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年度末報告書（実⾏団体⽤） 
※報告書内の⻘⽂字は説明内容、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 CLD（Culturally and Linguistically Diverse）⻘少年のための市⺠性教育プログラ
ム 

2．実⾏団体名 ⾼岡外国⼈の⼦どものことばと学⼒を考える会（アレッセ⾼岡） 
3．実施期間 2020 年 4 ⽉〜2023 年 3 ⽉ 
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 
中⻑期アウトカム 
⾼岡市とその周辺地域において、市⺠性教育プログラム(CEP)により、CLD
⻘少年が市⺠として主体的に参画できる社会になる。 

 

短期アウトカム 
1. ⾼岡市とその周辺地域において、CEP 講座の参加により、CLD ⻘少

年の市⺠性が形成された状態になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 計画どおり進んでいる 
市⺠性教育講座（以下、CEP 講座）に参加した CLD ⻘少年（上期：12 名、下

期：13 名）を対象としたアンケート調査では、講座が「⾃分の将来や今の⽣活に
役⽴つ」と捉える者の割合は⾼く（例：「⾃分の将来や今の⽣活に役⽴つ」の回答
は平均 4.28（（「全然役に⽴たないと思う」=1〜「とても役に⽴つと思う」=5））、
「より多くの知識を習得することはとても⼤事、将来に役⽴つ」や「今⽇習ったこ
とは社会に⽣かしたい、いい経験だと思う」などのコメントが寄せられ、講座等で
の学びを主体的に社会の中で⽣かしていくことへの思いや関⼼の⾼まりが垣間⾒え
た。 

また、CEP 講座に参加した CLD ⻘少年のアンケート調査の回答からは、居住地
域への好感度は⾼く（例：「今⾃分が住んでいる町が好き」の回答は平均 4.14
（（「とても嫌い」=1〜「とても好き」=5））、多様な⽂化的背景の⼈との活動を肯
定的に捉えている（例：「多様な⽂化的背景の⼈と⼀緒に⽣活したり勉強したり働
いたりすることについて」の回答は平均 4.42（「全然良いことではない」=1〜「と
ても良いこと」=5））ことが確認された。また、「習ったことは社会に⽣かしたい」
や「違った宗教や⽂化と共存することで、いろんなことに気付くことが出来る」等
のコメントも得られた。 

⼀⽅、社会課題を取り上げる活動に参加した CLD ⻘少年は、当初はコメントシ
ートの作成を嫌がったり⾯倒くさがったりする⽣徒が多かったが、テーマによって
⼀定の違いは⾒られるものの、積極的に⾃分の意⾒を記⼊する姿勢が観察され、思
考⼒・⾃⼰表現⼒における姿勢の変化が⾒られている。また、⾃⼰に対する認識に
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2. ⾼岡市とその周辺地域において、CEP に関する活動への参加・協⼒に

より、CLD ⻘少年の関係者（講師・事務局・受け⼊れ学校・保護者等）
の市⺠性が形成された状態になる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ⾼岡市とその周辺地域において、CEP に関する活動への参加により、

⾮ CLD ⻘少年の市⺠性が育まれた状態になる。 
 
4. ⾼岡市とその周辺地域において、⾃治体関係者、教育関係者教員、他

の⽀援組織の関係者、周辺住⺠が CEP に関する活動へ周辺参加する
ことで市⺠性形成にポジティブな影響を与える。 
 

5. ⾼岡市とその周辺地域において、CEP の⼀事業である CLD ⻘少年
SDGs フォーラム（仮称）での発表への参加により、CLD ⻘少年の市
⺠性が育まれた状態になる。 

 
 

ついても、CEP 講座での「⼤切な故郷が⼈より多いことを誇りに思う」といったコ
メントや、卒業・進学のお祝い会で CLD ⽣徒が調理師、看護師、保育⼠等それぞ
れの夢を具体的に語り、その夢の実現のために⾼校で勉学を頑張りたいと抱負を語
るなど、学習と社会・キャリアを結びつけて具体的なキャリア像をイメージし始め
ていることが読み取れた。 

 
2. 計画どおり進んでいる 
卒業・進学のお祝い会では、不登校の CLD ⽣徒の保護者から、「⼦どもがアレッ
セには『⾏きたい』と⾔うようになり、希望が持てるようになった」というコメン
トがあり、保護者にとって CPE に関する活動への参加の意義が認識されるように
なったことが確認された。 

SDGs フォーラムで実施したアンケートにおける関係者の回答では、「（⽇本）⾼
岡市やその周辺市町村で外国⼈住⺠が増えていることについてどう思うか」の回答
の平均値 4.3（「全然良いことではない」=1〜「とても良いこと」=5）となり、「⼦
どもに社会を変えようとする刺激をつけるのもとてもいいと思う」などのコメント
も寄せられ、地域における地域構成員の多様性が増すことを肯定的に捉える姿勢が
読み取れた。 

また、CEP 講座・SDGs フォーラムアンケート調査（関係者数は上期は 23 名、
下期は 66 名）では、「いろんな国籍の⼦から⾃分の社会・学校についてどう思うか
を聞けるのはおもしろかった」などのコメントが寄せられたり CLD ⻘少年と関係
者が⾃分が住む町（⾼岡市）について対等に意⾒を述べ合ったりする様⼦が⾒ら
れ、活動への参加が関係者にとって CLD ⻘少年とのつながりだけでなく、地域社
会への参画に対する認識の変化も⾒られ始めていると考える。 

 
3. その他（現時点では⾮ CLD ⻘少年に現時点ではアウトカムの評価をするには

⼗分なデータがないため） 
 
4. その他（現時点では⾏政、教育関係者等にかかわるアウトカムの評価をするに

は⼗分なデータがないため） 
 

 
５．計画どおり進んでいる 
SDGs フォーラムのプレゼンコンテストでは、エントリー数 18組と⽬標値を上回
った。また、内 4 組が CLD ⻘少年を含むチームでであった。参加した CLD ⻘少年
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6. ⾼岡市とその周辺地域において、CEP の⼀事業であるフィルムフェ

スティバル（仮称）の参加により、CLD ⻘少年の市⺠性が育まれた状
態になる。 

 
 
 
7. ⾼岡市とその周辺地域において、CEP に関する活動への運営参画に

より、CLD ⻘少年の市⺠性が育まれた状態になる。 
 

 
8. ⾼岡市とその周辺地域において、学習・進学⽀援事業により、CLD ⻘

少年の学⼒やリテラシーが向上し、市⺠性が育まれた状態になる。 

へのアンケート調査の結果では、SDGs を⾃分事として捉えたり（例：「今回のイ
ベントをきっかけに SDGs をじぶんごととして捉えることができましたか」の回答
の平均 4.5（「全然できなかった」=1〜「よくできた」=5））、多様な⽂化的背景の
⼈との交流を肯定的に捉えたり（例：「多様な⽂化的背景の⼈と⼀緒に⽣活したり
勉強したり働いたりすることについて」の設問では平均 4.7（「全然良いことではな
い」=1〜「とても良いこと」=5））する様⼦が確認された。また、「他の国の⽂化
がよく理解できるようになって偏⾒が減ると思う」などのコメントも寄せられ
た 。 
また、SDGs フォーラムの分科会「⾼岡を救おう！」に参加した CLD ⻘少年は、
ファシリテーターから「⼀度住んでいる町を出て、もう⼀度戻ってきたとき、新し
い町（地区）と歴史ある町（地区）ではどちらに住み続けたいか」の質問に「新し
い町でも⼈が住み続ける限り歴史は作られていくので、⾃分はどちらでもいい」と
住んでいる地域の開発や持続性についての意識を語った。 
 
６．計画どおり進んでいる 
⽬標達成時期 2022 年 3⽉に向けて、2020年度に映像を使った表現をテーマにワ
ークショップを実施、その成果を踏まえて映画監督や、関係団体の協⼒を得て、フ
ィルムフェスティバルの内容の精査を⾏った。 
 
７．その他（アレッセ⾼岡内に、ＣＬＤ⻘少年等で構成される⻘年部を組織し、プ
ログラムの企画、運営等に参加してもらっているが、現時点ではアウトカムの評価
をするには⼗分なデータがないため） 
 
８. その他（実績値の把握が困難であったもの等が含まれるため） 

現時点では、主に下記が確認された、まず、学習⽀援教室のオンラインの平均出
席率は 99％、対⾯の平均出席率は 52％であり、特にオンラインの出席率が極めて
⾼かった。⼀⽅、⽀援者による観察からは、CLD ⻘少年が学習に真⾯⽬に取り組
んでいるものの、主体性に⽋ける⾯が⾒られるとの課題が確認された。 
⽇本語・⺟語の運⽤能⼒については、2020年度では実施できなかったが、今後

DLA/オンラインテストで定期的に実施し、⽇本語・⺟語の運⽤能⼒を測ることを
考えている。学⼒（定期テストの結果）についても、当初学校で実施されている定
期テストの結果で判断する予定であったが、提出率が悪く、学⼒の変化を把握する
ことは困難であった。そのため、2021 年度意向はオンラインテストを活⽤し、ア
レッセで年 1 回実施することを検討している。 
 将来に対する意識の変化としては、プログラム参加時に作成したコメントシート
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では、提⽰されたテーマについての⾃分の考察を書くなど社会問題について⾃律的
に考えることができている様⼦ものの、学習と社会・キャリアとの結びつきに関し
ては、今後さらに啓発が必要であると考える。2020年度に受験をした CLD ⻘年 8
名は、調理師になるために調理科を、保育⼠になるために⽣活福祉科を志望するな
ど、⾃⼰実現のための主体的な進学先の選択が⾒られた。また、受験の結果、7名
は志望校に合格することができた。 

アウトプット 
1. 市⺠性教育講座の実施 
 
 
 
 
2. SDGs フォーラムの実施 
 
 
 
 
 
 
3. フィルムフェスティバルの実施 

 
 

4. 各種事業の運営・参画（⻘年部） 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 学習・進学⽀援プログラムの実施 
 
 
 

 
1. その他（講座の対象者数を調整したため） 

講座は、5 回実施し、⽬標値を達した。しかし、コロナ禍により各講座の参加⼈
数を制限せざるを得なかったため、参加者数については 133 ⼈と⽬標値には⾄らな
かった。 
 
2. その他（計画どおりのものとそうでないものが含まれるため） 
SDGs フォーラムのエントリー数は 18組みと⽬標値を⼤きく上回った（約 2倍）。
しかし、コロナ禍によりほぼ全⾯オンライン開催としたことで、⼀般参加者が直接
参加し楽しめる要素が減り、関係者や SDGs に元々強く関⼼を持つ層以外の⼀般地
域住⺠へのアピール⼒が弱まったため、実際の参加者数は 89名と⽬標値を下回っ
た。 
 
3. その他（映画ワークショップならびに映画祭とともに 2022 年度実施予定のた

め） 
 

4. その他（計画通りのものとそうでないものが含まれるため） 
CLD ⻘少年の主体性や社会活動への参画を⾼めるため、２０年 5⽉に⻘年部を

組織し、現在 10名が参加している。20年度は 1 名あたり 10時間以上という⽬標
従事時間数は達成できなかったものの、CEP 講座等にてプログラムの企画や当⽇の
アシスタントなど活動に携わってきた。ただし、2020年度はコロナ禍にて活動へ
の参加機会も限られていたため、今後参加拡充のための⼯夫が必要と考える。 
 
5. その他（プログラムの実施⽅法を再検討したため） 

コロナ感染拡⼤防⽌の観点から、2020年度は対⾯形式の学習⽀援の⼈数や時間
数の拡⼤は敢えて⾏わず、オンライン形式の学習⽀援の整備に注⼒した。そのた
め、学習・進学⽀援プログラムの登録者数は 28名（うち、不登校⽣徒 1 名）で、
プログラムの従事時間数は⽉ 24 時間と⽬標値（登録者：40名、従事時間：⽉ 26
時間）を下回ることとなった。⼀⽅、進路⽀援では、受験⽣ 8名中 7名が志望校へ
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6. 進学・就職説明会・相談会の実施 

⼊学・編⼊し、就職希望者 1 名が志望企業へ就職するという成果が得られた。 
 
6. その他（実施形態を変更したため） 

コロナ感染拡⼤防⽌のため、進学説明会のみ実施し、就職説明会や相談会は対⾯
形式ではなく、アレッセ⾼岡 Youtubeチャンネルにて多⾔語での進学説明動画
（英語・⽇本語・ウルドゥー語・ポルトガル語・中国語）を公開することで対応し
た。同動画は５つ作成・公開し、視聴者は 100⼈に上った。 

  



 6 

6.事業進捗に関する報告（詳細）  
2020 年度は、コロナによる活動制限や役員体制の変更、現組織体制によるウィズコロナ時代における持続可能かつ成果の最⼤化の観点から、12 ⽉と 3 ⽉の

2 回にわたり JCIE との相談の上計画の変更を⾏なっており、今回の事業進捗についての評価は 3⽉に改訂した計画に基づく。 
市⺠性獲得のための基礎的資質の涵養、社会課題の解決を⽬的として実施した、市⺠性教育講座を 5 回（参加者計 133 名）は、コロナ禍により回数や規模を
縮⼩せざるを得なかったが、随時企画を練り直し実⾏した。講座後アンケートでは参加者より「新たな発⾒があった」という回答が多く寄せられ、CLD ⻘少年
もアンケートや新聞社のインタビューで「⼤切な故郷が⼈より多いことを誇りに思う。どんな場所でも頑張れる⼈間になりたい」（2021/2/10北⽇本新聞）と述
べる等、郷⼟愛や⾃⼰肯定感を⾼めたことが窺えた。21 年度はキャリアデザイン関連の内容を充実させたい。また、３⽉には SDGs に関する動画コンテストと
ワークショップをオンラインメインで実施した。動画エントリー数は 18組、当⽇の参加者は 89名だった（海外参加者あり）。18組中 4 組が CLD ⻘少年を中
⼼とするチームであり、社会問題に関⼼を持ち解決策を考え、それを多くの⼈に伝えるための表現⼒を⾼めようとする姿が窺えた。ワークショップは⻘年部が
企画・運営するのが理想であったが１年⽬の現時点ではまだ難しい状況であった。しかし、できるだけ若者の⼒を⽣かすべく⽇本⼈⼤学⽣に募集や依頼を⾏い
実施した。また、コンテストの審査や賞品の準備等、県や市だけでなく地域の YEGや JC 等とも協⼒できたのも⼤きな収穫であり、今後地域と連携した企画や
キャリアデザイン⽀援に繋げていくことが可能になった。 
 学習・進学⽀援においては、オンライン学習⽀援教室のチラシを 2020年 10 ⽉に県内の⼩中学校に配布した。年間のオンライン学習⽀援教室（以下、AOC）
⽣徒数は計 17名（延 256名）、サポーターは 11 名だった。今後の課題としては、サポーターの定着が芳しくなかったためサポーターに関わる体制作りと、ま
だ⽀援につながっていない散在地区の児童⽣徒へ⽀援を届けることである。対⾯学習⽀援教室の年間の⽣徒数は 28名、講師・アシスタント数は 18名であった。
2-3⽉受験⽣ 8名の内 7名が志望校に合格（1 名は 9 ⽉受験に向けサポート継続予定）し、⾯接練習や作⽂指導を実施した就職希望の⾼ 3 ⽣ 1 名は、志望企業
に就職できた。お祝い会では進学を決めた⽣徒が将来の夢や⾼校⽣活の抱負を語り、⾃⼰肯定感や学習と社会・キャリアの結びつきが⾼まったことが窺えた。
保護者からも喜び・感謝の⾔葉とともに⽣徒たちへの期待の⾔葉が語られ、CLD ⻘少年への評価が⾼まったことが確認された。さらに、2020 年 9 ⽉からは、
各回で提⽰されたテーマについて各⾃コメントを書き教室に貼り出す活動を開始した。はじめは⾯倒臭がる⽣徒が多かったが、2020年度末までには積極的にコ
メントを書いたり、互いのコメントを読み感想を⾔い合う姿が⾒られたりするなど、⾃⼰表現⼒を伸ばしている様⼦が観察された。さらに、⽣徒だけでなく⽀
援者もコメントを書くという変化が⾒られ、⽴場の違いを越えて対等に意⾒が交わされるようになった。これは、⽀援者の CLD ⻘少年への認識が変化しつつあ
ることの表れであり、対等に学び合う関係性の⼟台が築かれつつあると思われる。今後は CEP 講座と連携し、キャリアについて CLD ⻘少年が考えるきっかけ
をさらに作っていきたい。他⽅で、AOC・対⾯双⽅の教室においては、与えられた課題には真⾯⽬に取り組むものの、⾃ら取り組みたい内容を挙げられない学
習者が多く⾒られた。意欲的に学習に取り組めるようになるには学習に対する主体性を向上させることが重要であるため、今後は⾃ら学習⽬標と内容の設定、
⾃⼰評価、振り返りを⾏い、⾃主的かつ能動的な学習スタイルを⾝につけてもらうための活動を⾏う予定である。なお、学⼒については、当初学校で実施され
る定期テストの結果を収集する予定であったが、個⼈情報のため提出を強制できないこともあり、今後はオンラインテストを活⽤しアレッセ内で年 1 回実施す
る予定である。また、⽇本語・⺟語の運⽤能⼒についても DLAや J-CATを⽤いて年 1 回測定することとしている。 
 進学・就職説明会・相談会については、コロナ感染拡⼤を受け、対⾯ではなく動画配信の形で進学説明会は実施した。⻘年部を中⼼にポルトガル語、ウルド
ゥー語、英語、中国語、易しい⽇本語の５⾔語で富⼭県の⾼校進学に関する動画を制作し、アレッセの HP および YouTubeチャンネルで公開した。また、メー
ルを通して個別相談もできるよう HP の整備も⾏なった。動画公開という形態をとったことで、年 3 回以上の情報提供ができたという成果があった。ただし、
再⽣回数は 94 回と伸びず、メールでの相談も 0 件であったことからは、周知活動が⼗分にできなかった等が原因として考えられ、次年度以降その点を改善す
る必要がある。 
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。 ： 計画どおり進んでいる ／ 計画より遅れている ／ その他（    ） 
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→①で「計画どおり進んでいる」以外を選択した場合の理由：  
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。： 計画より進んでいる ／ 計画どおり進んでいる ／計画より遅れている 
→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 

2020年度は新型コロナウィルス感染症対策に振り回された⼀年であった。2020年 4⽉当初より対⾯の学習⽀援教室が実施できなくなり、急遽オンラインで
の学習⽀援をスタートさせるため、情報収集に狂奔し、サポーター側の IT スキルや機材等の確保、⽣徒への多⾔語情報提供と IT 環境サポート等に追われた。
また、市⺠性教育講座やキャンプ、バスツアー等も、感染拡⼤による緊急事態宣⾔の発出等に伴い、次々と中⽌・無期限延期とせざるをえず、事業計画の⼤幅
な⾒直しに迫られた。さらに、事業の中⼼メンバー2 名（副理事⻑、監事）が諸事情により 10 ⽉より急遽団体を離れたことから、組織基盤強化がさらに遅れて
マンパワー不⾜に悩まされた。 

上記課題に対しては、①オンラインの活⽤、②コロナ関連助成⾦の活⽤、③計画の⾒直し、④組織体制の整備・調整等を随時⾏うという対応をした。 
オンラインの活⽤については、外部評価委員の広島⼤学の櫻井千穂⽒からオンライン⽀援のノウハウを教わり、サポートを受けることによって、AOC の 実
施に漕ぎ着けた。AOC は、対⾯学習⽀援教室を再開した後も、外国⼈散在地区における有効な⽀援提供⽅法の⼀つおよび新たな学習⼿段の選択肢として継続す
るに⾄っている。また、オンラインを活⽤したセミナーやワークショップ等のノウハウを得たことから、当初想定していなかった遠⽅在住の⽅によるセミナー
（福岡県在住のふくおか NPOセンター・古賀桃⼦⽒等）や地域のオンラインイベントへの参加（⾼岡市万葉朗唱の会の動画リレー参加等）が実現した。また、
オンライン会議という⼿段を⽤いることで、組織基盤の強化について組織内で密に話し合うことが可能になった。このように、オンラインの活⽤による効果が
あった半⾯、オンラインをメインに開催した SDGs フォーラムについては、参加者数が⽬標値を下回る等、参加可能対象者を⼗分に取り込めなかったため、今
後広報活動の強化等を考えている。 

コロナ関連助成⾦の活⽤については、オンラインの活⽤を実現する上での資⾦源として⼤きく働いた。⽣徒も講師もスマートフォンは有していても、タブレ
ットやカメラ等がついたパソコンは有していない者が多く、オンラインで学習を進めるにもスマートフォンのような⼩さな画⾯では学習しにくいという問題が
⽣じていた。しかし、コロナ追加助成を受けたことにより、タブレット等の機器を揃え、必要な者に貸し出すことができるようになった。また、オンラインイ
ベントを⾏う際にも、各種周辺機器やネット関連のアクセサリが複数必要であることが分かってきたが、それらの整備も追加助成により実現した。さらに、機
材等だけでなく、オンライン学習⽀援やオンラインイベントの実施においては、それらに携わることができる⼈材の確保も重要であったが（事務局やコーディ
ネーター等の負担も⼤きく増えていた）、コロナ追加助成による⼈件費の確保により、新しい⼈材を配置することが可能となった。 

計画の⾒直しについては、役員体制の変更が⽣じた後と 2020 年度末の 2 回、状況を踏まえて適宜⾏なった。新型コロナウィルス感染症の沈静化が⾒通せな
い中で、３密を回避し難いイベントや県外への移動を含むイベント（特にバスツアー・キャンプ等）については、2020年度は中⽌、2021-22 年度は中⽌または
縮⼩することとした。また、市⺠性教育講座も学習⽀援教室と密に連携させ⼀箇所に地域の⼈々を呼び込む形で計画されていたため、多くの回数・時間数を⾒
込んでいたが、それでは 3密を回避できず⽣徒や地域の⼈々を危険に晒すことになりかねないため、学習⽀援教室に⼈を呼び込む形は⽌め、異なる⽇時や場所
を設定した上で、現実的な実施回数・時間を設定し直した。また、上述したように、オンライン対応等も含めた事務局の負担、メンバーの減少による各役員へ
の負担が激増したことから、既存のメンバーの労働時間数の増加（フルタイム化）や新たなスタッフ雇⽤のための⼈件費を確保するための資⾦計画を改めて⾏
った。 

組織体制については、8 ⽉より CLD ⻘年を事務局スタッフとして専従配置し、1⽉からは外部専⾨家を短期雇⽤して（21 年度 5⽉まで）経理の勉強会や経理
事務のシステム化を進めた。また、住友商事のプロボノチームのアドバイスを受けつつ、規定類・予実管理の整備、理事の分掌の明確化を⾏い、NPO法⼈化の
準備を進め、評価関連セミナーにも参加した。 

2021 年度については、上述の 2020年度末に⽴て直した計画に基づいて事業を進めつつ、組織・事業運営において⽋かせない事務局体制の強化のための⼈件
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費の確保に向けて⺠間助成⾦、クラウドファンディング等の資⾦調達ルートを増やしていく。また、上期において NPO法⼈格を取得する予定である。 

9.広報に関する報告 
【メディア掲載】 
・2020年 5⽉ 13⽇ KNB news every.『休校⻑引く中で外国ルーツのこどもたちの学習を⽀援』（概要：新型コロナウイルス感染症の影響で学校の休校が続く
中、外国にルーツを持つ⼦どもらの学習を⽀援しようと、当団体がオンラインでの指導を始めた。新型コロナでできなくなった対⾯指導の代替策として始めた
が、新しい学習⽀援の⼀つに位置づけられつつある。） 
・2020年５⽉ 14⽇ 富⼭新聞「オンラインで学習⽀援」（概要：同上） 
・2020年 5⽉ 15⽇ 富⼭新聞『外国の⼦向けに講座 アレッセ⾼岡、⾃尊⼼育てる』（概要：同上） 
・2020年 5⽉ 20 ⽇ 北陸中⽇新聞『在⽇外国⼈中⾼⽣をオンライン学習⽀援 ⾼岡の団体』（概要：同上） 
・2020年 5⽉ 21⽇ チューリップテレビ『オンライン学習 外国ルーツの⼦どもを⽀援』（概要：同上） 
・2020年 5⽉ 23⽇ NHK NEWS『外国ルーツの⽣徒オンライン学習』（概要：同上） 
・2020年 5⽉ 26 ⽇ 朝⽇新聞『外国ルーツの⼦を⽀援 学習指導をオンラインで』（概要：同上） 
・2020年 6 ⽉ 22⽇ 北陸中⽇新聞『外国⼈の⼦向け講座や映像制作 ⾼岡のボランティア団体 計画』（概要：当団体は本年度から、富⼭に住む外国にルーツを
持つ⻘少年たち向けに、講座や映像作品の制作を通じて、地域の⼀員としての意識を持ってもらう事業を始める。） 
・2020 年 7 ⽉ 4 ⽇ 北⽇本新聞『外国ルーツの中⾼⽣⽀援 アレッセ⾼岡、５⽇から⽇本・富⼭の⽂化体験』https://webun.jp/item/7673581（概要：当団体
が、外国にルーツを持つ⼦どもたちの学習意欲を⾼め、⽇本社会の仕組みを学ぶプログラムを始める。⽇本や富⼭の⽂化に触れる体験型ワークショップを年１
０回予定しており、初回は⽇本の校則やルールについて考える。） 
・2020年 7 ⽉ 5⽇ 富⼭新聞『外国⼈との共⽣考える、アレッセ⾼岡 ⼦ども⽀援の初講座』（概要：当団体が本年度から取り組む市⺠性教育プロジェクトの第
⼀弾として、外国にルーツをもつ⻘少年が主体的に社会の不合理を解決する⼒を⾝につけるワークショップが⾼岡市であった。ブラジルや中国などにルーツを
もつ⻘少年を含む⾼岡、射⽔市などの中⾼⽣や⼤学⽣約⼆⼗⼈がおかしいと思う校則について話し合い、⾒直しや廃⽌を学校側に納得してもらう理由を考えた。） 
・2020年 7 ⽉ 6⽇ 北陸中⽇新聞『校則おかしい 意⾒交換 外国ルーツの⻘少年ら』（概要：同上） 
・2020年 10 ⽉ 5⽇ 北⽇本新聞 『外国ルーツの⼦ども救命学ぶ ⾼岡で防災教室 ⾔葉の壁 対応を議論』https://webun.jp/item/7699496（概要：当団体が、
⾼岡市守⼭町で防災教室を開き、県内の中⾼⽣らが緊急時の対応を学んだ。） 
・2020年 10 ⽉ 5⽇ 読売新聞『外国の⼦どもら 災害時対応学ぶ』（概要：同上） 
・2020年 10 ⽉ 5⽇ 富⼭新聞『外国⼈⽣徒蘇⽣法学ぶ ⾼岡で防災ワークショップ』（概要：同上） 
・2021 年 1⽉ 6⽇ 北⽇本新聞『映画とトークで「ふるさと」考える 映像作家・平井さん（富⼭市出⾝）が講演』https://webun.jp/item/7723256（概要：富
⼭市出⾝の映像作家、平井敦⼠さんが監督を務めた短編映画「フレネルの光」の上映会と、平井さんらによるトークディスカッションが、⾼岡市守⼭町で当団
体の主催で開かれた。参加者約３０⼈が、ふるさとの在り⽅について考えた。） 
・2021 年 1⽉ 12⽇ ⾼岡ケーブル TV「アレッセ⾼岡が映像制作の勉強会」（概要：同上） 
・2021 年 1⽉ 18 ⽇ 北⽇本放送「あなたにとって『ふるさと』ってなに？」（概要：同上） 
・2021 年 2 ⽉ 5 ⽇ ニッケイ新聞（ブラジル邦字紙）「コロナ禍で孤⽴する在⽇ブラジル⼈=中川さんが⼼理⼠的⽀援調査=⽀援団体アレッセ⾼岡と実施」（概
要：コロナ禍で孤⽴する在⽇ブラジル⼈に⼼理的⽀援調査＝臨床⼼理⼠の中川⽒が⽀援団体アレッセ⾼岡と実施。） 
・2021 年 2⽉ 10 ⽇ 北⽇本新聞『⾼岡市の多⽂化共⽣ 草の根の活動広がる』（概要：外国⼈の住⺠が増えている⾼岡市で、多⽂化共⽣に向けた草の根の取り組
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みが広がっている。当団体が本年度始めた事業では、ワークショップなどを通して、多様なルーツを持つ⽣徒が地域の⼀員として活躍できるよう後押しする。） 
・2021 年 3⽉ 21⽇ 北⽇本新聞『SDGs 動画で呼び掛け アレッセ⾼岡フォーラム児童⽣徒が制作し上映』https://webun.jp/item/7741301（概要：当団体が、
持続可能な開発⽬標（ＳＤＧｓ）について考えるフォーラムを⾼岡市守⼭町のニッセンビルを拠点にオンラインで開いた。県内の児童⽣徒らが⾝近な課題に対
する意⾒や提案をそれぞれの視点で動画にまとめ、発表した。） 
【広報制作物等】 
・2020年 7 ⽉ 4⽇開催 ⼀般セミナー「⺠主的な社会における『市⺠』って何？『市⺠』って誰？」チラシ 300 部 
・2020年 7 ⽉ 5⽇開催 ⻘少年向けワークショップ「１０代からの批判的思考―社会を変える９つのヒント」チラシ 300 部 
・2020年 10 ⽉ 4⽇開催 防災講座「⾝近な⼈、家族を守るために〜命を助けるのはそばにいる"あなた"〜」チラシ ⽇本語・中国語・英語・ポルトガル語 各
30 部 
・2021 年 1⽉ 5⽇開催 映画上映会・トーク＆ディスカッション「『フレネルの光』〜ふるさとってなに？〜」 チラシ 5,000 部 
・2021 年 2⽉ 10 ⽇ 北⽇本新聞『⾼岡市の多⽂化共⽣ 草の根の活動広がる』（概要：外国⼈の住⺠が増えている⾼岡市で、多⽂化共⽣に向けた草の根の取り組
みが広がっている。当団体が本年度始めた事業では、ワークショップなどを通して、多様なルーツを持つ⽣徒が地域の⼀員として活躍できるよう後押しする。） 
・2021 年 2⽉ 21⽇開催 第 2 回防災講座 「つなげて・つながる 私たちのまち〜誰ひとり取り残さないために〜」 チラシ 600 部 
・2021 年 3⽉ 20 ⽇開催 「あなたの部屋から世界を救おうーSDGs フォーラム＠アレッセ⾼岡―」 プレゼンコンテスト発表者募集チラシ 10,000 部、ポスタ
ー300 部 / 視聴参加募集チラシ 2,000 部、ポスター400 部 
・オンライン学習⽀援教室チラシ ⽇本語・中国語・英語・ポルトガル語 各 300 部（2020年 9 ⽉） 
・⾼校進学説明会 2020 チラシ 1,000 部（2020年 12⽉） 
・オンライン学習⽀援者募集チラシ 50 部（2021 年 1⽉） 
・パンフレット 200 部（2020年 11⽉ 100 部、2021 年 2⽉ 100 部） 
・アレッセ⾼岡ホームページ開設 https://www.alece.org/ 
・Facebook 更新 https://www.facebook.com/alecetakaoka/ 
・Instagram 開設 https://www.instagram.com/alece.takaoka/ 
・Twitter 開設 https://twitter.com/alecetakaoka 
・Youtube チャンネル開設 https://www.youtube.com/channel/UCGNUDjIazcMKiwnvjOt3Dgg 
【報告書等】 
・⾼岡ボランティアセンター（2021 年 3⽉ 31⽇） 
・⾼岡市役所市⺠⽣活部共⽣まちづくり課（2021 年４⽉ 5⽇） 
・⾼岡市議会議⻑（2021 年４⽉５⽇） 
・松翁記念財団（2021 年 4⽉予定） 
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。： 完了 ／ 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。： 全て公開した ／ ⼀部未公開 ／ 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： 近⽇中に NPO法⼈化の予定ですので、それに合わせて公開の予定のため。 

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 ／ いいえ 
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→③で「いいえ」を選択した場合の理由：定款について、法⼈化に伴い変更予定があり、それの整備中であるため。 

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／いいえ 
→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 ／ いいえ 
→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 ／外部に窓⼝を設置 ／JANPIAの窓⼝を利⽤ 
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 ／ いいえ  
→③で「いいえ」を選択した場合の理由：現在、⾃⼰申告を⾏う⼿続きを策定中であり、⾏うに⾄っていない。 
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 ／ いいえ 
→④で「いいえ」を選択した場合の理由：現在、情報公開を⾏う⼿続きを策定中であり、⾏うに⾄っていない。 
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 ／ いいえ 
※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：現在、コンプライアンス委員会が未設置であり、開催するに⾄っていない。 
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／外部監査を実施／実施する予定がない 
→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 

 
対⾯学習⽀援教室の様⼦ 

 

オンライン学習⽀援の様⼦ 

 

20.07.05 ⻘少年向けワークショップ「１０代からの批判的思考―社会を変える９つのヒント」 

 

20.08.10 拡⼤講師会「オンライン学習⽀援の⽅法について」 
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20.10.04 第 1 回防災講座「⾝近な⼈、家族を守るために〜命を助けるのはそばにいる"あなた"〜」 

 

21.01.05 「フレネルの光」映画上映会＆トーク・ディスカッション 

 

21.02.21 第 2 回防災講座 「つなげて・つながる 私たちのまち〜誰ひとり取り残さないために〜」 
 

21.03.20「あなたの部屋から世界を救おうーSDGs フォーラム＠アレッセ⾼岡―」 

 


