
新・生徒会
ウィンタープログラム２０２２

オリエンテーションブック

役職（ ）

（ ）学年（ ）組 （ ）

挑戦を、楽しめ。
学校法人八洲学園福岡女子商業高等学校

2022年12月22日（木）～12月23日（金）



ウィンタープログラム２０２２について

▼Goals

▼Rules

① 自己理解と他者理解を通して、チーム作りをしよう！
生徒会役員としての任期1年間をどのように過ごしたいか？を言葉にし、それをチームと共有する活動を通して、
自己理解と他者理解をはかり、1年間を共に過ごすメンバーとの関係性をつくろう！

② 生徒会活動のブランディング
パーパス（我々生徒会はなぜ存在するのか？）、ビジョン（我々生徒会はどんな世界をつくるのか？）、ミッション
（パーパスとビジョン達成のために何をするのか？）、バリュー（そのために大切にする価値観や行動指針）を策
定し、生徒会活動を定義していよう！

③ 生徒会活動のコンセプトメイキング
生徒会活動のブランディングを踏まえて、生徒会コンセプト（アイディアの芯、ぶれないための軸、実現したい想
い）にまとめ、誰にとっても分かりやすく言語化したコンセプトを始業式にて発表する準備をしよう！

1. 本気と本音で語り合うこと

2. 自己や他者の気持ちや発言を否定しないこと

3. あなたの学びを生徒会に還元すること

4. 挑戦を続け、言い訳で自分の限界をつくらないこと

5. 楽しむ気持ちと感謝の気持ちをもつこと

▼Packing list
筆記用具 充電されたクロム 充電器 カバン

動きやすい正装 汚れてもいい服 2着
財布

（必要な分のお金）

歯ブラシ・シャンプーセッ
ト・バスタオルなど・パ
ジャマ・ハンカチ・ティッ

シュ

▼ Emergency contact
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参加者一覧

▼参加生徒

▼参加コーチ

総務

生徒会長

副会長

副会長

会計

会計

書記

書記

専門委員長

HR

学習

交通

清掃

体育

図書

風紀

保健

ボランティア

中高一環の男子校である私立武蔵高校出身。学部は東京大学、大学院は慶應大学大学院出身。
専門は認知行動科学とコミュニティと経済とソーシャルイノベーションの横断領域。株式会社キタ
イエというベンチャー企業と、一般社団法人高校生みらいラボという非営利法人を経営していま
す。過去にはトビタテ！留学JAPANのような100億円の奨学金を立ち上げたりをしていました。人
の想いや情熱が花開く社会をつくっています。

喜多 恒介（きた こうすけ）

♯日本一周と世界一周 ♯サッカー部 ♯合気道 ♯ポケモン好き ♯温泉とサウナに年100回以上 ♯コーチングとかカウンセリング ♯
初カノは25歳 ♯石垣島によく行く ♯塩150種類持ってる

①ボイストレーナー(話し方と声質を変える先生)
②IT会社のお客様サポート
③一般社団法人の営業・TikTok・Instagram・Youtubeショート撮影＆出演
→高校生みらいらぼで検索してね♡
幼少期に声を褒められたことを気に「声を使って自分を表現する」ことにハマり、アナウンサーを
目指す。中学1年に被災した東日本大震災にて、アナウンサーが難しい言葉で報道する姿勢に
疑問を持ち、現地で学ぼうと福島大学経済経営学類に入学。前半は避難者へのボランティア活
動、後半は全国の大学生を福島に招待し、被災地と福島第一原子力発電所視察ツアーを現地
アナウンサーと実施、朝日新聞、毎日新聞に掲載される。
現地と報道のギャップに矛盾を抱え、就活を失敗。新卒で大手飲食チェーンに入社。新店舗の立
ち上げで70人以上の接客指導を実施。自分に自信がない人が声を出せないことに気づき、心
から整えその人が本音で話す声を引き出したいと、現在のボイストレーナーとなる。

川島 史奈（かわしま ふみな）

＃ボイストレーナー＃ナレーター＃メディア＃仏像＃寺社＃日本庭園＃食べること＃温泉＃1人ドライブ1600K＃紅茶
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大学卒業後、子供のころからの夢であったグランドスタッフとなる。成田空港でANAの国際線グ
ランドスタッフとして、毎日20か国以上のお客様の接客や航空機のオペレーション業務に従事。
その後人事部へ異動し、採用や研修の担当となる。その後、初めての転職をするも失敗。ここで、
コーチングと出会う。コーチングを通して「人の持つ魅力を開花させ、ひとり一人が主役として輝
く特別な毎日を照らすこと」という自分の人生ミッションを作成。このミッションをもとに、現在は
会社員をしながら、高校生向けの探究授業講師や、大学生/社会人向けのコーチング、キャリア
ワークショップのファシリテーターとして活動中。

江崎 万里奈（えさき まりな）

#学級委員＆生徒会長 #文化祭大好き #広く浅く #ダンス ＃空港大好き #チームづくり #愛と幸せ #人生の暗黒期あります #み
んな違ってみんないい #意志あるところに道は開ける

京都出身、31歳、IT企業営業、未来ラボコーチ、未来ラボ営業、探求学習塾の4つの仕事をして
いる(1年前までは1つしかやっていなかった)。中学はバスケ部、生徒会議長・高校ラグビー部、
ハンドボール部(中高男子校)。大学では、サークル10個、法学部に入るも1週間で自分のやり
たいことでないと気づきサークル含めた課外活動中心。英語に興味があり、別の学部のディス
カッションクラスを受けたりしていた。大学3年の時にアメリカ留学。社会人時代は、仕事がつまら
ない＆全然うまくいかず、自分がやりたいことを会社以外のところでよく探しにいっていた。コー
チングや未来ラボのワークに出会って、自分と向き合う中でやりたいことに気づき、所属していた
会社では新しいビジネスの提案をしたり、次々とやりたい仕事を開始した。やりたい領域の友人
も増え、忙しくも充実した毎日を過ごしている。

長岡 昂（ながおか たかし）

♯食べるの大好き♯海外留学♯旅行♯IT企業♯アニメ好き♯4つの仕事(教育系など)♯中高男子校♯元生徒会議長(全然つまらな
かった。)♯大学でサークル10個♯京都出身

"・高校特待生入学、首席卒業、硬式野球部所属・大学首席卒業、中/高理科教員免許取得、硬
式野球部所属、起業家サークル設立、トビタテ11期、文部科学省でのインターンシップ、オラン
ダの教育機関でインターンシップ留学、複数の事業立ち上げなど・卒業後（現在25歳）個人事
業主（Webサイトの運営＋配信者）→フリーランス（プロコーチを目指して活動中）・未来（コー
チングを通じて）夢や目標を持った人で溢れる世の中を創る。家族のような信頼関係/安心感/
温かさのあるコミュニティを創る。皆んなで肩と手を組んで、老人ホームで人生を終える。"

小達 一輝（おだて かずき）

#夢 #家族 #信頼 #温かさ #笑顔 #コーチング #教育 #ドライブ

兵庫県神戸市出身。東京都在住。大学は神戸大学工学部 (スポーツ科学専攻, IT, VR, AI
等) 、体育会フィールドホッケー部 / 家庭教師 / パーソナルトレーナー。
1社目でアシックスにてランニングシューズ開発。東京五輪日本代表シューズ, トレイルランニン
グシューズ他担当
2社目でパソナ、キャリアアドバイザー IT / Web領域メイン, 全社MVP。
3社目でGOAL-B・キャリアコーチ / コーチ教育 / 転職サポート責任者
副業で高校生みらいラボ・キャリア教育事業マネージャー キャリア教育プログラム・運営, メン
ターマネジメント, マーケ等 「やりたいことの見つけ方」提供のべ１万人

寺本 鷹隼（てらもと たかや）

#仕事探しのプロ #フリーランサー #職業3つ #スポーツ好き #新婚 #ディズニープロポーズ

立命館アジア太平洋大学(APU)2回生。小1から野球を始め、13年間続ける。高校2年次にU-
17東京都代表に選出され、キューバ遠征を経験する。高校生最後の大会では１番サードで試
合に出場していた。野球推薦で大学進学し大学でも野球を続けるも、自身の限界を感じ半年で
自主退学。9月から受験勉強を始め、2021年にAPUに入学。大学ではマーケティングを専攻し、
2年間で3社のインターンを経験。大学2年次には自身でもイベントを企画し、初企画で100人
以上の学生を集めた。趣味は、旅行、サウナ、筋トレ。旅した国は、7カ国12都市。ベンチプレスは
MAX110kg。

山崎 主真（やまさき かずま）

#野球#筋トレ#サウナ#冒険家
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熊本生まれ。公立中高卒業後、医学部浪人10年を経て、自分の生き方に目覚め、当時適性が
あった化学の道を選び国立薬学部に進学。大学中は、医学部浪人の経験から、学習上の困難
が多々ある生徒と関わるうちに、教育上の問題が解決されていないことから、それを解決しようと、
教育業界に就職。民間大手の塾でやり方と限界を知り、根本的な教育のやり方を変えたいと思
い、TCSと出会い、本業の教育業の傍ら、コーチング×問題解決をテーマに個人的に学習コンサ
ルタントとして活動している。

尾形 祐樹（おがた ゆうき）

#教育#コーチング

▼アート活動アドバイザー

大学在学時に、採用のコンサルやイベント企画などで独立。大学中退後、ベンチャーキャピタル
のアソシエイトに従事。現在は、九州産業大学オープンイノベーションセンターにてインキュベー
ションマネージャー/一般社団法人アートフェアアジア福岡の事務局員/こどものアトリエの代表
として、現代アートやスタートアップ、教育の分野で活動中。

福本 将虎（ふくもと まさとら）

#現代アート #幼少教育 #スタートアップ #野球 #登山 #サーフィン #麻婆豆腐

NOTE
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タイムテーブル

▼1日目（12月22日 木）
時間 内容 場所 住所

08:00
集合
荷物を預ける
オリエン（黒澤）

HafH Fukuoka THE LIFE
福岡県福岡市博多区祇園
町８−１３ 第一プリンスビル
1F

08:40-09:00 移動

09:10-12:00
活動①「ワークショップ」
アートを通した自己理解・他者理解

CA3 STUDIO

12:00-12:30 移動

12:30-13:30 昼食

13:30-15:20 活動②「パネルディスカッション」 HafH Fukuoka THE LIFE
福岡県福岡市博多区祇園
町８−１３ 第一プリンスビル
1F

15:20-16:20 休憩(自由行動、市内散策)

16:20-19:20

活動③「コーチング」
（個人として）パーパス、ビジョン、ミッション、バ
リューの策定
・シェア
※アート思考のフレームワークを活用

HafH Fukuoka THE LIFE
福岡県福岡市博多区祇園
町８−１３ 第一プリンスビル
1F

19:20-20:30 移動・夕食会 キャナルシティ博多

20:30-22:00
自由時間
※この時間内に入浴まで済ませておくこと

22:00-23:00 活動④「リフレクション」 HafH Fukuoka THE LIFE
福岡県福岡市博多区祇園
町８−１３ 第一プリンスビル
1F

NOTE
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タイムテーブル

▼２日目（12月2３日 金）
時間 内容 場所 住所

０8:00-08:45 朝食、荷物整理 HafH Fukuoka THE LIFE
福岡県福岡市博多区祇
園町８−１３ 第一プリン
スビル 1F

08:45-11:45
活動⑤「ディスカッション」
生徒会としてのパーパス、ビジョン、ミッション、バ
リュー策定

11:45-12:20 昼食 HafH Fukuoka THE LIFE
福岡県福岡市博多区祇
園町８−１３ 第一プリン
スビル 1F

12:２０-13:00 移動

13:00-16:15
活動⑥「ワークショップ」
アートを通したコンセプトの表現

Fukuoka Artist Cafe

16:15-16:30 休憩、会場準備

16:30-17:30 活動⑦「プレゼンテーション」

17:30-18:３０ ゲストとの交流会

18:３０頃 解散

NOTE
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