
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 号 2016 年 11 月 25 日発

*武蔵野プレイス地下２階青尐年フロアは、中高生世代を中心とする青尐年の社会生活の充実を図ることを目的としたフロアです。 

10月１日～31日「自分らしくいられる社会へ」をテーマに、武蔵野プレイス地下２階壁面にてＬＧＢＴ等、多様な

性に関する啓発展示を行いました。期間中はラウンジを利用する青少年に「あなたはどんな人？」カードの記入をし

てもらい、一緒に展示をしました。今回はみんなの記入してくれたカードの中から「みんなが自分らしく」いられる

ようにするための、みんなの考えを一部ご紹介します！ 

今回参加してくれたみなさん、ありがとうございました！ 

「みんなが自分らしく」 いられるためには、どうしたらいいのだろう？ 

ラウンジを利用している，青少年のみんなに考えを聞いてみました！ 

自我を忘れない 

人に流されず、自分の道を歩く。 

空気なんて読むな！！ 

自分を信じて、相手も信じる。 

自分が生まれてきたことはキセキ

だから、自分を大切に。 

１人１人が心を広く持ち、まわり

の人の気持ちを思いやる。あたた

かい心を持つことが大切だと思い

ます。そして自分の意思を言える

「勇気」が必要！！ 

素直になろう。 自分を信じろ。 

個性をばかにしたりせずに、それ

ぞれの個性を皆が大切にしていく

こと。また最低限やらなくてはい

けないルールを決め、個性をおさ

える必要なくこれからの生活をお

くれるようにしていく。 
・相手のことを否定しないように

心がける。 

・相手の立場に立って考えること

を忘れない。 

・ちゃんとコミュニケーションを

取ること。 

なにかを言われても必ず自分のこ

とを好きでいてくれる人がいるか

ら自分をもって、みんなが生きて

ほしいと思う。どんな人でも同じ

分だけ幸せが与えられるから、自

分を信じて・・・。 

性格、特徴が同じ人なんて存在し

ない。中には他人と極端に違う人

だっているだろう。でも、それを

「他と違うから」と思って隠すこ

とは不思議なことである。だって、

人は絶対に他人とは違うのだか

ら。 

人と違うのは恥じること、すなわ

ちマイナスではない。それは誇る

べきこと、すなわちプラスのこと

なのだ。 

進んで前にでることを意識する！！ 

自分の特技を 

極める！ 

気をつかうことは人付き合いの中

で大切なことだが相手の個性を理

解してあげることが大切。そうす

れば自然と相手を引き出してあげ

自分の個性も抑えずに一緒にいれ

ると思う。何より信頼できる仲間

と出会うのが一番。 

人の意見をきき入れられるような

広～い心をもつ。 

お互いの性格を理解し合い、

それを前提に尊重していく！ 

・自分を偽らない。 

・嘘をついたりしてまで周りと合

わせない。 

・「自分らしく」「自分らしく」

みたいなことばっかり考えるん

じゃなくて、いつも素直な気持

ちでいる。 

なんでもかんでも白黒決めつけ

ないで、グレーな考えをいつも 

持つこと。 

１人１人の個性をみんなが受けと

められるような環境をつくる。 

皆が他人を認め合う。 

みんながちょっとずつ

人に気をつかうこと。 

・他人に何かを強制しない。 

・自分は自分しかいないの

だから自分であることに

自信をもつ。 

思ったこと、気になったこ

とがあったら直接聞いて、

聞かれた方も堂々と答え

る。 

自分と他人との距離の

とり方をよく考える。 

自分の好きな物や体格

や性格を他の人にバカ

にされても気にしない

のが一番です。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もうすぐ冬本番を迎えますが、みなさん体調を崩してはいませんか？ 

学級閉鎖になった時に「自分は感染していないから」と出かけていませんか？そのような

時は元気であっても家で消化のよい物を食べ、暖かくしてお過ごしください。プレイスス

タッフも体調を整え、元気なみなさんをお迎えしたいと思います。ちなみに私の元気の源

は「みなさんの笑顔と甘酒」です。健康に気をつけて、冬を乗り切りましょう！ 



 

 

今年もクリスマスの季節がやってきました！プレイスＢ２もクリスマスの雰囲気にデコレーションしちゃいま

す！今年のテーマは「ホームパーティー」です♪期間中は、フェルトガーランドやオーナメントの制作、展示する

POP の記入などのイベントを行います。勉強の息抜きや空き時間などにも気軽に参加できますよ！おひとりでも

グループでも大歓迎！一緒にＢ２をクリスマスパーティーの楽しい雰囲気に飾りましょう☆ 
 

期  間：11 月15 日（火）～12 月18 日（日） 

受  付：Ｂ２スタジオ受付（スタッフにお声かけください。） 

対  象：中学生以上の青少年（20 歳になった年の年度末までの方） 

場  所：地下 2階スタジオラウンジ 

参 加 費：無料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダンスワークショップ 

第７回テーブルサッカー大会 開催！！ 

開催日時：12 月23 日(金・祝) 午後３時～４時30 分 

場  所：武蔵野プレイス地下２階スタジオラウンジ 

対  象：中学生以上の青少年（20 歳になった年の年度末までの方） 

応募方法：地下２階スタジオ受付にチラシ裏面の申込書を提出 ※応募は当日まで受付けます。 

プレイスでテーブルサッカー大会を開催します！７代目Ｂ２チャンピオンは君だ！！５点マッチトーナメント！上位

３組には良いことがあるかも！？未経験者も大歓迎！B2 での思い出づくりに皆さん、ぜひご参加ください♪ 

★参加者募集！ 

プロに学ぶ！デザイン講座 

開催日時：2017 年１月21 日(土) 午後３時～５時30 分 

場  所：武蔵野プレイス地下２階クラフトススタジオ 

対  象：中学生以上の青少年（20 歳になった年の年度末までの方） 

定  員：８名（定員を超えた場合は市内在住の方を優先し抽選を行います） 

参 加 費：無料 

応募方法：地下２階スタジオ受付に参加申込書を提出 

応募期間：2016年12 月15 日（木）～2017年１月14 日（土） 

ダンスパフォーマーのホナガヨウコさんと一緒に身近な動きからダンスを創ってみんなで踊るワークショップを行いま

す。ダンスができるまでの過程やダンスパフォーマー・振付家というお仕事の話等も聞けますよ。ダンス初心者の方もぜ

ひこの機会にダンスの楽しさを体感してください。 

～身近な動きからダンスを創ろう～ 参加者募集♪ 

開催日時：12 月18 日(日) 午後１時～４時 

場  所：武蔵野プレイス地下２階パフォーマンススタジオ 

対  象：中学生以上の青少年（20 歳になった年の年度末までの方） 

定  員：16 名 

応募方法：地下２階スタジオ受付にチラシ裏面の申込書を提出 ※12月６日（火）締切 

     （定員を超えた場合は市内在住の方を優先し抽選を行います） 

動物園専属デザイナーの北村直子さんと一緒に自分の好きな本のオリジナルブックカバーをデザインするワークシ

ョップを行います。デザインの基礎や制作のコツのほかに、お仕事についての話も聞けますよ！デザインに興味があ

る方、先生のお話を聞いてみたい方など、どなたでも大歓迎です。皆さんのご応募をお待ちしています。 

～オリジナルブックデザインを考えよう～ ★ 参加者募集！ 



 

Questions 

Ｑ１ どのくらい利用してる？ 

Ｑ２ 利用するきっかけは？ 

Ｑ３ どのような過ごし方をしているの？ 

Ｑ４ おすすめポイントは？ 

Ｑ５ Ｂ２にこれから期待するものは？ 

Ｑ６ ひと言コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『Ｂ２について聞いてみました！』 
武蔵野プレイス地下２階青尐年フロア（B2）を多くの人に知ってもらうため、B2 を利用する青尐年にさまざまな質問に

答えてもらいました。すでに利用している人も、これから利用する人も、このインタビューの結果がみなさんの活動の幅を

さらに広げるきっかけとなればうれしいです！ 

Ａ１ 開館した約５年半前から（当時は小４） 

Ａ２ 開館イベント（武蔵境ピクニック）に合唱団として出演
したことで知った 

Ａ３ マンガを読んだり、友達と遊んだり、勉強したり、スタ
ッフと話したり 

Ａ４ 親しみやすいスタッフ 

Ａ５ リクエストに応えたイベントをやってほしい 

Ａ６ １人でも気軽に来られるところだから、ぜひ来てね！ 

【アレキサンダー（中３）】 

Ａ１ 中１の春から約４年半 

Ａ２ 姉が勉強で利用していて知った 

Ａ３ サウンドスタジオでバンド練習をしたり、ラウンジで
ゲームや宿題をする 

Ａ４ サウンドスタジオの利用料金が安くて、長時間使える 

Ａ５ 音楽関連の講座を開催してほしい 

Ａ６ 気軽に過ごせるので、休日も楽しく使えますよ♪  

【小金井のヤマピー（高２）】 
Ａ１ 中１の春から約２年半 

Ａ２ 友人による紹介 

Ａ３ テーブルサッカーや卓球で遊んだり、 
新しい友達と知り合ってみんなで遊んだりする 

Ａ４ 暇なときに気軽に来られる 

Ａ５ テーブルサッカー大会の開催 

Ａ６ テーブルサッカーをするときは声をかけてくだ
さい！ 

Ａ１ 高１の始めから約２年半・・・だけど、利用
頻度は年に３回ぐらい(^^;) 

Ａ２ 学校の最寄り駅が武蔵境だったことで、通学
していて知った 

Ａ３ 基本的には勉強。今日はクラフトスタジオで
友達と授業の課題として、料理の調理過程を
動画で撮影した 

Ａ４ 広くて開放的な空間がいい 

Ａ５ みんなでＤＶＤなどを観賞できる場所がほし
い 

Ａ６ きれいで施設も充実しているので、ぜひ使っ
てください！ 

【ＮＡＳＡ（中３）】 

【ユキ（高３）】 

Ａ１ 高１の始めから約１年半 

Ａ２ 高校の先輩に教えてもらった 

Ａ３ 勉強、真面目だから（笑） 

Ａ４ ご飯が食べられるところ 

Ａ５ 今で満足しています 

Ａ６ 雑誌もあるし、ダンススタジオもある
し、基本何でもそろっているし、いい
ところだからみんな来てね！ 

Ａ１ 中２の夏前ぐらいから３年ちょっと 

Ａ２ 友達が利用していて、待ち合わせ場所がＢ
２だったことで初めて知った 

Ａ３ 主に勉強で、ラウンジに置いてある漫画を
読んだり、卓球をして息抜きをする 

Ａ４ とりあえず居心地がいい。カップラーメン
を作るお湯があったり、そのゴミを捨てて
帰れたりと、設備が整っている 

Ａ５ 自分たちで企画から携われるイベントを
やりたい 

Ａ６ 大学２年生まで楽しみたいです（浪人しな
ければ（笑）） 

Ａ１ 開館した約５年半前から（当時は小５） 

Ａ２ 家が近く、プレイスができたからとりあえず
行こうと思った 

Ａ３ スタッフと話したり、遊んだり、勉強したり 

Ａ４ スタッフがいい人ばかり 

Ａ５ テーブルサッカーのような、学校帰りに手軽
にできる遊び道具を増やしてほしい 

Ａ６ Ｉ ｌｏｖｅ ｙｏｕ ｓｏ ｍｕｃｈ！ 

【ぐくみん（高１）】 

【タンドリーチキン（高２）】 

【まるちゃん（高２）】 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
発行：公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団 お問合せ：ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス 青少年活動支援担当 

電話 0422-30-1902（直通） HP アドレス http://www.musashino.or.jp/place.html  

当通信に掲載されている画像等の無断転載はご遠慮ください。 
 

今回、初めて「青少年フロア通信」の編集を担当しました。それぞれのコーナーは、Ｂ２を広く皆さ

んに知ってもらい、また、新たな活用を提案するためにと考えて設置しました。「Ｂ２について聞い

てみました」のコーナーでは、直接皆さんの声を聞くことができる、とても貴重な機会となりました。

Ｂ２は青少年である皆さんのための場所です！この広報誌をきっかけに、すでに利用している方も、

これから利用される方も、ぜひ積極的にご活用いただくことを願っています。 

エッセイストから学ぶ！自分らしく
伝える言葉の魔法講座（８月 18、19、

29 日） 
「文章を書くこと」に苦手意識を持つ青尐

年が多くいましたが、エッセイストの羽生

さくる先生の指導により、書き方のポイン

トや自分らしいステキな文章の作り方を教

わることができました。 

青尐年と市長のタウンミーティン
グ（８月 21 日） 
普段から武蔵野市について考えている

こと、感じていることのほか、さまざま

な意見が積極的に交わされていくなか、

青尐年ならではのアイデアや提案も飛

び出してくるなど、楽しみながらも真剣

な意見交換ができました。 

青尐年SUMMER LIVE（７月30日） 
出演した７組の青尐年たちは、ダンス、

歌、ラップなど、どの組も個性あふれる

素晴らしいパフォーマンスを堂々と披露

してくれ、観覧してくださった方々を大

いに楽しませてくれました。 

年末年始＆青少年専用期間のご案内 

【武蔵野プレイス年末年始の休館日】 

2016 年12 月28 日(水)～ 201７年１月４日(水)まで休館 
【青尐年専用期間】 

2016 年12 月23 日(金･祝)～ 2017 年１月９日(月･祝)まで 

近隣の学校の冬休みに合わせて終日が青尐年専用期間となります。 

皆さん、開館日をチェックして遊びに来てくださいね♪ 

B2 クイズラリー（8 月 27 日） 

フロア内を回りながらＢ２に関するク

イズに答えていくクイズラリー。普段

利用していても知らなかったことや、

気付かずにいたことが発見でき、たく

さんのＢ２マスターが誕生しました！ 

BangBangBANG！スタジオプレイス 
10 月放送分 

高校２年生の「dinar（ディナー）」が出

演しました。今後もいろいろな人と関わり

をもち、いろいろな考えにふれて経験を重

ねていきたいという彼女にとって、今回の

出演も貴重な体験となったようです。 

青尐年によるテーマ展示「私の大切
な○○」 

「私の大切な○○」というテーマで色紙に

自由に描いてもらい、その作品の展示を行

いました。「夢」「友達」「睡眠」など、

どの作品も飾らない、ありのままの姿が表

現されており、青尐年たちの「心のうち」

を感じ取ることができるイベントでした。 

http://www.musashino.or.jp/place.html

