
 

 

エントリー４ 
Q1.学習会のコンセプトについて記入してください。 

 〇学習会名称 （ 行列のできる何でも相談所 ） 

 〇主催者   （ 全国学習交流集会千葉青年実行委員会 ） 

 〇対象者   （ 全国の青年      ） 

  〇開催日   （ ２０１４年 １０月 １１日 １６時～１９時） 

 〇開催場所  （ 千葉プラザ菜の花     ） 

 〇なぜその学習会を企画したか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇企画するにあたって、運営で工夫した点は？ 

 

 

 

 

 

 

○苦労した点は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q２.参加者ついて記入してください。 

○参加人数  目標（ ７０ ）人 実際に参加した人数（ ４０ ）人 

○参加者からの感想は？ 

 

 

 

 

 

 

○どんな総括をしましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 身近に起こりうる問題や事件を、法律的にどうなのかという疑問に答えようと話し合ったの

がきっかけ。 

 いかに参加者に楽しんで学んでもらえるかを意識して議論した。某番組を参考にしてみたり等、

参加者を飽きさせないようにするために、ただ話しを聞くだけにするのではなくグループに分かれ

てグループで答えを出す形にした。 

また参加者を増やすために近隣の都県にオルグに回った。 

 寸劇のシナリオを考えること。 

 事前に参加者がつかめず、グループ分けが当日になってしまったこと。 

楽しく法律を学べた。 

弁護士の先生の話が面白かった。 

 

 運営についてはほぼ問題なく行えたが、県外からの参加者が１名だったのが残念だった。周

知が不足していた。もう少し早めにオルグ活動をするなどしたほうがよかった。 

 グループで別れてやるというのは交流を深めるうえでもいいと思った。グループ内の団結が

できる。 



 

 

○総括を踏まえて、次に活かそうと思う点など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○その他、学習会を行って気づいたこと 

 

 

 

 

 

 

 

 今回に限らずグループに分かれて一つの目的を達成するという形式は、交流を深めるのにと

てもいいと思う。 

 次回何かやるにしてもグループ形式の企画をしていきたい。 

 実行委員会メンバーは月二回の会議開催でも集まってきた。これは実行委員をやらされてい

るからではなく、自ら楽しんで企画を作っていたからだと思う。 

 青年企画は実行委員自らが楽しいと思える企画にしないといけないと思う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者×学ぶ×つながる 

全国学習交流集会 in 千葉 

若者向け企画のお知らせ 

詳細は裏面☞ 
 

問い合わせ：全国学習交流集会 in 千葉 青年実行委員会 事務局長 窪田拓也 

０８０－６７１６－０９７２ ／ in.paris_doxy@i.softbank.jp 

LINE ID : uminchu.jazz.piano 

♪ 

♪ 

♪ 

♪ 



    高秀牧場の牛さんたち             実行委員会メンバーで飲み会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員長の皆川さん 

１０月１１日（１日目）１６：００～１９：００ 

分科会：「行列のできる何でも相談所」 
会 場：プラザ菜の花 

あの人気番組「行列のできる～」をアレンジして企画しました♪ 

生活や仕事にまつわる身近な問題をコントで再現！ 

グループで分かれて「法律的にはどうなの？」と考える企画です！ 

若手の弁護士さんたちの「Give me your truth!!」を聞いてみませんか？ 

笑いアリ、涙アリの学習企画、ぜひぜひ若い方たちの参加をお待ちしいます(^O^) 

１０月１１日（１日目）１９：３０～２１：３０ 

交流会：「うたごえ酒場♪」 参加費：２０００円 
会 場：ポイントプラス（千葉市中央区富士見２丁目１４−１ 千葉 EX ビル 6F） 

学んだあとは、飲んで歌って楽しい夜を（´∀｀）お酒が好きな人、交流したい人、歌が好きな人、

みんなで盛り上がりませんか？若者みんな集まれ♪ 

１０月１２日（２日目）８：００～１８：００ 

特別企画：「秋の千葉を食べつくそう！牧場ＢＢＱツアー♪」 

参加費：１０００円  集合場所：７：４５に千葉駅北口 ロータリー ＮＴＴ前 

いすみ市にある高秀牧場さんにご協力いただいて、みんなでＢＢＱやバター作りをします！秋の味

覚を満喫しようヽ(´▽｀)/バス移動なので乗り物酔いにお気をつけて（汗） 



分分科科会会～～当当日日のの流流れれ、、役役割割分分担担  
 

【確認事項】（決定・予約済み） 

月 日  １０月１１日（土） 

時 間  １６時開始・１９時終了 （１５：３０受付開始） 

会 場  プラザ菜の花 

名 称  行列のできる何でも相談所 

人 数  ７０名（６０名＋グループリーダー１０名） 

会 費  無料 

 

役割分担 

◆当日の係 

  ・受付２人（名前チェック、グループ分け）…宮城、古川 

  ・司会＆ルール説明…宮内 

  ・出題コント…土井、矢澤 

  ・音響…窪田 

・会場づくり…全員 

  ・グループリーダー１０人…小松、梅澤、門村、小沢、渡辺、足立、加瀬 

               土建の書記×３ 

 

◆当日のタイムスケジュール(案)について 

１５：００  実行委員集合～打ち合わせ、会場づくり 

１５：３０  受付開始 

１６：００  司会あいさつ～企画説明 

１６：１０  コント出題※１つの題につき２５分 

（コント５分、グループ討論１０分、弁護士回答１０分） 

 １６：１０  出題１※自己紹介もあるので出題１だけ４０分 

 １６：５０  出題２ 

  休憩（１０分） 

１７：２５  出題３ 

 １７：５０  出題４ 

 １８：１５  出題５ 

１８：４０  結果発表 

 

 

 

 

◆当日までに用意するもの（他に必要なものは？） 

・資料…矢澤 

・看板…矢澤 

・参加者名簿…矢澤  

・景品… 



 ・衣装… 

 ・音響ＣＤ…窪田 

 ・名札（５０）…矢澤 

 ・サインペン（１０）…矢澤 

 ・○×の紙（Ａ３で１３）…矢澤 

 

 

◆ストーリー案 

 ・原稿参照 

 

 

 

 

◆１０／６（月）意思統一会議について 

 ・基本的には当日の流れとグループリーダーの進め方を説明する。 

 ・マニュアル参照 

 

 

 

◆次回会議までに 

 ・ 

 ・ 

 

 

 

 

 

次回実行委員会 １０月３日（金）１９：００～ 

場所：自治体福祉ｾﾝﾀｰ 



全国学習交流集会 青年分科会 

討論の進め方について 
2014.10. 06 意思統一会議資料 

行列のできる何でも相談所は、まずコント形式で問題を出題してグループ討論で答えを

決めます。その後弁護士先生に答えを発表してもらいます。以上が基本的な流れです。ま

た以下の点に気をつけて議論を進めてください。 

 

① 【初めの討論時間では簡単な自己紹介を】 

この学習交流集会は全国の仲間が結集しています。当然グループ内は知ら

ない人が多いですから、初めの討論時間にはお互いの名前やどこの組織に所

属しているか（時間があれば参加したキッカケなども）、簡単な自己紹介をし

てください。 

② 【なるべくグループ内全員に意見を求めてください】 

グループ内には話すのが苦手な人もいます。しかし特定の人だけで話を進

めるのではなく、なるべくグループ内全員の意見を求めるようにしてくださ

い。 

 

 

当日のタイムスケジュールについて 

１５：００  実行委員集合～打ち合わせ、会場づくり 

１５：３０  受付開始 

１６：００  司会あいさつ～企画説明 

１６：１０  コント出題※１つの題につき２５分 

（コント５分、グループ討論１０分、弁護士回答１０分） 

 １６：１０  出題１※自己紹介もあるので出題１だけ４０分 

 １６：５０  出題２ 

  休憩（１０分） 

１７：２５  出題３ 

 １７：５０  出題４ 

 １８：１５  出題５ 

１８：４０  結果発表 

 

【その他、討論を成功させるための心得】 

１）はじめに 

分科会進行者の役割は、参加者にいろいろ話してもらうことが重要です。時には話に詰まったり、整理がつかなかった

りすることもあると思いますが、他の参加者に助けてもらいながら進めていきましょう！！ 

２）事前に“流れ”をイメージ。 

「まずこういう切り口でスタートして、こんなラストで終わってみようかな」と、大まかでもいいので、考えておいて

ください。もちろん、思い通りに進まないこともあると思いますけど。 

 



コントシナリオ 

 

事例１（債務整理） 

矢澤： 仕事で着る服なのに、なんで俺が買わなきゃいけねえんだよ。給料安いのに、秋

冬物買うのに金がねえから、また、借りて買うしかないか。 

    えーっと、今使えるカードはっと。 

    コイフルが５０万、フロミスとタコムが、３０万づつか。毎月払ってんのにぜん

ぜん減らねえな。 

    こないだ、テレビで見た過払い請求とかって、俺もできんのかなぁ。 

    テレビでＣＭやってた、アホーレ法律事務所に電話してみるか。 

    「もしもし」 

土井： 「かめよ」「アホーレ法律事務所です。」 

矢澤： 「過払い請求とかって、やってもらえるんですか？」 

土井： 「はい、過払い請求だけはやりますよ。詳しく教えてください。」 

矢澤： 「コイフルから１５年前くらいから借りてて、今５０万残ってて、フロミスとタ

コムは、３年くらい前からで、３０万くらい残ってます。」 

土井： 「コイフルには過払いが発生してますね。他の２件は、債務が残るので、当事務

所では、受けません。着手金は、０円ですが、報酬は返還額の２０パーセントをい

ただきます。」 

矢澤： 「コイフルを頼むと、他のカードはどうなりますか？ブラックリストとかに載っ

て、使えなくなったりしますか？」 

土井： 「私は、電話受付のアルバイトなので、わかりません。」 

矢澤： 「なんだよ、弁護士じゃねえのかよ」「わからないなら頼まねえよ」 

 

問．過払い請求をすると金融機関のブラックリストに載ってほかのカードも使えなくな

る？ 

                       なる→○ 

                       ならない→× 

事例２（居酒屋トラブル） 

土井： 「あー、今日もよく働いた。飲み行くか」 

    「お、こんな店できたんだ、入ってみるか」 

    「とりあえず、八海山一升瓶で」 

矢澤： 「はーい、よろこんで」 

土井： あー飲んだな・・・きもちわりい。「オウェー・・・」 

     ごめん、吐いちゃった。もったいない。 

矢澤： 大丈夫ですか、座って休んでてください。 

土井： 片付けさせちゃってごめんね。お勘定。 

矢澤： はい、１万８千円になります。 

土井： おいおい、一人できて、八海山しか飲んでないのに、その値段って、いくら何で



もぼりすぎだろ？ 

矢澤： いえいえ、八海山一升で、８千円ですが、こちらにご案内のあるとおり、お客様

が嘔吐して、店側が処理した場合は、別途１万円頂くことになっていますので、１

万８千円です。 

土井： 馬鹿なことをお言いでないよ、飲んだものを全部お店に戻したんだから、無料に

することはあっても、多くとるなんてことがあっていいわけないだろ。 

矢澤： 完全な酔っ払いだな。 

    

問．この場合、飲食代金とは別に、１万円を支払わなければいけないのでしょうか？ 

                    払わなくてはいけない→○ 

                    払わなくてもいい→× 

 

 

事例３（レジ打ちトラブル） 

矢澤： 早く帰りてえなぁ。よし、時間だ。店長、閉店作業終わったので、確認御願いし

ます。 

土井： はあい。 

    あれ？矢澤君、５０００円足りないね。 

矢澤： マジっすか？ 

    お釣り間違えたかもしんないですね。テへ。 

土井： いやいや、５０００円だからね、君が１日８時間働いて得るバイト代の２日分だ

よ。 

矢澤： おいおい、俺の時給いくらだよ。 

土井： ３１２円５０銭 

矢澤： 安すぎるだろ。 

土井： 足りない分は、給料日の後でいいから５０００円返してね。 

矢澤： それじゃあ、生活できなくなっちゃいますよ。勘弁してくださいよ。 

土井： 絶対にだめ。 

 

問．この場合、５０００円を返さなくてはいけないのでしょうか？ 

 

                 返さなくてはいけない→○ 

                 返さなくていい→× 

 

 

事案４（離婚トラブル） 

土井： 純子、純子、お前最近、パート先の店長とつきあってるだろ。 

矢澤： 何、馬鹿なこと言ってんのよ、そんなことないわよ。 

２年も前からよ。今頃気付いたの。 

土井： そんなに長かったのか。残念だが、お前とは離婚だ。出て行け。子供たち２人は、



私が育てる。 

矢澤： 私は愛に生きるわ。 

   （それから１年後） 

矢澤： あなたと一年間離れて生活をしてみて、子どもたちとも全く会わずに生活をして

みて、私、考え直したの。 

土井： 何を考え直したんだ？ 

矢澤： あなたは、どうでもいいけど、子供たちを返して。 

土井： ふざけるな。子供たちは、小学校に通っているし、離婚の原因は、お前だろう。 

矢澤： そんなこと言っていいの、裁判やったら、女の方が強いって、最近俳優と結婚し

た口のでかい女弁護士がテレビで言ってたわよ。 

土井： そんな口のでかいカエルみたいな女弁護士なんてしるか、裁判でもなんでもやっ

てみろ。受けて立ってやる。 

 

問．この場合、夫が親権をとることができるのでしょうか。 

 

                       取ることができる→○ 

                           できない→× 

 

 

 

場面は某大手ヨツビシ銀行の一室。ヤギソ次長に呼び出されたドイザワさんです。 

 

事案５（パワハラ） 

矢澤： 君さぁ、今日は何で呼び出されたかわかってる？ 

土井： いやぁ、何ですかね。 

矢澤： （机を叩き続ける） 

土井： こいつ、俺より年下のくせに出世しやがって、しかも暗いから嫌いなんだよなぁ。 

矢澤： ぶつぶつ何言ってんの。（机を叩き続ける） 

土井： ノルマの件ですかね。 

矢澤： （机を叩き続ける） 

土井： すみません。なんとかします。 

矢澤： （机を叩き続ける） 

    （５時間経過） 

 

問．具体的なことは何も言わず、机を叩き続けることは、パワハラにならないのでしょう

か。 

 

 

 


