象者（支援プラ

ットフォームに会員登録した

青少年及び研修参加の高校教

員）に事業は届いているか 

3.関係組織との連携は十分か 

 

 

1.アウトプットの産出は計画より遅れてい

ると評価する 

2. 意図した対象者には、まだ事業が届い

ていないと評価する。 

3. 関係組織との連携は、「あまり連携が

できていない」と評価する。 

 

今後は支援プラットフォームの認知度向上

をはかりつつ、他団体の連携を構築するこ

とで、外国ルーツ青少年および教職員・支

援者に glolab の支援プラットフォームを届

ける 

【調査結果】 

1. アウトプットの産出について 

・16 のアウトプットの目標値のうち、目標値の 50%を達成し

ているのは、3 つだった。 

(事例報告会に参加する教員・支援者数、事例報告会の理解

度、生徒向けワークショップ開催数) 

2,意図した対象者に事業は届いているか 

・会員登録者数は、203 名で、中間評価時点での目標 330 名

（2023 年 3 月まで 1000 名）には到達していない。動画の視

聴回数等会員登録者数の定義についても今一度整理する必要

がある。 

・LINE 登録者にアンケートを実施したが、回答は支援者・教

職員５名、高校生１名の６名のみだった。支援者・教職員

は、５名全員が生徒から相談を受けており、glolab には在留

資格や進路についてのサポートを望んでいた。 

３．関係組織との連携は十分か 

・オンライン研修会後のアンケートで、9 名の参加者から、

glolab の動画の使用や研修会の提供等の連携の要望があっ

た。 

 

【考察】 
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支援者・教職員向けの事例報告会については、期待するアウ

トプットが産出されているが、相談・診断ツールは想定して

いるユーザーに届いていないため、アウトプットが産出され

ていない。 

また、正確な数値が把握できないが、会員登録者数 203 名の

うち約 80%が教職員・支援者で外国にルーツを持つ若者への

アウトリーチが課題である。 

関係組織との連携では、弁護士や都立高校などと連携ができ

ているが、連携できている団体・組織・専門家はまだ少な

い。一方実施したアンケートでは、glolab への支援・連携の

要望が一定程度あることがわかった。 

今後は、動画や記事の制作を迅速に進め、動画の紹介セミナ

ーを実施して、glolab のプロダクトの周知をはかったり、ア

ンケートで連携の要望があった団体などと連携構築をめざし

たりするなど、より多くの対象者に支援プラットフォームを

届けることを目指す。そのため、事業計画に記載している活

動に項目を追加すべく検討する。 

実施をとおした活

動の改善、 

知見の共有 

事業設計の実行が計画どおり

行われなかった場合、原因の

分析はされているか 

 

 

事業設計の実行が計画どおり行われなかっ

た場合、原因の分析はできているプロジェ

クトとできていないプロジェクトにわかれ

ていることがわかった。 

人員配置やチーム体制に課題があり、今

後、役割分担、人員配置等を検討する。 

 

【評価実施方法】 

・団体スタッフにアンケートを実施 ７名 

・団体スタッフ５名、外部関係者１名によるワークショップ 

【考察】 

８つのプロジェクトのうち原因の分析ができているのは 5 つ

のプロジェクトだった。 

【考察】 
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 プロジェクトチームを作って、プログラムを実施したり、プ

ロダクト（動画）制作を行なっていたりするプロジェクトは

原因分析ができている。 

一方で、プロジェクトチームが明確に作られていないプロジ

ェクトや、プロジェクト実施する上での手段であるロールモ

デルの参画など遅延に関する議論がされていない。 

原因分析が十分にされていないプロジェクトについては人員

再配置、人員追加等検討する。 

また、ロールモデルの参画は、アウトプットの再定義を行

う。みらいチャレンジ」では、日本人の社会人の話からも大

きな刺激を参加者が得ていることがわかった。外国にルーツ

を持つ社会人、学生の参画を促進するとともに、プログラム

設計上必要であれば、日本人の社会人、学生もロールモデル

として参画も促進する。 

実施をとおした活

動の改善、 

知見の共有 

事業を通して新たなアイデア

が生まれたか 

 

事業を通してプロジェクトベースでは、ア

イデアは生まれていると評価できるが、そ

のアイデアを共有し実現する体制になって

いない。今後は、全体でアイデアを共有で

きる場を創出する。 

【評価実施方法】 

・団体スタッフにアンケートを実施 7 名 

・団体スタッフ 5 名 外部関係者 1 名によるワークショップ 

アンケート結果は以下のとおり 

―アイデアが共有されているか 

・とてもできている １名 

・十分できている ３名 

・あまりできていない 3 名 

―メンバー間で共有されている知見やアイデアはどの程度実

現できていると感じるか 
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・実現できている １名 

・ほぼ実現できている 1 名 

・あまりできていない 5 名 

【考察】 

新しいアイデアは、プロジェクトを実施する上でうまれてい

るが、そのアイデアが共有・実現できている状態ではない。 

複数のプロジェクトを兼務しているメンバーは、アイデアを

共有できていると感じているが、そうではないメンバーは共

有できているとは考えていないことがわかった。 

また、知見やアイデアはあまり実現できていないと感じてい

るメンバーが７割を超えた。 

原因は以下の通り 

① 目の前のプロジェクトに追われて、じっくり議論でき

る場がない。 

② アイデアがでてきた段階で実行可能性を議論してい

ない 

対応策として、半期に一度振り返りと中長期計画についてメ

ンバー全員で議論し、事業計画に活かす場と仕組みを作るこ

ととする。 

組織基盤強化・

環境整備 

包括的支援事業の在り方に関

する知見や経験を蓄積する体

制を整備しているか 

 

 

複数のプロジェクトを同一のメンバーが兼

務していること、プロジェクトリーダーの

権限が限られていることなど、専門家によ

るインタビューで課題が明るみになった。 

【評価実施方法】 

専門家が理事２名に対するインタビューを実施 

【専門家による指摘】 
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このようなことから、包括的支援事業の在

り方に関する知見や経験を蓄積する体制は

整備されていないと評価する 

・複数のプロジェクトを同一のメンバーが兼務している。人

材を育成するためにも新しいプロジェクトを立ち上げる時

は、新しい人材を採用したほうがよい。 

・代表理事がすべてのプロジェクトに関わっており、プロジ

ェクトリーダーの権限が限られている。財源、予算もリーダ

ーに権限を委譲したほうがよい。 

【考察】  

進路・キャリア支援動画配信、キャリアプログラム、LINE 診

断・相談、支援者支援と包括的な支援プロットフォームを構

築するために複数のプロジェクトを少ないメンバーで実施し

ている。 

結果、専門家からの指摘のとおり、同一メンバーが複数のプ

ロジェクトを兼務しており PDCA を回す余裕がなくなってい

る。また、代表理事に権限が集中しており、プロジェクトリ

ーダーに予算管理まで含めた権限を委譲することで、プロジ

ェクトごとに PDCA をまわす仕組みを作る必要がある、 

 

 

② 短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例 

都立高等学校で在留資格に関する動画を使った授業を行なった。生徒 A さんは、自分自身の課題を授業ではじめて共有し、教職員も把握し

ていなかった課題を知ることとなった。 

また支援者・教職員向け研修会では、愛知県、岐阜県、静岡県などの集住地域や関西方面から多数の参加があった。参加者が情報提供をし

たり知識を共有したりすることで、地域を超えた学び合いの場が創出できた。 
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③ 事前評価時には想定していなかった成果  

SNS をきっかけとして、本事業に賛同した個人から 300 万円の寄付があり、下半期あらたに在留資格に制限のある生徒向け奨学金付きプロ

グラムを開発することとなった。 

 

    

④ 事業計画の改善の必要性の確認 

  社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

  受益者や事業対象グループのニーズに事業計画の内容は合致している 

 ☐ 事業計画に記載している活動は、アウトプット➾アウトカムへのつながりが実際に確認できている 

 ☐ 残りの期間の資金配分・人員体制・スケジュールは活動を円滑に行えるよう計画されている 

  短期アウトカム指標は、事後評価時に測定し、達成度を評価することが可能な内容になっている 

 

 

 

 

事業の改善状況の評価結果 評価結果の考察 

残りの事業期間で、事業が短期アウトカムを達成す

るために 

☐ 事業計画は適切に改善されたといえる 

☐ 事業計画を適切に改善する見込みがある 

 事業計画の改善について、課題が残っている 

 

と自己評価する 

中間評価を実施したことで、事業計画を改善することと、短期アウトカム達成のために、アウ

トプット（特に会員となる外国にルーツを持つ若者）が計画通り産出されていないことが明白

となった。事業計画に記載している活動に追加すべき項目を検討する。 

また事業体制については、責任分担、人員配置計画、追加人員等、事業計画にそって改善す

る。具体的には、プロジェクトリーダーが予算管理を含め権限をもってプロジェクトを実施で

きるよう体制を整える。また、プロジェクトごとの役割分担を明確にし、人員が不足している

プロジェクトに対しては追加メンバーを募集するなど検討を行う。 



みらいチャレンジ_6 月 

 

 

 

みらいチャレンジ_8 月 

 



六郷工科高等学校授業 
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