みらいず works

インターン生インタビュー

「みらいず works に興味があるけど、どんな活動をしてい
るの？」「雰囲気は？」「どんなことが学べるの？」
と疑問に持っている方がいるのではないでしょうか？
そこで！この度、みらいず works のインターンの様子をも
っと知っていただくために、学生スタッフとしてみらいず
に関わった角野仁美さん、上山晃平さん、河合祥希さんの
インタビューをお届けします。
角野仁美さんインタビュー

する、あきらめない姿勢が大切なんだなあと。それに、言葉
になっていること、目に見えていることだけで判断しない
で、その背後にある文脈や構造に意識を向けられるか、どれ
だけ想像力を働かせられるか、ということがその人を尊重す
ることにも繋がると思っています。
松井：おおお。
角野：社会とかこう、人を見る「見かた」や、自分の「在り
方」が変化したことが、大きかったなと思って。それによ
り、人とともに生きていくことが、本当に楽しくなりまし
た！その喜びを子どもたちにも伝えたいですね。
～みらいず works の雰囲気は？～
角野：自由にのびのびとって感じです。本当に私は自由に過
ごさせてもらっていて。笑
松井：うんうん。
角野：みらいずを知らない人に伝えるとしたら、そうです
ね。。もう笑いが絶えない職場！
松井：いいですよね～。
角野：個人的にも「笑顔」でいることを大切にしていて。自
分や周りの気分も良くなるし、コミュニケーションも活発に
なる。
松井：ひとみさんがいると、職場が明るくなりますよね。
角野：これからもみんなが笑い合える、温かな場であるため
に自分に出来る事をしたいと思っています！

～みらいず works でインターンをしたきっかけは？～
角野：高校の担任の先生が企画してくださったキャリア教育
の場に参加したのがきっかけで、「自分はこれからどう生き
ていきたいか」「何をすれば社会に恩返しができるだろう」
ということを初めて自分と向き合いながら考えて。それまで
は「教師になるぞ！」としか思っていなかったのですが。
松井：そうだったんですね。
角野：そこで色んなインプットがあって、教育の置かれてい
る現状や、子どもたちを取り巻く環境を見つめたときに、学
校だけじゃなくて地域、家庭にも、複雑な問題が存在してい
ることを知って。その中で自分に出来る事は何だろうと、す
ごく悶々としていたんです。その時に学校、地域、家庭を繋
いで、キャリア教育の場を作っているみらいず works を知っ
て、会いに行ったのがきっかけですね。この人たちから修行
したい！と思い、岐阜から新潟大学に進学しました。
～みらいず works で学んたこと～
角野：「在り方」がすごく変わって。ファシリテーションの
考え方やスキルを学んだからだと思うんですけど、色んなこ
とを否定しなくなりました。目の前にいる人の存在を大切に
しながら、肯定しつつ、何かを一緒につくっていくという事
が大事なんだってすごく感じています。
松井：それは自分自身に対しても、他者に対してもですか？
角野：そうなんです。私を含め、いま皆が持っているものを
持ち寄って掛け合わせて、新しいもの、より価値のあるもの
を生み出していくプロセスがファシリテーションの醍醐味だ
と思うのですが、どんな人とも一緒に何かを生み出そうと

～どんな人に来てほしい？～
角野：今後共に新しい教育を作っていくメンバー。私たちは
インターン生も仲間だと思っているんです。志を共にすると
いうか。これからの教育を作っていきたい、変えていきたい
と思っている人とぜひ一緒に学び合っていきたいと思ってま
す。
松井：1day インターンも募集するとか。
角野：そうなんです！まずは私たちと出会って、私たちの考
えとか、何を目指して活動しているのかを知ってもらって。
でも、１日だけ見てバイバイというのは寂しいな。もしそこ
で共感したなとか、いいなとか思ってくれたなら、もう少し
長く関わってもらえたら嬉しいです。
～ひとみさんは大学卒業後みらいず works に就職されまし
たが、4 年間で学んだことがどう活きていますか？または今
後活かしていきたいですか？～
角野：いずれはみらいず works で学んだことを地元や新潟
に還元していきたいので。みらいずで学んだことを活かし
て、さらに新しい学びを自分でつくっていく人にならなきゃ
と思っています。
松井：なるほど。
角野：具体的なスキルだったら、みらいず BOOK など制作
物で表現したり、文章で伝えていく力が身に付きました。子
どもたちの前で授業をするので、プレゼンテーション能力
や、その人の立場に立って分かりやすく話すという力は、色
んな場所で活きているなと思います。
松井：ありがとうございました！

Ｌ、

上山晃平さんインタビュー

～みらいず works でインターンをしたきっかけは？～
上山：大学一年生の頃は「教員になるか。給料もいいし。」
くらいに思っていたんですけど。父親も教員でみらいず
works を知ってて、「大学でワークショップやるから行って
みたら」って言われて、そこに行って結構な衝撃を受けて。
松井：おお！
上山：俺はこんなんで教員になろうと思っていたのか！みた
いな感じでガーンと頭を打たれる感じがして。その時あんま
り教職に就く情熱が他の人と比べてなかったなーと思って。
色んな所に勉強しに行ってみたいなと思って。
松井：はい。
上山：俺は中高生の教員志望だったから、大学生のうちから
関わっておこうと思って。みらいず works でインターンを
やってみようと思ったのがきっかけかな。
～みらいず works で学んたこと～
上山：みらいずに関わる前は、授業ができて、生徒に慕われ
る先生が良い先生でしょ！って思ってたんだけど、インター
ンを経験して、まあ間違いなくそれではないと思って。
松井：はい。
上山：やっぱり生徒の力を 100%引き出すことのできる先
生。生徒が自分自身の力で学ぶ。私は出来るんだみたいな。
先生のおかげで出来たんだじゃなくて。
松井：自分でできた！みたいな？
上山：そうそう。そうなるとカリスマ先生であってはいけな
い。すごい面白い先生で授業も上手で。そういう先生が旧来
の慕われる教師像だと思うんだけど、生徒は楽しませられる
事に慣れちゃうし、その先生がいなくなったら学ばなくな
る。だから、子どもに最低限の事を教えて、後は頑張れよ！
みたいなのが理想だよね。1 から 10 まで教えるんじゃなく
て、1 しか教えないで、10 までは自分で考えろみたいな感
じ。
松井：なるほど。
上山：そこまで教師像が転換したのは、みらいず works の
インターンだなと。ファシリテーションの考え方にすごく影
響されました。

～どんな人に来てほしい？～
上山：教員志望で教育について学びたいと思っている人
は 100％来たほうがいいと思います！
松井：おおー！
上山：自信を持って言えますね！間違いなく来たほうが
いい、というか来るべきです。みらいず works が持って
いるファシリテーションマインドが広まれば、新潟は確
実に変わります。
松井：そうですよね。
上山：トップを押しのける程の若者の力が必要だと思い
ます。何かを変えるには、同世代と一緒に時代を変えな
きゃいけない。俺はそれを本気でやりたいと思います。
～みらいず works の雰囲気は？～
上山：全員がファシリテーターだから、こんなにファシ
リテーションを学ぶのに良い場はないなと。
松井：そうですよね。
上山：勿論浮ついた空気とかは全然ないけど、明るいと
いうか。そこは凄くバランスが取れているなと。締まる
ところは締まるし。でも聞きたい事は聞けるし。他のイ
ンターン先とはいい意味で全く違うと思いますよ。やり
たい事重視で、すごく一人一人を尊重してくださるなと
思います。
松井：本当に明るいですよね。
上山：凄く居心地が良い！
～いよいよ中学校の先生になられますが、みらいず
works で学んだことをどう活かしていきますか？～
上山：自分は学級経営とか運営とか授業とか、随所にフ
ァシリテーションを活かして、子どもたちにファシリテ
ーターになってもらいたい。そしてファシリテーション
マインドを持った子どもたちを学校から輩出するのが俺
の使命だと思っています。
松井：はい。
上山：すぐに効果が出るものじゃないから、多分手探り
になると思うんだけど、「どうしたら子供たちにファシ
リテーションを理解してもらえるんだろう」って考えて
いきたい。みらいず works のマインドを伝えて、新潟の
教育界を変えたいと思います！
松井：ありがとうございました！
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河合祥希さんインタビュー

～みらいず works でインターンをしたきっかけは？～
河合：たまたま Facebook でみらいず works を見つけて。地
域や社会の中で多様な大人と触れながら子どもたちが活動し
ているということを知って。これが俺のしたい事だ！と思っ
て。
松井：ピンとくるものがあったんですね。
河合：元々高卒の就職活動に疑問を感じていて。自分自身、
高校時代に就職活動をして失敗してしまった背景があるんだ
けど。高校卒業後に就職する人たちって、生き生きと働いて
いける仕事や、自分自身がこういう事したいっていうことに
出会えているのかなって。
松井：はい。
河合：みらいず works のような活動をすれば、高校卒業ま
でに色んな大人に出会えて、自分のやりたい事に出会えて、
もっと違ってくるんじゃないかって思って。それでみらいず
works で学びたいって思ったんだよね。
～みらいず works で学んだこと～
河合：人と人とのかかわり方というか、捉え方が変わってき
たなって思うのはすごい感じるかな。
松井：捉え方ですか。
河合：うん。人と人との関係性とか見るようになったり。あ
とは、この人はこういう背景があって、今こういう事を感じ
てて、だからこう話しているんだなって。表面に現れている
ものの奥底にあるものとか。そういうのを感じながら人を見
るようになってきているかな。
松井：なるほど。
河合：そこを対話ですり合わせていくことの重要性とかも学
んだな。
松井：そうなんですね。でも、人を理解するのって大変とい
うか、難しくないですか？
河合：そうだよね。でも自分の性格上、人を嫌いになると
か、こいつとはやっていけないみたいなのは元々なかったか
ら。だから、ファシリテーションの考え方とかすごいしっく
りきたし。これ、俺に合うなあと思って。もともとぼんやり
としか見えてなかったものが、ファシリテーションを学ぶこ
とによってくっきり「ああこういう事だったのか」って形作
られた感じがしました！

～みらいず works の雰囲気は？～
河合：皆さん忙しくて慌ただしいときも時もあるけど。で
もなんか落ち着くというか。安心できる場だなってすごく
思う。困った時には、聞けばいつでも教えてくれるし、温
かみがあって。
松井：本当にそうですよね。温かい感じが。
河合：ね！仕事に集中してても皆さんが皆さんを常に気遣
っているような感覚かな。
～どんな人に来てほしい？～
河合：本当に誰でも来てくださいって感じ。必ずしも教員
志望じゃなくていいし。みらいずの在り方はどんなところ
でも通用するし、その人の為にすごくなるんじゃないか
な。
松井：インターン生への要望とかありますか？
河合：個人的には、思ったことを何でも素直に言ってくれ
たらいいかな。一緒に悩んだり、考えたいし。そうしてく
れたら俺自身も成長出来ると思うし。
松井：それはインターン生にとってすごく嬉しいお言葉で
すね。
河合：あはは（笑）そうかな？自分も元インターン生だか
ら、フラットな気持ちで寄り添って行けたらいいなあ。
～よっしーさんは、これからみらいず works のスタッフ
として活躍されますが、学生スタッフとして学んだことを
どう活かしていきたいですか？～
河合：インターンで実感したのは、生徒たちは“子ども”じ
ゃないんだって事。1 人の人間として、同等の立場で真剣
に向き合わなければなって。でも全く何もしないというわ
けじゃなくて、その子の自発的な発言や行動が活発になる
ように環境を整えて、出来る限り 1 人 1 人の可能性を信
じて向き合えて行けたらいいなって思います。
松井：今後は、高校生の就職活動のサポートもしていきま
すか？
河合：みらいず works に来る前は、それをやろうとして
たんだよね。でもそこだけを支援しても意味がないって思
った。入口だけ広げて、軸がないまま広い選択肢の中から
企業を選んだり、その時だけ色んな企業を見る機会を増や
すよりも、その前の段階で継続的な支援が必要だっていう
風に価値観が変わったんだよね。
松井：そうだったのですね。
河合：だから、継続的に寄り添いながら一人一人がどうい
う風に生きていきたいかっていうのを一緒に考えていきた
いなって思います。そして、将来は教員という立場で、子
どもや周りの先生、地域の方々と共に学んでいけたらいい
なと思います。
松井：ありがとうございました！

ひとみん、かみー、よっしーミニ座談会

～みらいず works インターンの魅力は？～
上山：みらいず works ではいい意味であれやれこれや
れって言われないので、間違いなく主体的に学ぶ力が
付きます！
松井：それは私も感じてました！
上山：基本的には自分が何がやりたいのかとか、みら
いず works で何が出来るのかとか、見つけて、学ん
で、探究していかないと何もできない。でもそれが結
局自分で学ぶ力をつけていくのかなあ思います。
河合：みらいずだからできる事だね。事業の幅も広い
し、それを少人数で回しているからこそ、1 人 1 人に
合った役割を見つけて、自分で動ける。そういう環境
は他の企業にはないし、業務を主体的にできるのもみ
らいずならではなのかなって。
上山：幅広いよね。確かに！
河合：幅広いですね！
上山：なんか、やろうと思えば何でもできそうな気が
する。みらいず BOOK とか、冊子のデザインとかもそ
うだし、文章を限られた文字数で書くとかさ。だから
来たらやれることとか、やりたいなこれ、っていうこ
とが絶対あるし、自分で発信してもいいしね！
「もっとこれこうしたほうがいいんじゃないですか」
とか。広さの中から自分で選ぶっていうのも魅力かも
ね。
角野：やっぱり、インターン生をただのお客さんとか
に捉えずに、本当に仲間として受け入れて一緒に成長
し合っていこうというスタンスで関わってくださるの
が本当に魅力だなと思って。求めれば求めるだけ、返
ってくる。っていう人たちだなって思います。
上山：どういう時にそれを感じた？エピソードとかあ
る？
角野：そうだな～。本気でぶつかろうとしてくれてい
るからこそ叱ってくれたりとか。あとは、これもあれ
も知りたいって言えば言うほどそれを一緒にやらせて
もらえる。ここからはインターン生お断りですってい
う境界線がない！
上山：ないね～。

角野：全部の会議に参加していいっていう懐の深さ。仲
間としてとらえてないと絶対無理じゃないですか。
河合：なかなかそんなところないですよね。
上山：皆さんが学生を信頼してくれているんだなってい
うのは、１年前の「みらせん」っていう 100 人規模のワ
ークショップも、企画とか、当日のファシリテーターと
か場づくりとかも任せていただいて。すごい大事な事業
だったし、そのうちの一角を学生に任せて頂ける。信頼
してくださっているんだなあと思うし、自分もそれに応
えたいなと。
松井：でも全部任せきりじゃなくて、ちゃんとアドバイ
スもくださいますよね。
河合：その都度言えばちゃんとチェックしてくださるの
で、離しっぱなしじゃなく、主体性に任せつつも、考え
るべき視点だったりとか、確認とか、そういうのは本当
に細やかに、見ていただけているなあと。
松井：みらいず works にしかない魅力ですね。
上山：普通の企業じゃ考えられないね（笑）
角野：みぽりんは何か思うこととかある？
松井：皆さんの「聴く力」がすごくて。私のやりたいこ
とをを受け入れてくれたうえで、「その場で、どんなこ
とが生まれるの？」「もっとこうしたら、こうなるんじ
ゃない？」と問いかけてくれて、話しやすい雰囲気を作
ってくださるのが魅力だと思います。
角野：問いかける力はまさにファシリテーション。相手
を尊重しているからこそ、出てくる問いもあるよね。
松井：そうですね。皆さんありがとうございました！

この記事を書いた人

皆さんこんにちは。大学の休みを使って、3 週間みら
いず works にお世話になりました。この記事はみらい
ず works の魅力をもっと色んな方に知ってもらいたい
という思いで企画しました。
インタビューをさせて頂いて、皆さんの志の高さや熱
い思いにとても感動しました。3 人がインターンを通
して学んだ事や、感じた魅力が少しでも伝わっていた
ら幸いです。
最後に、お忙しい中インタビューを引き受けてくださ
ったひとみさん、かみーさん、よっしーさん、本当に
ありがとうございました！
立命館アジア太平洋大学 4 回生
松井美帆

