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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ユ ー ス の 感 想 文 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

＊Ａグループ 

Aグループ ① 藤井 香 SI道後 松山東雲高等学校 

他県の女子高生と関わることはなかなかないので、とても貴重な経験をさせていただきました。 

ほとんど同じ年の女の子たちと、こんなにも夢について語ったことなんてなかったので、いい刺激

になりました！Aグループで発表できたこと、この出会いに本当に感謝です！！ 

Aグループ最高！！！！！ 

135 

Aグループ ② 公文 英里 SIよさこい高知 土佐塾高等学校 

この 2日間、たくさんの夢をもつ女性に出会い、夢とは何か、自分がなぜその夢を持ったのか、

自分の中で深く考える機会となりました。このユースフォーラムでたくさんの思い出と、自分の将

来の夢につきすすむ自信となりました。 

2日間、本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

134 

Aグループ ③ 原 実李 SI出雲 島根県立出雲高等学校 

このフォーラムに来ておられたユースのみなさんは、夢があり努力しておられて、最初のほうは自

分に自信を失い悲しくなったりもしましたが、班で「ポジティブ」が大切と話し合ったので、この

ことをプラスに考えて「目標」にしてこれからの日々を送りたいと思います。 

123 

Aグループ ④ 山下 葉月 SI井原 岡山県立井原高等学校 

2日間 本当にいい経験をさせてもらいました。 

学校では夢を語るということはしないので、自分の夢について考えていることを発する場に参加で

きて、とてもうれしく思います。 

討論が好きなので、反対意見が出たりぶつかったりしたことも、いい結論につながると思いました。 

Aグループで討論・発表できて、とても楽しかったです。ありがとうございました。 

163 

Aグループ ⑤ 柏原 玲那 SI福山 広島県立福山誠之館高等学校 

2日間本当にありがとうございました。自己アピールの時はみなさん個性あふれる発表でキラキラ

と輝いており、その中に自分がまざっていいのだろうかと正直泣きそうになりました。しかし初対

面とは思えないくらいうちとけることができ、最高の思い出になりました。グループ発表の後では

来た時とは違って達成感の涙があふれそうでした。 

1年生の私にとって刺激だらけの２日間でしたし、先輩達は永遠の憧れです。私も先輩方のように

なります！！参加して良かった！！大好きです！！ 

212 
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Aグループ ⑥ 池田 穂乃香 SI宇部 サビエル高等学校 

グループのメンバーがとても優しく、これまでにない幸せな時間を過せました。「自分の意見を主

張する」大切さ、「夢を持つ」ということの幸せさに改めて気付くことができたことが何よりもの

収穫です。Aグループ大好きです！！！！ 

45人のメンバーに出会えたことは、私のこれからの人生において重要な役割をになうと思います。

本当にありがとうございました。 

166 

 

 

 

＊Ｂグループ 

Bグループ ① 大月 志乃 SI真庭 岡山県立真庭高等学校 

この 2日間を通して 45人のユースのみなさんの夢を知り、聞いていくうちに今まで自分になかっ

た考え方ができるようになってすごくためになりました。そして自分の事を知って頂ける喜びを感

じることができ、本当に嬉しかったです。参加させて頂き本当にありがとうございました。 

128 

Bグループ ② 佐伯 雛子 SI広島 広島女学院高等学校 

みんなと討論していく中で、改めて自分の夢を見つめなおすことができました。また、みんなが自

分の夢に向かって努力を始めているのを見て、自分ももっとがんばらなきゃと思いました。10年

後みんながどんな道を歩いているか、再会し、語り合いたいです。 

117 

Bグループ ③ 原 ちひろ SI米子 米子松陰高等学校 

私は今回「自分の考えを相手に伝え、意見を聞き、考えを深める」というテーマをもって参加しま

した。私のグループの人は熱心に話を聞いてくれたし、積極的に意見を言ってくれて嬉しかったで

す。おかげで自分のテーマを達成することができました。そして私はもう 1つ大事なことを学ぶこ

とができました。それは人とつながることです。今回学べたことを私生活でも活かしたいです。 

175 

Bグループ ④ 小島 生宙 SI須崎 高知中央高等学校 

夢をおなじ世代の女の子に話して、真剣にお互いのことを考える。このような機会は普段の学校生

活では、なかなかできません。 

このフォーラムでたくさんの友だちのことを知れてとても良かったです。 

91 
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Bグループ ⑤ 後藤 つむぎ SI大洲 愛媛県立大洲高等学校 

この二日間で、夢の実現を目指して頑張っている四十五人の同世代の仲間と、様々なトピックで意

見を交換することができました。初めて同じ職業を目指して頑張っておられる仲間とも出会い、夢

について語ることができました。女性が社会で輝く社会作りにどんな形であっても貢献したいと強

く感じました。 

139 

Bグループ ⑥ 平松 亜梨紗 SI備前 岡山県立備前緑陽高等学校 

最初は何がなんだか分からなくて、私がこの場にいて良いのかな？と思ったり、他のユースは、き

ちんと夢に向かって努力していて、すごいなと感じ、不安と高揚がいりまじった不思議な感情でし

た。しかし、他のユースと話しているうちにうちとけて様々な話しをきくことができ、自分の人生

の財産になったと思います。良い経験になりました。 

156 

 

 

 

＊Ｃグループ 

Cグループ ① 野津 瞳 SI松江 島根県立松江農林高等学校 

このフォーラムでは異なるたくさんの意見を聞けて良かったです。普段は同じような環境にいる者

どうしでの話し合いなのでどうしてもかたよった意見になってしまいます。ここではみんなそれぞ

れの意志があり、それがとてもおもしろかったです。 

112 

Cグループ ② 井脇 七海 SI100高知 土佐女子高等学校 

今日まで、自分がちゃんと意見を言えるのか不安でしたが、グループの皆と話しているとより世界

観が広がり、また自分の足りないところが何なのかを再認識できました。他グループの発表でも、

新たな発見ばかりでたくさんのことを学べました。2日間、本当に貴重な経験ができて良かったで

す。ありがとうございました。 

146 

Cグループ ③ 梶谷 彩加 SI高梁 岡山県高梁市立宇治高等学校 

私はこの 2日間とてもいい経験をさせていただいたと思います。最初はすごく緊張していて発言を

あまり出来ませんでしたがグループの皆に助けてもらいながらなんとか発表が出来ました。同年代

の考え方も価値観もちがう人たちとの意見交換は自分にとって非常に勉強になり、またいい刺激に

もなりました。全体的に有意義な時間を過させていただきました。本当に貴重な経験をありがとう

ございました。 

183 
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Cグループ ④ 芳賀 友美 SIローズ福山 盈進高等学校 

2日間ありがとうございました！ 

同年代の女の子たちと夢についてたくさん話ができて、本当に良かったです！！ 

SHSのビデオに先輩で出ていて、私も参加したいと思います。 

78 

Cグループ ⑤ 本郷 瑠菜 SI西大寺 岡山学芸館高等学校 

貴重な二日間をありがとうございました。中四国という規模で女子高生が集まり、初めて接し合う

という状況でしたが、自分をさらけ出して思いっきり話し合うことが出来ました。学ぶことが多く

あり、自分の小ささや力の足りなさなどを実感しました。しかし、同時に可能性も感じられました。

夢に向って妥協せず頑張ります！！ 

149 

Cグループ ⑥ 坂井 美月 SI広島－中央 広島県立廿日市西高等学校 

何よりも得るものが大きく感じた 2日間でした。夢や意見の違う人との関わりは本当に大切！夢は

いくらでも！好きなだけ！可能性は無限大だと思いました！想像していたよりはるかにすごい発

見と楽しさがあり、忘れることのないかけがえのない思い出です。 

117 

 

 

 

＊Ｄグループ 

Dグループ ① 濱田 捺未 SI竹原 広島県立忠海高等学校 

2日間、「これ大事だ！」と思うことがたくさんあって、今は頭の中でぐちゃぐちゃになっている

ので、帰ってから整理したいと思います。皆、生きてきた経験が違うから、知っていることや考え

方も違って、それを教えてもらうことで、その人の経験が自分の中でも生きていくので、人と話を

することは大切なんだと分かりました。話を聞いて、私も留学してみたいと思いました。機会があ

れば、というか機会をさがして、見つけて、新しい体験をしたいです。 

208 

Dグループ ② 石橋 夏海 SI三次 広島県立三次高等学校 

この２日間で学べたことは私にとってとても大切な経験となりました。私には夢がなく、どうやっ

て考えていけばいいのかや、私にはどんなことが向いているのかが分からなくて悩んでいました。

しかし、いろいろな方の意見や夢を聞かせてもらって自分のこれからについて深く考えることがで

きました。本当に良い体験をさせていただきありがたいと思います。 

163 
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Dグループ ③ 小幡 鈴 SI津山 国立津山工業高等専門学校 

高専には夢を持っている女の子が少ないので、このように夢を持ったたくさんの女の子たちの考え

を聞くことができてとてもよい経験となった。最後の映画はとても心に響くものがあり、これから

の夢についてまた考えを深めることができた。 

109 

Dグループ ④ 髙岡 美里 SI今治 愛媛県立今治西高等学校 

同年代の子と、真剣に自分の将来を語り合ったのは初めてのことで、大変いい刺激を受けました。

最高の仲間と、最高の時間を過ごせた 2日間となりました。 

71 

Dグループ ⑤ 小玉 遥香 SI防府 山口県立光高等学校 

まず、優秀な人が多くて驚きました。素敵な夢と明確な理由。私と同じ夢をもつ人もいて、話を聞

いていてとても楽しかったです。そんな理由があるのか！と新しい発見もありました。私も頑張ろ

う。そう思える充実した 2日間でした。 

106 

Dグループ ⑥ 齊藤 由希 SI萩 萩光塩学院高等学校 

2日間を通してたくさんの人と夢についてかたることができ、とても良い経験となりました。私は

警察官という自分の夢を誰かに話すことがはずかしくてなかなか思いを伝えられなかったのです

が、夢を持つ同年代の方とお話をすることで少し自信がつきました。夢にむかってこれからも努力

していきたいです。 

140 

 

 

 

＊Ｅグループ 

Eグループ ① 髙橋 遥奈 SI西条 愛媛県立西条高等学校 

自己紹介の時から、みんながキラキラしていて濃い時間が過ごせそうだなって思っていました。 

議論をしていると、答えが出ない問題にぶつかったときも Eグループの仲間に助けられました。

いろんな県からの参加者がいらっしゃって、考え方も全く違っている人に出逢えて、様々な角度の

意見を吸収するという目標も達成できました。Eグループのみんなに出逢えて本当によかった！ 

ありがとうございました。 

185 

Eグループ ② 世良 早耶佳 SI平和広島 安田女子高等学校 

このような他県、他校の生徒の方々と意見を交換する会にはじめて参加しました。 

意欲的な仲間と自分が 16年間育ててきた考えを共有できて、楽しかったです。 

72 
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Eグループ ③ 池田 穂香 SI益田 益田東高等学校 

ユースフォーラムに参加して感じたことは、世界の広さです。グループの 7人の中でもそれぞれの

夢があって、それぞれの思いがあって、勉強になることばかりでした。この出会いに感謝して、こ

れからの人生の糧にしようと思います。充実した 2日間を、ありがとうございました。 

127 

Eグループ ④ 小山 叶奈代 SI熊野 広島県立熊野高等学校 

この 2日間で一番心に残っていることは、人との関わりの中で夢を実現していくことがとても大切

であるということです。私は夢は決まっていますが、本当に自分に自信をもっていいのかまったく

分かりませんでした。しかし、今回の活動でいろいろな人とふれあう中で多くのことを学び、自分

に自信を持つことができました。 

147 

Eグループ ⑤ 古瀬 まい SI岡山 岡山県立岡山操山高等学校 

E グループで討論を進めていく中で、ある一つの言葉が生まれました。それは、「良い出会いの幸

せ」。この二日間のフォーラムで、本当にたくさんのすばらしい“出会い”がありました。まずは、

Eグループのメンバーです。最初は会話もぎこちなく、議論もかみあいませんでしたが、議論を重

ねるうちに、どんどん意志疎通ができるようになりました。お互いの過去や経験を話しながら、単

語を発するだけで言いたいことが伝わった瞬間は忘れられません。次に、部屋「うめ」のメンバー

です。お互いの進捗状況などを話したり、一緒にご飯を食べたり。討論以外、つまり「off」の時

間を一緒にすごしたメンバーも、大切な仲間です。最後に、全てのユースとスタッフのみなさんと、

オブザーバーのみなさん。二日間こんなに楽しく過ごせたのはみなさんのおかげです。ありがとう

ございました。 

360 

Eグループ ⑥ 小原 奈未 SI倉吉 鳥取県立倉吉東高等学校 

この 2日間は私にとって、とても刺激的なものでした。この会のおかげでこんなに高い目標をもつ

同世代の子たちとふれあうことができました。私は自分に自信がなく、いままで人に夢を語ること

に抵抗がありました。しかし、胸を張って自分の夢を語るみんなはとても美しく、気高く、本当に

高校生なのかなと思うくらい肝が据わってて、驚きました。そして、この会を通して、私に必要な

ことが分かった気がします。それは自分をさらけ出すということです。どんな自分でも、自分自身

がまず受け入れ、誰かに伝えることは恥じることではないと気づくことができました。 

259 

Eグループ ⑦ 金丸 未来 SI下関 梅光学院高等学校 

この 2 日間は想像していた 1 億倍くらい exciting な時間を過せました！！かけがえのない仲間た

ちと共に成長できました！！これこそ“人とのかかわり”の大切さを実感できたよい経験です。こ

れにどう+αでオリジナリティを加えられるか…。この経験を通して、新しい自分を発見できたの

で、“NEW未来”がよりレベルアップできるように明日から、いや、今日から尽力します！！ 

169 



- 7 - 

 

＊Ｆグループ 

Fグループ ① 玉泉 瞳 SI光 山口県立光高等学校 

話し合っていくうちに問題はどんどん見つかっていくのに、解決策はあいまいなものばかりで自分

の無力さ、知識不足に気づいた。気づけることができたので自分を変えていくことができるように

なった。 

92 

Fグループ ② 末澤 奈緒 SI坂出 香川県立坂出高等学校 

二日間、このユースフォーラムに参加して得られたものは数えきれません。学校という限られた場

所から一歩踏み出し、今回初めて会った女子高校生とこんな風に思いを打ち明けられるなんて本当

に驚きました。普段友達には言えない自分の夢や将来への思いをグループのみんなに話した後、顔

を上げるとそこにはグループのみんなのあたたかい目があって、「ああ、今この瞬間忘れられない

な」と思いました。「Dream for Dream 夢から夢へ」自分の夢のために今、自分ができることを

精いっぱいしていきたいです。 

228 

Fグループ ③ 濱﨑 真智 SI東広島 広島県立西条農業高等学校 

今まで、“人と同じにしなければいけない”という暗黙のルールに従うことに違和感がありました。

今回のこのフォーラムに参加し、全く違う夢や考えを持った女子高生と真剣に討論ができ、「違う

から共有できることがある！」と感じました。考え方も柔軟になり、夢への経験の１つとなりまし

た。たった２日で、これだけ打ち解けられる仲間と出会えて良かったです！！ 

168 

Fグループ ④ 飛鷹 彩音 SIイースト愛媛 愛媛県立三島高等学校 

自分の夢に自信がなかった私ですが、2日間で夢を叶えることを心に強く想い、必ず叶えます。 

ユースフォーラムで出会った皆さん、特に F班の 6人には感謝の気持ちでいっぱいです。本心で

討論のできる友達ができて本当によかったです。ありのままの自分でいられる 2日間は、私の宝物

です。全ての人へ感謝を忘れず、夢を叶えます。Dream for Dream ！！ 

157 

Fグループ ⑤ 藤原 瞳 SI笠岡 岡山龍谷高等学校 

私には、周りのことを気にしすぎて、本当に自分が思っていることが言えないときがあります。 

しかし、同世代の女の子たちがそれぞれの考えをしっかり持ち、共有している姿を見て、こんな風

に言っていいんだと思いました。自分の意見を出さないと話し合いは進みません。今回、女性の立

場を考えると共に自分を出していくことの楽しさを感じることができました。 

166 
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Fグループ ⑥ 髙田 裕子 SI岩国 学校法人高水学園 高水高等学校 

私には学校に「本当の友達」がいません。本当は少しさみしかったけど、どうしたらみんなと仲良

くできるのかと相手の顔色をうかがいびくびくしていました。そんな私を班のみんなは優しくして

くれました。自分が今悩んでいることを真剣にきいてくれて、すごくうれしかったです。 

この 2日間で学校のみんなよりも仲良くなりました。みんなありがとう。めっちゃすきだよー。 

171 

Fグループ ⑦ 田中 梨里 SI鳥取 鳥取敬愛高等学校 

ふだん人にいえない、けいべつされそうでいえなかったことを、このメンバーにはなぜかすなおに

話すことができ、そしてそれらをあったかくうけいれてくれた。神メンバーだったと思うし、これ

からもつながっていたい仲間になった。 

106 

 

 

 

＊Ｇグループ 

Gグループ ① 藤田 青空 SI新居浜みなみ 愛媛県立新居浜南高等学校 

今回のフォーラムで、私は今まで以上に自分の夢に自信を持つことができました。自分の夢を叶え

るためにがんばっていても、必ずうまくいかないことがあり、立ち止まることもあります。しかし、

何もできないわけではなく、私達の発表のように、短所を長所に変えることもできるのです。この

2日間、学んだことが多すぎて、今、自分は将来がとても楽しみでしかたありません。学んだこと

は忘れることがないと思うので、これからの自分の強みとして生かしていきたいです。 

216 

Gグループ ② 船橋 来菜 SI呉 呉市立呉高等学校 

私の今回のフォーラムでの一番嬉しかったことは、夢についてみんなで熱く語れたことです。自分

の夢についてあんなに話せるとは思ってなかったからです。また、仲間にも恵まれました。 

この仲間に会えて良かったです！G☆girls最高！！！  

108 

Gグループ ③ 栗子 紗和乃 SI岡山さつき おかやま山陽高等学校 

たくさんの人の意見を聞くことで自分の意見と比較し改めて考えることによって、決意を強く持つ

ことが出来ました。自分の夢について、他人に強く語ったのは初めてでした。とても貴重な体験が

できました。この出会いを大切にしたいと思います。 

112 
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Gグループ ④ 稲田 実 SI境港 鳥取県立境港総合技術高等学校 

自分は小さいころからなりたいものはあまりなく、出身である関西で仕事をしたいと思っていまし

た。今、私は就職活動中です。ずっと現実的に考えてきたけど、みんなの前で声に出すことによっ

てこれも私の夢になるのかなと感じることができたし、みんなと話し合い意見を交換することによ

って、将来のことに夢と憧れをもつことはとても大切で素敵なことだと思いました。 

170 

Gグループ ⑤ 橋之口 千佳 SI児島 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 

2日間、他の学校の方々と討論やお話を聞いたりして、正直今まで自分の夢について深く考えたこ

とがありませんでしたが、夢を実現させるために必要な課題やそのために今、私たちができること

を深く考えることができました。「区別と差別は違う」女性にしかできないこと。女性だからでき

ること。それを私はしっかりとしていきたいと思います。充実した時間を過すことができました。

ありがとうございました。 

188 

Gグループ ⑥ 竹田 萌華 SIいつくしま 山陽女学園 高等部 

この 2日間で、志望動機であった、「同年代の女子高生から刺激を受け、視野を広げる」というこ

とを、本当に実践できたと思いました。他の人がどんなことを思って、どんな目標を持ち、何を頑

張っているか。そんなことを生き生き話す姿をみて、これから私が頑張る原動力になりました。 

また、たくさんの熱いディベートができて、とても濃い 2日間になりました。この 2日間のこと、

ここで出会った友達のことは、一生忘れられません。 

199 

Gグループ ⑦ 田内 睦 SI室戸 高知県立室戸高等学校 

夢について、具体的に真剣に、熱意を持って人と語り合った日は、今までにありませんでした。 

Gグループの皆は、人の話を真剣に聞いてくれたり、アドバイスをくれたりと、グループ討論を成

功へと導いてくれました。今回みんなと話し合ったことを生かして、今後も自分の目標達成に向け

て頑張ります。 
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