
白河の高校生のための
オンライン自習室

コミュニティ・カフェ EMANONが、白河市在学・在住の高校生に向けて届ける、オンラインサービス。
ウェブ会議システム「ZOOM」を活用し、オンラインで仮想の自習室を設けました。

白河の高校生のための”オンライン自習室”とは？

ちょうどいい緊張感！ 大学＆受験勉強の
相談ができる！

人と話せる！

小林友里恵
（安積高校出身）
東京大学 文学部

鈴木萌
（白河高校出身）
宇都宮大学 コミュニティデザイン学科

湯澤魁
（灘高校出身）
明治大学 政治経済学部

青砥和希
（白河高校出身）
東京都立大学 地理環境専攻卒

小針翔太
（白河高校出身）
駒澤大学 考古学専攻

塩田裕生
（白河高校出身）
東北大学 数学科

須藤初音
（白河高校出身）
東京都立大学 観光科学科

鈴木朝登
（白河高校出身）
青山学院大学 コミュニティ人間科学部

鈴木冴佳
（白河高校出身）
山形大学 芸術文化領域

鈴木理久
（白河高校出身）
福島大学 人間発達文化学類

冨井治弥
（白河高校出身）
東京大学 理科一類

Point1 Point2 Point3

参加
無料

＊休校期間延長の決定があった場合、10日以降も
　実施を検討します。

5月4日(月)
5月10日(日)

期間

参加方法

大学生（チューター）
プロフィール

時間

主催

16：00‐18：00(毎日)
第一部　「自習ルーム」90分間 16：00-17：30
＊各自の課題に取り組む時間です。＊いくつかの得意教科のある大学生チューターが、質問を受け付けます。

第二部　「大学生と雑談ルーム」30分間 17：30-18：00
＊大学生が、大学生活について共有します。＊双方向のコミュニケーションをとる時間です。
＊自習ルームのみの利用も可能です。

コミュニティ・カフェ
EMANON公式 LINE

コミュニティ・カフェ EMANONの公式 LINEアカウントに登録し、
「オンライン自習室」参加希望とメッセージを送ってください。
オンライン自習室への接続方法をご案内します。

＊オンライン自習室はコミュニティ・カフェ EMANONの事業であり、参加は無料です。
＊コミュニティ・カフェ EMANONへの会員登録が必要です。

@qtk5882s必要なもの
スマートフォン・LINEアカウント　事務局との連絡に必要です。
ZOOMアプリ　iPhoneもしくは AndroidもしくはPCでインストールが必要です。
Wi-Fi 環境　ビデオ通話は大きな通信容量がかかります。4G回線の場合、ギガが足りなくなる場合があります。

一般社団法人 未来の準備室　代表：理事長 青砥和希
拠点：コミュニティ・カフェ EMANON福島県白河市本町９
お問い合わせ
コミュニティ・カフェ公式 LINE @qtk5882s
Mail: staff@junbishitsu.jp

コロナ休校でも学びを止めない。

自分の家だとなんとなく集中できない！
ビデオ通話で、他の人が

隣で勉強している感覚になれます。
#stayhome 

しながら勉強に集中！

自習室には、大学生のチューター
（見守り役&勉強の相談役）がいます。
歳の近い先輩とお話ができます。
他の人の勉強を邪魔せず

話しかけられるのも、ビデオ通話ならでは。

チューターは白河出身や白河ゆかりの
大学生。わからない問題の解説を
お願いしたり、大学生活や研究分野の

情報を聞くことができます。



白河の高校生のためのオンライン自習室

白河の高校生のための”オンライン自習室”とは？
①自宅でも、「ちょうどいい緊張感」ある自習室
自分の家だとなんとなく集中できない！気持ちにぴったり。
ビデオ通話で、他の人が隣で勉強している感覚になれます。
#stayhome だけど、図書館やカフェで勉強している感じ。

②自宅でも、「人と話せる」自習室
自習室には、大学生のチューター（見守り役&勉強の相談役）がいます。
孤独な自宅学習が続く中でも、歳の近い先輩とお話ができます。
他の人の勉強を邪魔せず話しかけられるのも、ビデオ通話ならでは。

③自宅でも、「大学＆受験勉強の相談ができる」自習室
チューターは、白河出身や白河ゆかりの大学生。
わからない問題の解説をお願いしたり、大学生活や研究分野の情報を聞くことができます。

第一部
「自習ルーム」90分間 16:00-17:30
＊各自の課題に取り組む時間です。
＊いくつかの得意教科のある大学生
　チューターが、質問を受け付けます。
第二部
「大学生と雑談ルーム」30分間 17:30-18:00
＊大学生が、大学生活について共有します。
＊双方向のコミュニケーションをとる時間です。
＊自習ルームのみの利用も可能です。

新型コロナウイルスの影響で、福島県内の高校は休校が続いています。
授業や部活動が中止になり、図書館等の公共施設も閉鎖中。学校・地域の中で、高校生の居場所が激減しました。
わたしたちは、コミュニティ・カフェ EMANON５カ年の運営を通じ、高校生が安心して過ごせる場所／地域での活動拠点を提供してきました。
新型コロナウイルスの影響で、施設は休止中です。再開の見通しは、現在のところ不透明です。
しかしEMANONには、現役の高校生だった当時、カフェに足を運んでくれた大学生とのネットワークがあります。
彼ら・彼女らはいま、大学で学びを続ける学生であり、高校生の気持ちに最も近い大人のひとりです。
大学のない町で、大学生と白河の高校生とが出会う機会は、長期休暇等に限られていました。
オンラインツールが一般化するwith コロナの時代にこそ、白河の高校生と、大学生との出会いのチャンスを増やせるのではないか。
そう考え、大学生たちとオンライン会議を重ね、今回のサービスを実施することに決めました。
新型コロナウイルスの流行も、白河が地方であるということも、白河の高校生がキャリア選択の幅を狭める理由にはしたくしないと考えています。
お近くに高校生の方がいらっしゃる保護者の方・社会人の方、ぜひオンライン自習室をご活用・ご紹介いただけないでしょうか。何卒、よろしくお願い申し上げます。

（ご利用のご注意事項）
１）オンライン自習室は無償で利用できます。
２）オンライン自習室はの利用に必要なデバイス・通信環境の整備
　およびそれらに必要な費用は利用者が負担します。
３）以下の内容を行わないことに同意します。また、下記が行われている
　ことが把握された場合、利用停止する場合があります。
　・オンライン自習室利用のために、会員に送られるURLを、
　  許可なく第三者に開示すること。
　・各種コンテンツの録画、編集、再配布、販売、配布される資料等の
　  改ざん、改変、再配布、販売。
　・参加者である高校生及びチューター大学生に対する
　  誹謗中傷やヘイトスピーチ。
４）オンライン自習室は予告なく終了する場合があります。
５）オンラインツールであるLINE公式アカウントならびに
　ZOOMのアプリケーションを活用します。
６）大学生と高校生間の個人情報のやりとり等は禁止しております。
７）オンライン自習室への参加は、成績向上や大学入試の結果など、
　いかなる結果も約束するものではありません。

（対象）
高校生を対象としています。
（トラブルについて）
主催者の故意または過失によらないトラブル（怪我、病気、事故、盗難等を含みます。）
による損害については一切責任を負いません。
（写真・動画撮影、個人情報の取得について）
会員登録における個人情報は、一般社団法人未来の準備室が取得し、
コミュニティ・カフェ EMANONおよびその委託者である
白河市が利用する可能性がございます。
１）写真・動画撮影について
　サービス内で写真や動画の撮影を行う場合があります。撮影する場合、
　参加者本人の承諾を得ます。
　これらの写真・動画を、事業報告等のために使用することがあります。
２）個人情報の取得について
　ご入力いただいた個人情報は、当日や今後のサービスについてのご連絡など
　情報提供に使用させていただきます。

5/4
(月)

須藤初音（数学1A2B）
青砥和希（地理B・小論文）
鈴木朝登（政治経済・現代社会）

5/8
(金)

鈴木理久（数学・英語・物理・化学）
小林友里恵（英語・世界史B・地理B）

5/5
(火)

湯澤魁（英語・数学1A2B・日本史B）
冨井治弥（数学3C・英語・物理・化学）

5/9
(土)

小針翔太（日本史B・漢文・古文）
冨井治弥（数学3C・英語・物理・化学）

5/10
(日)

鈴木朝登（政治経済・現代社会）
塩田裕生（英語・数学・化学・物理）

5/6
(水)

鈴木冴佳（英語・美術）
鈴木理久（数学・英語・物理・化学）

5/7
(木)

須藤初音（数学1A2B）
鈴木萌（現代文・現代社会）

概要 期間

時間

コミュニティ・カフェ EMANONが、白河市在学・在住の高校生に向けて届けるオンラインサービス。
ウェブ会議システム「ZOOM」を活用し、オンラインで仮想の自習室を設けました。

5月4日～5月10日の間
＊休校期間延長の決定があった場合、
　10日以降も実施を検討します。

毎日 16:00-18:00 の時間。

チューターカレンダー

小林友里恵
しっかりしてるように見られるけど結構ドジ。
日本と韓国のアイドルが好き。くだらないアテレコ
動画で独り笑いする習慣をやめたいです。

湯澤魁
EMANONスタッフ。おさんぽおひるね漫画好き。
特技は砂金掘りと寝坊。
高校時代は家出少年兼生徒会ガチ勢。

小針翔太
神保町の古書店をうろうろするのが好き。
水曜どうでしょうとタモリ倶楽部をよく見てます。
チベット旅行をするのが夢です。

須藤初音
演劇女子。高校生時代の部活も
演劇部→大学でも演劇サークル所属。
舞台とアニメが好き。最近はボドゲがやりたい。

鈴木理久
なんか気付いたらいる人、出来ることは少ない。
最近したいこと→ラーメン食べる・キャンプする

青砥和希
EMANONスタッフ。趣味は地形図を眺めること。
最近はゆるキャン△とQuizKnockが好きです。

鈴木朝登
コーヒーとドライブ、温泉がすき。
ひとりよりも誰かと一緒にいきたい。
あと弘中アナ、だいすき。

冨井治弥
元 EMANONヘビーユーザー。街歩きが好きで、
ロゴとか書体とかのデザインにも興味あり。
東南アジアに行くのが好きですが、最近はヨーロッ
パに行くのが憧れ。

鈴木萌
嵐とディズニーをこよなく愛する大学生。 
高校の勉強に苦労した方なので、自分の経験を
もとに出来ることならなんでも手伝います！

塩田裕生
野球観戦が好き。楽天ファン。
理系だけど文章を書いてます。
自称・歩くカレンダー。

鈴木冴佳
美術鑑賞と映画鑑賞が好き。映画館で映画を見
ることと博物館巡り、寝ることが趣味です。
何に関してもツボに入ると止められない止まらない。

大学生からひとことコメント！

保護者・社会人の方へ

注意点・確認事項

どれか１日だけでの参加も可能です。
＊チューターは変更になる場合もあります。

一般社団法人 未来の準備室　代表：理事長 青砥和希
拠点：コミュニティ・カフェ EMANON福島県白河市本町９

コミュニティ・カフェ公式 LINE @qtk5882s
Mail: staff@junbishitsu.jp　Tel: 0248-21-5779

主催・お問い合わせ
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