
連絡先

新歓日程
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: fairwind.shinkan@gmail.com
: http://fairwind-ut.com
: @ut_fw_shinkan
: 右の QRコードから登録できます！

Mail
HP
Twitter
LINE

※説明会の実施場所・日程・内容が変更になる場合があります。
　その場合は Twitter・LINE 等にて最新情報をお知らせしますので、
　随時チェックをお願いします！

8

Zoomでの開催を予定しています。
詳しくは Twitter・LINE をチェックしてください。

4/8 ( 木 )
4/14 ( 水 )
4/18 ( 日 )
4/20 ( 火 )

FairWind メンバーと話そう！
お話し会

FairWind の活動がわかる！
プレゼンテーション

新入生同士で話せる！
おしゃべり会

企画のプレゼンの案を出そう！
ワークショップ

FairWind
2021 年度新歓パンフレット

地方高校生に、追い風を
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地方出張セミナー 東大ツアー
FairWindメンバーが実際に高校に出向き、それぞれの高校のニーズに沿った様々
なコンテンツを提供します。普段通う高校に東大生が行ける、つまり高校生の日常に
東大生が入り込めること、高校生の負担がツアーに比べて少ないことが特徴です。 
※高校までの交通費をメンバーが負担する必要はありません 

高校生に東京大学に来てもらい、キャンパス内で様々なコンテンツを実施します。地
方の高校生にとって気軽には来られない東大のキャンパスや普段の東大生を肌で感
じられ、また研究室見学や大学教授による模擬授業も受けられることから、出張セミナ
ーとはまた違った魅力を持っていると言えます。

例）尾道北高校他　東大ツアー（2019年 3月実施）
 東大ツアーの多くは一つの高校を対象として実施しますが、
こちらの企画では尾道北高校の他に、長崎県立長崎東高校、
愛媛県立今治西高校、香川県立観音寺第一高校、岡山県立笠
岡高校、岡山県立総社高校、岡山県立倉敷青陵高校、岡山県
立岡山芳泉高校、岡山県立岡山城東高校の計 9 校から 66 名の
高校生が参加しました。
「大学、受験を知る」というコンセプトのもと、実際に東大
に合格し、東大での生活を送るイメージを具体的なものにし
てもらうと同時に、9 校から集まった高校生同士がこれから受
験を共に乗り越える仲間となることを目標に実施しました。
企画後アンケートでは、「東大が身近に感じられた」、「大学
合格のためにすべきことを具体的に見つけられた」といった
感想が多く寄せられ ました。

企画ができるまで
上で紹介した企画は、一体どの
ように立案から実行まで移されて
いるのでしょうか。
FairWind の活動において大きな
重量を占める企画の運営の流れに
ついて、右に大まかにまとめてみ
ました。

企画お申し込み 高校側から、FairWind に企画の依頼が届きます。お申し込み時点での高校側とのやりと
りはお申し込み担当のメンバーが受け持ちます。①

受け入れ可否の決定 FairWind の執行部で話し合い、企画を受け入れるかを決定します。鑑みる要素は、「団体
の理念に沿っているか」から「テスト期間などと被らないか」まで多岐に渡ります。②

企画作成 受け入れが決定した企画については、班 (P.8) でまとまって企画の作成に取り掛かります。
まず企画のコンセプトを決め、その後実際に企画で行う内容（コンテンツ）を決めます。③

企画実施 企画は、上記の通り「地方出張セミナー」と「東大ツアー」の２つに分けられます。④
アフターケア 時間の経過と共に、企画の効果は薄れていってしまいます。そこで私たちはメールマガ

ジンや Twitter 運営等を行い、企画の後も継続して高校生の進学支援をしています。⑤

例）八戸高校他　出張セミナー（2019年 12月実施）例）八戸高校他　出張セミナー（2019年 12月実施）
青森県立八戸高等学校にメンバーが赴き、八戸高校、青森県立八戸
北高校、青森県立八戸東高校の3校から参加した高校生を対象として
実施しました。
「①日本の最高学府”東大”、②”東大”へのロードマップを描こう！」と
いうコンセプトのもと、
①東大の魅力についてまずは知ってもらい、東大生との心理的距離
　を縮めること
②東大に合格するためにはどうするべきか、現状を正しくとらえ直し
　て改善策を考えることで東大を実際に目指してもらうこと

を目標としました。これを実現するために、メンバーの経験に基づいた
生の声を高校生に伝え、話を聞くだけにとどまらず手を動かして考える
ことで受験を見据えた勉強法を見つけてもらう企画を実施しました。
下記のコンテンツ以外に行った、メンバーの高校生時代のノート展
示も高校生から大好評でした。

54

FairWind の企画



4
5

6 7

8

9
10

12
11

1
2

3

　新歓期。新た
なメンバーとな
る皆さんと出会
えるのを現メン
バーは楽しみに
しています。

　企画作成やセクション活動がメインとなります。右も左
もわからないところから、先輩に教えてもらいつつ実践を
重ねることで作業を学んでいきます。企画作成は一班あた
り 1～２つです。

　企画ラッシュの到来です！自分
が所属する班が作成した企画への
参加はもちろん、他の班の企画に
呼ばれて参加することもあります。
多くの企画に参加する人もいます。

　団体を牽引してきた上級生（主に 3年生）が引退し、２年生が執行代となります。
ここで、班編成もガラッと変わります。新たな班の班長は 1年生が務めることが
多く、いよいよ団体の中心を担う世代になっていきます。

　班の１つ目の企画作成や、断続的な企画運営、その他様々な活動がメインとな
ります。このあたりでようやく仕事に慣れてくるので、主体となって企画作成を
している実感が味わえます。また、少しずつ他班の同期を覚え始める時期でもあ
ります。

春休み、企画ラッシュです。多くの同期と企画を通して仲良くなります。もうす
ぐ新たなメンバーを迎えるため、新歓についても考える時期です。

　またまた企画ラッシュ。
主に班の１つ目の企画が
実施されます。企画参加
に慣れてくる頃でもあり
ます。

　班の２つ目の企画作成に入りま
す。過去の作成の経験を活かして、
より充実した企画作成を行うこと
ができるようになります。

32企画 延べ 68校 (3/26 現在 )

コロナ禍でも FairWind は精力的に活動中！

オンライン東大セミナー

地方OCオンライン

YouTube Live などの動画配信

本年度企画実施数

　毎年 FairWind が実施していた
オープンキャンパス企画を大学
との連携のもとオンライン化
→対面時よりも多様なテーマを
　提供

　FairWind の活動のメイン
である東大セミナーを完全
オンラインで開催
→今まで企画を行えなかっ
　た高校でも企画の実施を
　実現

有志メンバーで YouTube Live による質問相談を実施
その他動画コンテンツも複数制作

1 2 3

109876

54

11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30
企画実施日（複数実施日あり）

2020.91 2 3

10987654

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
企画実施日（複数実施日あり）

2020.8

FairWind の 1年

76

オンライン活動
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班活動
　３ページの下段で紹介した「企画ができるまで」のうち、「企画作成」の中心を担うのが班
活動です。メンバーが 10 ～ 15 人程度のグループ（班）に分かれて、１つの企画を２～４ヶ月
かけて作っていきます。FairWind の根幹となる活動です。

やることの例
◆ 企画対象校の分析
◆ 企画コンセプト決定
◆ 企画の流れ・タイムラインの決定
◆ コンテンツ（下参照）の考案・選定
◆ 本番を想定した練習会　　　　　　　　etc...

その他の活動
　企画実施に加えて以下に示すような活動も行い、非企画対象校の生徒を含むより多くの地方
生に、多様性に富んだ情報を継続的に発信しています。

ホームページ
　メンバーの執筆した記事を掲載し、情報発信を行っ
ています。掲載している記事は以下の通りです：

◆ 東大紹介
◆ おすすめの参考書・勉強法
◆ 東大生の 1日
◆ 東大受験記
◆ 浪人体験記

　さらに、後述する「質問対応」や「メールマガジン」
に関する受付も行っています。

メールマガジン
　毎週水曜日と日曜日に、メンバーの執筆した記事を
配信しています。時期によっては特集を組み、それに
沿った記事を集中的に配信しています（二次試験直
前対策、春休みの過ごし方 など）。

質問対応

　地方生が自身の悩みについての相談をした
り、我々の発信した情報についてより深く尋ねた
りする場です。質問はホームページの質問フォー
ム経由で寄せられ、それに対しメンバーが自身
の経験も踏まえて回答を送っています。
　質問内容は具体的な勉強法から、東京大学
の進学選択についての経験に至るまで、多岐に
わたります。

URL）http://fairwind-ut.com
※上の二次元コードからもアクセス可。キャンパス見学

プレゼンテーション

ワ
ークショップ

パネルディスカッシ
ョ
ン

個別
相談

会

コンテンツの例

普段の活動
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新潟県　 村上中等教育学校
　　　　 燕中等教育学校
　　　　 高田高校
富山県　 高岡高校
　　　　 高岡南高校
　　　　 富山南高校
石川県　 金沢二水高校
　　　　 金沢泉丘高校
　　　　 星稜高校
　　　　 小松高校
福井県　 藤島高校
　　　　 高志中学校
山梨県　 駿台甲府高校
長野県　 松本深志高校
　　　　 長野高校
　　　　 屋代高校
岐阜県　 鶯谷中学校
　　　　 可児高校
　　　　 関高校
静岡県　 静岡高校
　　　　 藤枝東高校
愛知県　 豊田西高校
　　　　 安城東高校
　　　　 明和高校
　　　　 南山高校

中部

茨城県　 常総学院中学校・高校
群馬県　 太田高校
　　　　 太田女子高校
　　　　 高崎高校
　　　　 高崎女子高校
　　　　 前橋高校
　　　　 前橋女子高校
　　　　 中央中等教育学校
　　　　 常盤高校
　　　　 四ツ葉学園中等教育学校
　　　　 前橋南高校
　　　　 沼田高校
　　　　 桐生第一高校
　　　　 農大二校
埼玉県　 所沢北高校
千葉県 　木更津高校

関東

青森県　 青森高校
　　　　 五所川原高校
　　　　 三本木高校
　　　　 弘前高校
　　　　 弘前学院聖愛高校
　　　　 弘前南高校
　　　　 田名部高校
　　　　 八戸高校
　　　　 八戸北高校
　　　　 八戸工業大学第二高校
　　　　 八戸聖ウルスラ学院
　　　　　　　   中学校・高校
　　　　 八戸東高校
岩手県　 盛岡第一高校
　　　　 盛岡第三高校
　　　　 大船渡高校
　　　　 釡石高校
　　　　 久慈高校
　　　　 福岡高校
　　　　 宮古高校
宮城県　 仙台第二高校
秋田県　 秋田高校
　　　　 秋田南中学校・高校
　　　　 角館高校
　　　　 大館鳳鳴高校
山形県　 山形東高校
　　　　 新庄北高校
　　　　 鶴岡南高校
　　　　 山形西高校
　　　　 酒田東高校
　　　　 米沢興譲館高校
　　　　 東桜学館高校
福島県　 会津北嶺高校
　　　　 福島高校
　　　　 安積高校
　　　　 磐城高校

東北

北海道　 小樽潮陵高校
　　　　 札幌北高校北海

道

福岡県　 東筑高校
大分県　 大分上野丘高校
　　　　 大分舞鶴高校
　　　　 大分豊府高校
　　　　 大分東明高校
熊本県　 宇土高校
長崎県　 長崎東高校
　　　　 長崎県北陽台高校
　　　　 諫早高校
鹿児島県 甲南高校
沖縄県　 昭和薬科大学附属高校

九州

徳島県　 富岡東高校
香川県　 観音寺第一高校
　　　　 丸亀高校
　　　　 英明高校
愛媛県　 愛光高校
　　　　 松山東高校
　　　　 今治西高校
　　　　 西条高校
高知県 　高知学芸高校

四国

島根県　 島根開星高校
　　　　 浜田高校
　　　　 益田高校
　　　　 松江北高校
岡山県　 岡山城東高校
　　　　 岡山芳泉高校
　　　　 笠岡高校
　　　　 倉敷青陵高校
　　　　 津山高校
　　　　 山陽女子高校
　　　　 新見高校
　　　　 総社高校
広島県　 安田女子中学校・高校
　　　　 広島女学院高校
　　　　 広島県立大門高校
　　　　 尾道北高校
　　　　 ノートルダム清心中学校・高校
山口県　 山口高校
　　　　 下関西高校
　　　　 下関南高校
　　　　 宇部フロンティア大学付属
　　　　　　　　　　　　   香川高校

中国

三重県　 松阪高校
京都府 　洛星高校
兵庫県　 長田高校
　　　　 加古川東高校
奈良県　 奈良学園高校

近畿

皆さんの母校、知っている高校はありましたか？
ぜひ、新しい学校に追い風を吹かせてみませんか？

ここでは、FairWind が過去に企画を実施してきた学校を一覧にまとめました。

企画実施校
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メンバーの声

①FWに入った理由 ②やりがいを感じる瞬間 ③推しポイント ☆さいごにひとこと！

I・Y（石川・金沢泉丘）　
①教育格差の現実を伝えたかった
②企画で何か吸収してくれたとわかった時
③伝えたいことを直接高校生に届けられる

T・H（愛媛・宇和島東）　
①地方→東大の壁を感じていたから
②「東大に行きたくなった！」と言われた時
③活動量を自由に調節できる

N・Y（東京・桜蔭）　
①社会奉仕系のサークルに入りたかった
②高校生からありがとうが聞けた時
③たくさんの人と知り合え、スキルも付く

I・Y（岩手・盛岡第一）　
①FWの企画が印象に残っていたから
②企画後、高校生から高評価を受けた時
③自分に合った形で団体に関われる！

H・A（福島・福島）　
①地方の受験生を応援したかった
②高校生から嬉しい声をもらった時
③いろいろな経験をもった人と出会える

A・T（三重・津）　
①進路選択をお手伝いしたかった
②高校生の生き生きした表情が見えた時
③多様なメンバーが揃っている！

M・H（広島・基町）　
①運命的な出会いをした
②高校生から企画後に感想をもらった時
③いろんな地方の方言を聞ける

A・R（沖縄・昭和薬科大附）　
①地方出身として何かしたいと思った
②高校生に、ためになったと言われた時
③やりがいや達成感が得られる

M・C（愛知・旭丘）　
①ふらっと行った新歓が楽しかった
②「ためになった！」と言ってもらえる時
③多様なメンバーが揃っている！

S・C（鹿児島・鶴丸）　
①FWのメルマガが支えとなっていた
②新しい視点を得られたと言ってくれた時
③自由に議論を交わせる雰囲気！

S・T（北海道・室蘭栄）　　
①入試の日に応援を受けて感動した
②高校生の楽しそうな顔を見た時
③色んな経験を持っている人と出会える！

O・K（千葉・千葉東）　
①理念に共感した
②企画後の写真撮影の時
③たくさんの人と関われるところ

FW に入れば、企画をするこ
とで自分の母校と関われた
り、自分とは全く異なる境遇
の高校生のことを知れたりし
ます。何のサークルに入るか
迷ったら、ぜひ覗きに来てく
ださい！！

いろんなサークルに入ってい
ますが、周りのサポートのお
陰で楽しく活動できていま
す！迷ったらまず入ってみよ
う！

尊敬できる仲間達と企画を作
り上げる経験は何物にも代え
難いものです。コロナ禍でも
友人がたくさんできたのも嬉
しかったです。新入生の皆さ
んの入会が楽しみです！

FW は地方の高校生を応援す
るというサークルの特性上、
地方出身の方が多いので様々
な県の方と仲良くなれます
し、私のような首都圏出身者
もいるのでぜひ色々な方に
入ってもらいたいです。

地方と都市の勉強面での情報
格差はかなり大きいので、少
しでも改善したいと思う方は
ぜひどうぞ！多くの仲間と接
することができて、刺激にも
なります。

地方高校生がどんな問題を抱
え、どうしたら障壁を乗り越
えられるのか。高校生との交
流の中で、あなたの体験談・
意見がきっと高校生の道標に
なると思います。あなたの力
をぜひお借りしたいです！

FW は仲間たちと楽しみなが
ら成長できる団体です！アッ
トホームな雰囲気なので皆さ
んの居心地の良い場所になる
と思います！楽しい大学生活
を僕たちと一緒に過ごしま
しょう！

オンラインでも工夫を凝らし
て、たくさんの高校生に企画
を始めとする様々なコンテン
ツを届けてきました。誰かの
将来を良い意味で変える、そ
んな瞬間に携われるサークル
です。一緒に追い風吹かせま
しょう！

活動にどれくらい関わるかを
自分で調節できるのも FW の
良いところです。大学生活始
まったばかりで他の活動との
両立を不安に思っている方も
いるとは思いますが、是非一
度見に来てください！

FW では賑やかなメンバーと
一緒に地方高校生を応援しな
がら、自分も成長できます！
自分のペースで活動もでき
て、充実した大学生活を送れ
ること間違いなし！

FW では大学生全員が自分の
経験を生かすことが出来ます
し、企画で高校生と関わった
ときは本当にやりがいを感じ
ます。地方出身者も都心出身
者も大歓迎です！

FW では企画を一から作るの
で、自分のやりたいこと・伝
えたいことを存分に反映させ
ることができます。皆さんの
思いをぜひ、一緒に高校生に
伝えていきましょう！
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中高生の声

東大の知らないことを
楽しく知れて
とても良かった

以下は、実際に企画に参加した中学生・高校生の感想を、企画後に行う参加者アンケートから原文のまま抜粋したものです。

改めて東京大学に
行きたいと思えました。
ありがとうございました！

一緒に計画を
たててくれたり、
アドバイスを
くれたりしたので
とても参考になった。

このような活動を
してくれてありがたい。
東大生の生の声が
きけて良かった。

冗談抜きで
楽しかった。

東大は思っている
よりも近いし、

とても知的な魅力に
溢れた場所なんだと
学ぶことが出来ました。

地方の高校生にとっては
とても良い経験になると思ったし、
この体験を通してこれからの

モチベーションを
高めることができると思うので
参加できて良かったです。

勉強へのモチベーションが
上がったし、今まで

進路を考えるのが嫌だったが
ちゃんと向き合おうと思った。

東大生と
交流出来て
嬉しかった。

初めは不安でしたが、
大学生の方々が

とてもフレンドリーで
話しやすかったです。

活動日・活動場所は？Q

A 　毎週金曜日の５限後にオンラインでミーティングを行なっています。
メンバーは原則としてこのミーティングに参加します。
　企画（東大ツアー、東大生地方出張セミナー）は土日や長期休暇中な
どに不定期で行われます。現在は COVID-19 の影響によりオンライン
でのみ行なっています。

企画って全部参加しなきゃいけないの？

　参加したい企画や日程の都合がつく企画に参加すればOK！当日都合
がつかない企画でも、準備のみに参加することもできます。

Q

A

Q

A

兼サーしても大丈夫？

　OKです！現メンバーの多くも他のサークルと両立して楽しく活動して
います。（例：運動会の部活動、スポーツ愛好会、その他運動系サークル、
NPO、劇団、ゼミ、音楽系サークルなど）

Q

A

地方出身じゃないと入れない？

　FairWind には東京、神奈川、千葉といった首都圏出身のメンバーも
在籍しています。「地方の高校生に追い風を吹かせたい」という思い
さえあれば出身は問いません！

Q

A

活動費はどれくらいかかるの？

　地方出張セミナーを行う高校までの交通費等は団体側または企画校側
で負担します。現在、メンバー個人に負担をお願いしているのは、東大
ツアーの際にキャンパスと自宅を往復するための交通費のみです。

勉強以外の話も
できてとても
楽しかった

Q＆A


