
 

 

応募者とバーチャルに、またはソーシャルメディアを介して仕事をする 

参加者ブリタニー・ケイシー LLLリーダー [BCLL] 英語（米国） 

皆さん、こんにちは。私のプレゼンテーションにようこそ。私の名前はブリタニー・ケイシー

です。私は、リーダー期待の暫定コーディネーター、コネチカット州のレチェリーグとです。

そして、私はレチェ・リーグ・オブ・アライアンスの北東地域のRALAです。この1年半の間に

、私たちはこのプレゼンテーションを気に入るだろうと思いました。私は、バーチャルな手段

やソーシャルメディアを使って、リーダー志願者や他の志願者候補と一緒に仕事をしています

。 

では、なぜバーチャルなのか？なぜこのような話をするのでしょうか？ラ・レーチェ・リーグ

のリーダーとして、私たちの仕事のひとつは、潜在的な志願者を募集し、リーダー志願者とと

もに働くことです。そして、コビド19のパンデミックの後、私たちはリーダー志願者や関心の

ある親たちに直接会うことができなくなり、状況が変わりました。コビド19の大流行の最初の

数ヶ月後、私たちの多くは、リーダー志願者のための仕事のやり方を変える必要があると気づ

きました。バーチャル形式があらゆるところに出現し、すべての人の生活のあらゆる分野でよ

り普及していきました。世界が変化するにつれて、ラ・レーチェ・リーグも変化してきました

。そして、バーチャル接続は、潜在的な申請者やリーダー申請者と多くの方法でつながること

ができる、本当に素晴らしい方法なのです。とてもアクセスしやすいのです。地理的な隔たり

もありません。交通機関の問題もありません。ボタンをクリックしてサインオンし、La Leche 

Leagueで働くことやLa Leche Leagueのリーダーになることに興味がありそうな人たちとつながる

ことができる効率的な方法です。そのため、多くの点でより効率的です。また、もっとシンプ

ルにすることもできます。なぜなら、あなたはコンピュータを使っていて、あなたの家をピン

留めすることができるからです。同じ地域にいる必要はなく、どこにいても誰とでも連絡を取

って、リーダー応募の作業を継続したり、リーダー応募の作業を開始したりするのを手助けす

ることができます。バーチャルな手段やソーシャルメディアを使って、とても簡単にできるの

です。そして、コミュニティを作り、共同リーダーを見つけることができます。そして、すべ

ての組織、すべてのラ・レーチェ・リーグがよりバーチャルになってきているので、ラ・レー

チェ・リーグの申請業務もバーチャルで行うことができるのは理にかなっていると思います。 

そこで、今日はその方法について、特にアプリケーション作業のある部分をバーチャルで行う

方法と、バーチャルで行う必要がない理由について簡単に触れたいと思います。これはあくま

で選択肢のひとつです。この引用は、City lLitとGreat Britainのフェローの言葉ですが、本当にす

ばらしいと思いました。生涯学習の中核的な目的は、常に、新しい経験や知識を通じて、同じ

考えを持つ人々とつながることによって、人々に目的を与えることである。私たちラ・レーチ

ェ・リーグは、まさにそのような活動をしています。私たちは、同じような関心を持つ人たち

をつなげます。親と支援者をつなぐのです。親御さんと支援者をつなぐだけでなく、指導者と

指導者をつなぐことも、私たちの組織が行っていることの一部なのです。そして、バーチャル

形式は、私たちが学びを続け、リーダー志望者が学びを続け、それをバーチャルで行うことが

できる学習形式なのです。これは本当にエキサイティングなことです。 

この1年半から1年半の間に、皆さんはバーチャルプラットフォームやソーシャルメディアプラ

ットフォームについてよく耳にしたと思いますが、これらはすべて「学習管理システム」と呼



 

 

ばれているようです。これはおそらく、2020年から2021年にかけて、多くの教室、大学の公立

校や私立校がバーチャル形式を採用したことから生まれた造語だと思います。学習管理システ

ムは、基本的に急成長しているeラーニング産業の一部であり、学生に情報を配信するのに役立

ちます。学習管理システムは、学習者に情報を配信するのに役立ち、成人学習者や子供学習者

の学習スタイルに合わせた育成プログラムにも役立ちます。さまざまなことが可能で、インス

トラクターや、私たちの場合はサポートリーダーやLADの担当者が、オーサリングや制作、コ

ンテンツ開発を支援するためのツールも組み込まれています。さまざまなツールがあり、ラ・

レーチェ・リーグを含め、すべてのフォーマットに適しているわけではありませんが、多くの

選択肢があり、さまざまな方法で使用することができます。ソーシャルメディアも、同じよう

なものを使っています。Facebook、Twitter、Instagramなど、ソーシャルメディアの考え方とク

ロスオーバーしている部分もあります。Google classroomやSeesawのような学習管理システムも

、初級者や若年層の学習者の多くがSeesawを使用していました。これがすべてではなく、他に

もたくさんあります。これらは、人々がソーシャルメディア上でつながりや教育に使っている

もの、そしてバーチャルプラットフォームで使っているものという点で、より一般的なものや

人々が見たことのあるものをいくつか挙げています。Facebookは、19年以前からすでに存在し

ていました。ただ、それがさらに顕著になっただけです。ズーム。Zoomは、誰もが使っている

ものだと思いますし、Googleも、さまざまな方法で使っています。Googleのミートアップや

Googleのチームもあります。多くの企業が利用していますが、Googleのフォーマットを使って

、リーダー志望者や潜在的な志望者とつながる方法はたくさんあります。Twitter、Instagram、

Skype FaceTime、SeeSawは主に教室で使われていますが、もしアクセスできるのであれば、こ

のように、人々が使っているさまざまな形式を見ることができます。  

しかし、今日は、ラ・レーチェ・リーグが最も使いやすく、私たちの多くが簡単にアクセスで

きる3大サービス、Soomについてもっと話したいと思います。私たちは皆、Zoomを使うことに

慣れ親しんできました。Google、Google meet upだけでなく、Googleを利用する方法はたくさん

あります。実際、私が今やっているのは、GoogleスライドとFacebookの組み合わせです。 

そこで、それぞれのフォーマットについて、そのプラス・マイナス、使い方、リーダー志望者

とつながり、仕事をしようとするときに何が有効かをお話しし、その後、応募プロセスのさま

ざまな部分についてお話ししたいと思います。 

Zoomについてお話ししますと、2020年代初頭にパンデミックが起きたとき、私たちの多くが

Zoomの無料アカウントを取得しようと躍起になっていました。なぜなら、社会的なつながりだ

けでなく、時には仕事や子どもたちのために、教室など、さまざまなつながりができたと思う

からです。また、レチェ・リーグのリーダーたちと一緒に、サポートを必要としている家族や

親御さんたちと連絡を取り合っていました。Zoomは、無料のオプションとして利用できるので

、とても便利です。40分という時間はとても長く、40分間で多くのことを成し遂げることがで

きます。しかし、無制限の会議時間にあなたを取るためのアップグレードは、月額約15ドルで

す。もしあなたがラ・レーチェ・リーグのリーダーで、その地域やグループがこのようなこと

のために資金調達をするのであれば、寄付金を受け取ってください。私が知っているいくつか

のグループは、このために寄付金を受け取っています。そうすれば、時間、エリアネットワー

ク、ダイレクトコネクトのエンティティは、無料または最小限の料金で使用できるZoomアカウ

ントにアクセスすることができます。有料オプションを利用する場合は、費用対効果が高くな



 

 

ります。もっと高価なプロフェッショナル・オプションもありますが、私たちがリーダー候補

として行っていることについては、そんなことをする必要はないでしょう。月15ドルのオプシ

ョンを使えば、ある程度のセキュリティが確保されますし、ミーティングを録音することもで

きます。例えば、私が今Zoomのアカウントでやっているようなことです。また、待合室を作る

こともできます。  誰が出入りしているのかをモニターすることができます。もしあなたが潜在

的な応募者のグループと会っているなら、少なくとも待合室を用意して、あなたが知らない人

を承認しないようにしたいでしょうし、ラ・レーチェ・リーグのリーダーとは何かということ

を知らない可能性もありますから。Zoomは間違いなく、より安全な仮想プラットフォームの一

つです。待合室があり、開催するミーティングをパスワードで保護でき、参加者のミュートや

ミュート解除が可能だからです。管理者であれば、パーソナライズされたリンクを誰かに送り

、そのリンクにアクセスできるようにし、その人がそのリンクにアクセスできない場合は、

Zoomミーティングに参加できないようにできます。Zoomのミーティングに電話することがで

きます。インターネットに接続できる状態でも、運転中であったり、インターネットに接続で

きる状態でも、その瞬間に接続できなかったり、インターネットに接続できない状態でも、こ

の方法なら通話が可能だからです。これもとてもいいことです。教室のような、あるいは真剣

な会議のようなやりとりができるのですから。実は、挙手機能があるんです。誰かが質問をし

たら、小さなバーチャルな黄色い手を挙げることができます。拍手機能もあり、話し手やチャ

ットをするリーダーは、拍手をしてもらうことでフィードバックを得ることができます。ファ

イルをアップロードしたり、チャットで文書をアップロードすることもできます。画像をアッ

プロードしたり、画面を共有することもできます。今、私がやっているのは、このようなこと

です。私が何をしているのか見ることができます。私のGooglefileやあなたが使っているもので

私の画面がどのように見えるかを見ることができます。これは本当に便利な機能で、これにつ

いてはもう少し詳しく説明します。情報共有、教育、指導、実演、本質的な応募者との共同作

業など、必要なことの多くを1つのフォーマットで行うことができるのです。これは本当に素晴

らしいことです。このような形で、多くの柔軟性を得ることができます。そのため、多くのグ

ループがこのような方法を取っています。もし、ラ・レーチェ・リーグのエリア、グループ、

リーダー、エリアネットワーク、BCEが有料アカウントを持っていれば、サインオンするリー

ダー志願者は、アカウントを持つ必要がないのです。 

無料のアカウントで2～3時間、ミーティングを開催することができるのです。ラ・レーチェ・

リーグのリーダー候補者は、できるだけ早く申請書を完成させ、ミーティングに参加するため

にZoomのアカウントを追加で購入する必要がないように、最小限のコストで済むようにしてい

ます。それが、このサービスの良いところです。 

Facebookの話を少ししましょう。Googleと同じように、Facebookにも、リーダー候補と仕事を

するときに使える手段が複数あります。Facebookといえば、FacebookプロフィールやFacebook

ページをカスタマイズするのが一般的でしょう。その通りです。Facebookはそのような目的で

設立され、有名になりました。ラ・レーチェ・リーグのリーダーとして、私たちはFacebookを

利用していますが、Facebookが提供するさまざまな手段は、私たちが誰かと一緒に仕事をする

ときにも役立ちます。Facebookライブはそのひとつです。ページやグループ、あるいは個人の

プロフィールにいる場合、小さなFacebookのライブボタンをクリックすると、実際にライブで

ストリーミングし、誰かとチャットすることができるのです。ただし、相手はカメラに映って

いるわけではありません。相手はカメラであなたを見ているだけで、あなたがライブでストリ



 

 

ーミングしているので、少し緊張するかもしれませんが、リーダー候補を含む人々に情報を提

供する、とても迅速で簡単な方法です。Facebookメッセンジャー 

テキストサービスのような仕組みで、リーダー応募者を全員Facebookのメッセージにポンと入

れれば、1通のテキストメッセージでコミュニケーションが取れます。とても素早く、どんな情

報でも、写真のアップロードやファイル、ファイルへのリンクまで、Facebookメッセンジャー

を使えば、複数の人に素早く情報を発信することができるのです。ラ・レーチェ・リーグの地

域やグループの多くは、Facebookでサポートグループを運営したり、サポートが必要な親や家

族のためのグループを運営しています。また、Facebookは最近、昨年中に、Facebookルームと

いう、Zoomに少し似たものを発表しました。これは、Facebookのユーザーがサインオンして、

あなたと一緒にカメラに映り、短いチャットをすることができるというものです。 

これらはすべて、リーダー志願者に使えるもので、アプリケーションを紹介するときに、もう

少し詳しく説明します。ラ・レーチェ・リーグのグループであろうと、リーダーであろうと、

申請者であろうと、親であろうと、Facebookユーザーであれば誰でも無料で利用できます。

Facebookのグループを持っている人、Facebookユーザーであれば、無料で利用することができ

ます。多くのリーダーがFacebookで保護者のサポートをしているので、リーダー志願者にとっ

てはとても良いトレーニングや仕事になります。リーダー志望者は、リーダーとしてソーシャ

ルメディアで交流するための考え方をすぐに身につけることができるのです。これはテキスト

ベースです。誰かにメールを送るようなイメージです。書き出したり、編集したりすることも

可能です。Facebookでライブ配信をする場合は別ですが。ほとんどテキストベースなので、簡

単です。自分が何を書いているのかがわかるので、とても簡単に情報を伝えることができます

。  

さて、Facebookには時々懸念されることがあります。おそらく世界中に何百万人ものFacebook

ユーザーがいるためでしょう。Facebookのユーザーは世界中に何百万人もいて、Facebook上で

話している人が、実際の生活でもそうであるとは限りません。ですから、その点は注意してく

ださい。また、Facebookの翻訳機能を使用したことがある人は、必ずしも理想的とは言えませ

ん。実際、たくさんの異なる言語を話す人たちは、翻訳が正確である以上に、しばしば、面白

くてユーモラスであると言います。 

また、私たちは地理的な境界を越えてバーチャルにつながり、ソーシャルメディアに参加でき

るため、全員が同じ言語を話すとは限らないリーダー候補と仕事をする場合、翻訳機能を使用

しても、それが最も正確で効果的な方法とは限りません。また、一貫性や責任の所在に悩むこ

ともあります。Facebookはアルゴリズムに依存しており、情報にフラグが立てられたり、削除

されたりすることがあります。Facebookで母乳育児をサポートするグループを運営している私

たちにとって、このようなことは少し厄介なことなのです。あなたはこれが起こるのを見たこ

とがあるかもしれません。アルゴリズムが少しおかしくなって、乳房のような単語を拾って、

フラグを立てる投稿をすると、警告が表示されるんです。Facebookのアルゴリズムによって何

かが誤って解釈されると、情報の損失が問題になることがあります。リーダー志願者の追跡や

コミュニケーションに使っている場合、ちょっとおかしなことになったり、誤って削除されて

グループが閉鎖されたりすると、コミュニケーションの一部が失われる可能性があります。そ

の点にも注意が必要です。 



 

 

わかりました。Googleにはバーチャルミートのオプションがあるので、Googleのプラットフォ

ームについて話しましょう。Googleのミートアップは素晴らしいです。Zoomと同じような感覚

で使えます。Googleのミートアップではセキュリティが低く、Zoomのように待合室もありませ

んが、Googleは多くの人が持っているかアクセスできるGoogleアカウントを持っていれば、誰

でも簡単にアクセスすることができます。そのため、Googleミートアップのオプションが好ま

れるのです。しかし、ZoomやFacebook、Googleミート、あるいは先ほどお話しした他の学習モ

ジュールに加えて、他のGoogleプラットフォームをバーチャルに使うことができます。Google

のプラットフォームを、ZoomやSkype、Facebookなどと組み合わせて、リーダー志願者と仕事

をする際に利用する方法があります。私が使っているのは、GoogleドキュメントとGoogleスラ

イドです。 

今、このスライドショーはGoogleスライドで、Zoomの画面共有機能を使ってGoogleファイルを

表示していますが、これはアプリケーションワークの様々な部分でできることです。コンスタ

ンスは、ニューヨークのラ・レーチェ・リーグに所属する私の親愛なる友人で、彼女と私は

2021年の初めに、リーダーの応募者とバーチャルで仕事をすることについてチャットでやり取

りをしていました。 

組織の使命と、私たちが奉仕する人々が、リーダー志願者を逃すわけにはいかないのです」と

。「パンデミック後の世界でも、コビッド19が去った後でも、リーダー志願者とバーチャルに

仕事をする方法を見つけ続けなければならない理由です。なぜなら、リーダーやリーダー志願

者、志願者候補、そして私たちが支援する保護者とつながるための方法だからです。なぜなら

、リーダーやリーダー志願者、志願者候補、そして私たちが支援する保護者とつながる方法だ

からです。ですから、バーチャル形式を利用できれば、私たちのリーダー層を拡大することが

できるため、これを行う必要があるのです。 

では、なぜそれがなんとなくうまくいったのか。コンスタンスと私は、このことについても少

し話をしました。彼女は、なぜ私たちがこれをやるか、少なくとも試してみようと思ったのか

、と言いました。それは、応募者のために応募作業の各部を合理化するのに役立つからです。

コミュニティ形成に役立つものもあります。これは本当に素晴らしいことです。リーダーとし

て応募する場合、この作業をしていると本当に孤独を感じることが多いと思うんです。しかし

、Zoomやスタディグループ、バーチャルフォーマット、Facebookグループ、Facebookライブ、

Facebookグループ、Facebookメッセンジャーチャットで、他のリーダー志願者やサポートリー

ダーと一緒にやれば、コミュニティを構築することができ、これはリーダーシップにおいても

非常に重要なことです。必要な書類や資料へのアクセスも容易で、特に地域によっては、リー

ダー候補者にアクセスさせたいものがある場合、より広い範囲から候補者を募ることができ、

地理的な隔たりなく、保護者が特定の場所でのシリーズミーティングに来なくても済むように

なります。私たちは、各地にいるリーダー志願者と一緒に働くことができます。私は、自分の

住んでいる州や地域から1時間半ほど離れた場所にいても、リーダー志願者とつながり、彼らが

リーダーシップを発揮できるように手助けすることができます。 

また、サポートリーダーの仕事も少し減らすことができます。応募してきたリーダーと一緒に

座って、ある部分の応募作業をすると、何度やっても大きな時間の塊になることがあります。

しかし、私たちはリーダーとともに働き、彼らが何を知る必要があるのかを知り、それを身に

つけさせたいと考えています。これをバーチャルで行うことができれば、実は負担が軽くなる



 

 

のです。リーダー候補のグループ単位で行うことができるので、負担が軽くなるかもしれませ

ん。また、他のサポートリーダーやLADの代表者、地域やCTE、地域のネットワーク、そして

LADの代表者とも仕事を分担することができます。また、LADの担当者も同様です。リーダー応

募部門を離れれば、地理的な境界を越えてより広い範囲で作業を行うことができ、チームとし

て効率的かつ効果的に、より多くのリーダー応募者の応募完了を支援することができるのです

。  

そこで、アプリケーション・ワークのある部分について、また、これらのバーチャル・メディ

アやソーシャルメディアのフォーマットを使って、どのようにこれを行うかについてお話しし

ましょう。まず第一に、リーダーシップについて考えます。私たちは、潜在的な応募者を募集

しています。リーダーハンドブックにあるように、私たちは、リーダーシップに興味があるか

どうかを尋ねるミーティングを行うのが好きです。ラ・レーチェ・リーグのリーダーになると

はどういうことかを話しましょう。Zoomでスケジュールを組み、バーチャルで行うことができ

ます。InstagramやFacebookページにミーティングを投稿し、誰が興味を持っているかを確認す

ることができますし、Zoomミーティングを開催し、誰が興味を持っているかを確認することが

できます。FacebookグループやZoomミーティング、GoogleミートアップミーティングでQ&Aパ

ネルを作成し、潜在的な応募者にその地域のリーダーに質問してもらうことも可能です。

Googleアンケートを作成する。GoogleフォームからGoogleアンケートを作成し、ある地域のグ

ループメンバーの保護者、またはその地域のメンバーで興味がありそうな人に送り、どの程度

興味があるか、どの程度資格が必要かを評価させることができます。また、Facebookなど、ほ

ぼすべてのプラットフォームで、リーダーシップのための前提条件となるディスカッションを

行うことができます。Google Meets。どれも有効です。ソーシャルメディアに依存する時代で

すから、InstagramやTwitter、Facebookで「Q&Aを行いますので、リーダーシップに興味がある

方はいらっしゃいませんか？ 

私たちの多くは、ラ・レーチェ・リーグ・インターナショナルのリーダー照会フォームに記入

された回答を受け取っていますね。そして、誰かが自分の地域で記入すると、世界中のCLAにそ

の回答が送られます。私たちは皆、メールを送り返しますが、それをまとめて、この地域でラ

・レーチェ・リーグのリーダーになるためのズームクラスに参加しませんか、と言うのに最適

な方法なんです。このように、グループ外や地域外でも、このような活動を行うことができま

す。リーダーシップについて考えるワークショップを他の地域と共同開催することもできます

。エリアネットワーク全体やDCE全体で行うこともできます。これは、私たち全員が同じ応用

作業をしているので、十分に可能なことです。そして、私たち全員が、エリア、エリアネット

ワーク、DCE全体から、リーダーシップのベースをリクルートする手助けをすることができま

す。  

それから、先ほどお話した、前提条件である「興味があるかどうか」。このとき、バーチャル

であろうとなかろうと、ワークショップに参加した人の中から何人かが、私たちとの無料応募

の対話に参加してくれることをいつも願っています。これは、Zoomワークショップを利用する

のに最適な分野です。例えば、Allianceのレイチェル・コンシテスは、これから引用します。彼

女はこんなことをやっています。彼女は、申請前の対話ワークショップを4回シリーズで開催し

ていますが、シームレスに機能し、彼女の負担はほとんどありません。そして、応募する側に

も負担はほとんどありません。応募前の対話は、テキストベースのフォーマットで行うことも



 

 

できます。Facebookのグループで、応募前の対話の一部をタイプアップして、コンセプトを盛

り込み、応募希望者に、それが自分の生活や、自分と母乳育児の旅にどのような影響を与える

かについて回答してもらうことができます。これは、これからお話しする個人的な履歴の作成

に役立ちます。これは一石二鳥の方法ですが、カメラで撮影する必要はありません。Facebook

のプライベートグループで、テキストを使って行うことができます。そうすれば、自分のグル

ープや身近な地域を超えて、自分の地域やDCE、地域のネットワークにいる複数の潜在的な応

募者と応募前の対話ができるようになります。そして、働く意欲のあるサポートリーダーを増

やすことができます。サポーティング・リーダーを参加させれば、潜在的な応募者とつながる

ことができ、無料応募の対話が終わった後、そのつながりを育み、サポート・リーダーになる

ことに関心を持つかもしれません。 

ソーシャルメディアプライベートグループを作成する方法はたくさんありますが、今日は

Facebookについてお話します。 Facebookにソーシャルメディアプライベートグループを作成し

、応募者に興味のある人を招待することができれば、応募者は誰でも参加できます。これは、

応募者の興味を引きつけ、応募前の対話、リーダーシップのための前提条件、応募の準備など

を手助けする素晴らしい方法です。これは、レイチェルの言葉です。レイチェル・コンシテス

は、アライアンスのRALAであり、オハイオ州のラ・レチェ・リーグのリーダーでもあります。

つまり、それぞれのコンセプトについて、潜在的な申請者が理解しているかどうかを確認する

ために、何度もポーズを取りながら話をしたのです。「私たちは素晴らしい会話を交わし、応

募者たちはお互いをよく知ることができました。私たちは自分史のトピックについてたくさん

話し、応募者はコンセプトについての考えや、自分がどのように要件を満たしていると思うか

を共有しました。これは、潜在的な応募者に応募者としての準備をさせ、仕事をさせるという

意味で、とても良いことでした。というのも、レイチェルはこれをやったのですが、これは私

のアイデアではありません。だから、私は彼女から愛情を込めてこれを持ち上げているわけで

はないんです。申請前の対話はバーチャルな形式で行ったので、回答した内容をGoogleドキュ

メントに記録することができます。また、応募前の対話で話し合ったコンセプトについてアン

ケートに答えることで、個人履歴を作成する準備ができたときに、その情報を利用することが

できます。パーソナル・ヒストリーを作成する際にも、綿密なエッセイを書く代わりに、

Googleのフォームに記入することができます。Googleドキュメントに、あなたがコンセプトを

提示したことを記録することができます。あなたがコンセプトについて質問し、それについて

彼らが考える。テキストチャットをベースにしたフォーマットでも、Zoomでも、口頭でも、さ

まざまな場所で対話をすることができますし、エッセイスタイルというよりは対話スタイルで

、少しずつ分解していくこともできます。ここに2つのコンセプトがあります、と言えばいいの

です。1週間後に、あなた個人の母乳育児と子育ての旅に関連して、これらについて話してほし

いのですが、これは本当に効果的です。また、ソーシャルメディアや学習管理システムの多く

には、テキストで話すオプションがあるので、とても効果的です。ですから、あまり文字入力

が得意でない人や、素早く入力できない人、赤ちゃんを抱っこしている人など、さまざまな人

がいます。また、ソーシャルメディア・プラットフォームを使って口頭で回答し、サポート・

リーダーがそれを入力することも可能です。これはとても効果的な方法です。  

では次に、母乳育児リソースガイドについてお話します。BRGのことです。こちらもニューヨ

ークのコンスタンス・ポンドについてお話しします 選出されたリーダーで、申請者とバーチャ

ルに働くことがいかに必須かを評価しています これについて言いたいのは、彼女は実際にリー



 

 

ダー申請者と毎週隔週で母乳育児リソースガイドの討論グループを少し行いました そのような

ものは、この小さなコミュニティミーティングで、彼らは前の週に彼女が割り当てたBRGのど

んな部分について、この小さなコミュニティベースの討論をしているのです。彼らは、BRGの

その小さな部分について読み、作業をするのです。そして、その回答を小さなZoomミーティン

グに持ち込むのです。コンスタンスは、とても優しくあちこちの会話をリードしていましたが

、時には、ただ座って静かにしていると、リーダー志願者たちが自分たちで話し、BRGのワー

クをしているときに読んだことや学んだことを共有し、個人的な経験やミーティングで見聞き

したこと、自分が出したリーダーの反応について共有し、それはとてもとてもうまくいってい

ました。これは、ちょっとした勉強会のようなもので、自分たちがやっていることで、「これ

は難しいな」と思った人の空欄を埋めることができました。他の応募者がその応募者を助ける

ことができたので、本当によかったと思います。もうひとつは、応募者がその気になれば、

Googleドキュメントを使ってBRGのメモや作業を保存し、それをまとめておくことができるこ

とです。Googleドキュメントにアクセスして、BRGのさまざまな部分を割り当て、同じドキュ

メントやGoogleフォームに回答を書き込むことができるのですから、その時点で本当に勉強会

のようなものです。そうすると、全員が自分の行った作業にアクセスできるようになります。

BRGのFacebookプライベートグループやZoomなどで、バーチャルに議論することができます。

リソースを共有し、研究グループ内で知識のギャップが生じないようにするための、いわば素

晴らしい方法です。素晴らしいリソースを見つけたら、コピーするよりも、ソーシャル・メデ

ィア・グループやFacebookメッセンジャーで共有する方がずっと簡単です。ソーシャルメディ

アはこの点ではとても優れています。 

リソースや情報を共有するのは本当に簡単です。また、特定のラ・レーチェ・リーグリーダー

志願者がお互いに近くに住むようになれば、共同リーダーになる可能性もあり、その絆はすで

に形成されているのですから、これは本当に素晴らしいことです。彼らの地域にはラ・レーチ

ェ・リーグのグループがないので、一緒に新しいグループを作るかもしれませんし、彼らはす

でにそうしています。BRGを一緒にやりながら、リーダーシップの仕事も一緒にやっているわ

けです。このような会話を優しく進めるサポートリーダーとして、誰が地域のチームメンバー

にぴったりなのか、誰が素晴らしいコミュニケーションのスキルを持っているか、誰が素晴ら

しい組織のスキルを持っているか、誰が素晴らしいリエゾンのスキルを持っているか、あらゆ

ることを優しく見て、将来、この人は地域のプロのリエゾンにぴったりだろうと思えるように

なる、素晴らしい方法なんです。このように、BRGはとても穏やかな方法で行われるのです。

Zoomで勉強会をしたり、Facebookで勉強会をしたり、Google Driveですべてのリソースを共有し

たり、とても使いやすい方法です。しかし、これは長期的な視点からも有益です。また、コミ

ュニティ・ビルディングにも最適です。 

そこで、コンスタンスさんの言葉を紹介したいと思います。「応募者のプロセスを迅速化する

方法を見つけたことに感謝しています。さまざまな場所にいるフューチャー・リーダーが互い

に知り合えるという利点もありますし、実際に会議などで集まったときに、この人たちはすご

いなと思えるようになるのではと想像しています。今、私たちは実際に会っているのです。リ

ーダー候補のプロセスを一緒に体験できてよかったよ！」と。カンファレンス、ズーム、

FacebookやGoogleのミートアップなど、他のリーダー候補者と直接会うことで、多くの人が達

成できる方法だと思います。コンスタンスは、一緒に働いていたニューヨークのリーダー候補



 

 

とその効果を実感していましたから、ぜひ試してみてください。BRGは、応募者とバーチャル

に仕事を始めるのに、とても簡単な方法なのです。 

なるほど。リーダーになるための準備として、トピックのチェックリストです。これは、私た

ちのサポートリーダーの多くから、これはとても重荷で、私たちが使いたい言葉ではありませ

んが、少し手間がかかるという話をよく聞きます。時間がかかるかもしれませんが、リーダー

志望者がリーダーとしての基本を理解するために、とても重要な作業です。チェックリストを

見ると、5つの部分に分かれているのがわかります。そのスライドを作成することもできます。

サポート・リーダーやLAD代表がチェックリストを説明する様子を録画しておけば、他のリー

ダーがチェックリストの会話を円滑に進めるために、何度も繰り返し使うことができます。

Zoomワークショップで、1人のサポーティング・リーダーまたはLAC代表と複数の応募者がチェ

ックリストを行うことができるので、この方法でより多くの応募者にアプローチすることがで

きます。また、地域が一緒になってチェックリストを行うこともできますし、多くの場合、バ

ーチャルでチェックリストを行う方が、サポートリーダーにとっても時間が節約できます。ま

た、いつも通り、ミキシング・ソース・リスニングとバイアス・エクササイズを奨励するなら

ば、ズーム・ワークショップはミキシング・ソース・リスニングとバイアス・エクササイズに

焦点を当てたもので、人々がより快適に、本当にパーソナルな会話をすることができるからで

す。チェックリストに戻ると、リーダーログの書き方や、地区アドバイザーへの報告方法など

を説明する必要がありますが、Zoomの画面共有オプションを使えば、視覚的に学習する人たち

に、文字通り一歩一歩説明することができます。どこをクリックすればよいかを示すことがで

きるのです。パスワードを入力する場所を教えたり、La Leche League Internationalのウェブサイ

トや涙シートのリーダーページの場所を教えたりすることができます。そして、認定されたら

すぐにリーダーにやってもらいたいことがたくさんあります。その方法を教えることができる

のです。視覚的に学習する人たちは、画面共有のZoomオプションがとても役に立ちます。これ

は、私がいくつかのアライアンス領域で行ったチェックリストのパート3の準備のために作った

ものですが、本当に、本当に、本当によく機能しました。そして、それは本当に、本当に素晴

らしいものでした。私と一緒に参加したサポートリーダーや、全米から応募してきたたくさん

の人たちと、一緒にやり遂げることができたのです。他の多くの地域でも、エリアネットワー

クやダイレクトコネクションを使って同様のことを試みましたが、1人のリーダーが複数の応募

者を率いてチェックリストを作成することで、作業が早く進み、応募者のタスクも保たれると

いうことがわかっています。これは、私自身も実感していることです。このワークショップに

参加した応募者を持つ、サポートリーダーや他のLAD代表からのフィードバックは、私自身に

も当てはまります。 

あ、読書作業か。だから、これは簡単なものにしておきましょう。ラ・レーチェ・リーグ・イ

ンターナショナルは、リーダーハンドブックがオンラインで利用できるようになったので、お

そらくこれはますますバーチャルになると思っていましたが、Googleドライブに共有リソース

があると、リーダー志願者にとってとても便利だとよくわかります。Googleドライブには、出

産と母乳育児の小冊子、コミュニケーションスキルのワークショップ、今日のリーダーの追加

資料、読んだ本のメモ、読んだ本の要約を記入するためのGoogleフォームなどが入っていて、

応募者は自由にアクセスできます。これらはすべて、読書を完了するために必要なリソースを

バーチャルで共有するための非常に良い方法です。 



 

 

また、リーダー応募のワークをしていると、応募したリーダーが読書の部分を終えていること

がよくあるんです。その際、その本について教えてくださいとお願いすることがあります。こ

のように、Googleフォームを設定しておけば、資料やウーマンアート、リーダーハンドブック

などを読み終えたときに、その情報をすべてGoogleフォームに入力することができ、LADの担当

者に自動的に送信され、担当者はそのリーダー申請者と対話できるようになります。そうする

と、LADの担当者はリーダー候補者と対話することができます。より合理的なのです。そして

、Googleフォームを含め、すべてがGoogleドライブ上で利用可能であれば、リーディングを終

えた後、LADの代表者に必要な情報を提供する可能性が高くなります。これもいいアドバイス

ですね。  

そして、最後にプレビューをご紹介します。なぜなら、私たちはリーダーとして、Zoomや

Skype、FaceTime、Facebook、Twitterなど、どこにいても、プライベートメッセージを受け取っ

たり、テキストベースのメッセージを受け取ったり、同じ部屋ではないが、顔を合わせてつな

がったりして、親たちを助けているからです。このプレビューは、応募者のロールプレイを支

援し、リーダーとしての練習をするために作られたものです。ZoomやFaceTime、Skype、

Facebookで行うのもいいでしょう。ビデオ会議で顔を合わせて行うこともできます。また、

FacebookのプライベートグループやFacebook Messengerで、サポートが必要な親を持つ練習をす

ることもできます。多くの人がやっているように、Facebookでメッセージを送り、返信しても

らうのです。このような手段をすべて利用することができ、彼らはプレビューを行うためにリ

ーダーとして必要となるでしょう。これは本当に、本当に、本当に素晴らしいことです。なぜ

なら、リアルタイムの練習ができるからです。プレビューに座って、2時間もかけてだらだらと

練習する必要はないんです。FacebookのMessengerでプレビューの質問をいくつか送って、1週

間後にzoomミーティングをしましょう、と言うことができます。そして、実際にFaceTimeであ

なたに電話をかけて、以前のシナリオの1つを行うかもしれません。実際にズームミーティング

を行い、Zoomシリーズミーティングで作業しているように、グループ管理のシナリオをズーム

ミーティングで練習することができます。このように、実世界での応用を想定したプレビュー

は実に素晴らしいものです。ソーシャルメディアは、サポートを必要としている多くのご家族

やご両親をサポートする場でもありますから、このようなことができるのです。 

読書会と同じで簡単なメモ。LADの担当者は、内覧会終了後、応募者とそのサポートリーダー

に内覧会評価用の質問を記入するよう、何度も催促しなければなりません。もし、Googleフォ

ームに質問事項を記入してもらい、そのリンクを応募者とサポートリーダーに送ると、自動的

に回答が送られてきます。そうすれば、より多くの回答が得られるでしょう。Googleのフォー

ムが、記入とチェックボックスにチェックを入れるように強く誘うので、普通のメールを送っ

た場合よりも、おそらくもう少し多く返事が来るでしょう。GoogleドキュメントやGoogleフォ

ームといったGoogleのフォーマットを使えば、リソースを保存して共有するだけでなく、評価

のための質問に答えてもらったり、プレビューの質問をしたり、作品に関する読書の質問に答

えてもらったりすることができます。本の要約や、自分史の作成もこの方法で行います。それ

はオプションです。 

では、リーダー志望者をリーダーにするために、バーチャルで作業しているわけですが、これ

をバーチャルでも行う必要があります。そこで、多くの地域やDCEが、バーチャル・リーダー

・デート・セミナーに彼らを参加させるという素晴らしい仕事をしました。バーチャル・カン



 

 

ファレンス、エリア・ミーティングに参加させ、何かイベントを企画する際には、バーチャル

・プラットフォームやカンファレンス、セミナー、ミーティングに参加させることで、リーダ

ー候補者を組織と結びつけ、顔を合わせる機会が減っている今、素晴らしい方法と言えるでし

ょう。そして、認定された後は、ソーシャルメディアを使って、お祝いのメッセージを送った

り、通知したりすることができます。そして、リーダー・デー・セミナーやエリア・ミーティ

ングでは、実際にカメラに映して、彼らが参加するエリアをビデオで紹介し、個人的なリーダ

ー・セレモニーで彼らを歓迎することで、彼らを本当に認めることができます。これらはすべ

てZoomで行えます。Facebookでもできます。Facebookのライブ中継で、ライブカメラに1分間

だけ飛び込んで、リーダーたちを祝福し、認めることができます。これらはすべて、彼らが誇

りを感じ、この地域に彼らを迎え入れるための、本当に素晴らしい方法です。また、ライブカ

メラに出演してくれるのであれば、Facebookやzoomでライブ配信し、参加するグループや地域

とのQ&Aをさせることも可能です。そうすることで、親たちは彼らをリーダーとして認識する

ことができます。特に、彼らが他のミーティングで本当に存在感があった場合です。これは、

彼らに足元を固めてもらうと同時に、グループ内のエリアがライブでQ&Aを行い、Facebookラ

イブやZoomであなたを知るという、実に素晴らしい方法なのです。 

さて、これはバーチャルが誰にでも向いていると言うわけではありません。シャノンは私の親

友です。彼女は私と一緒にLa Leche League of ConnecticutのACLAをやっています。彼女はまた、

私のアートコネチカットオンラインコーディネーターであり、私たちのソーシャルメディアプ

ラットフォームやZoomをセットアップして、私たちのシリーズミーティングや母乳カフェ、す

べてのリーダーや申請者のものをZoomで実行できるようにするなど、とても素晴らしい仕事を

してくれています。しかし、彼女は、私が本当に重要だと思うことを指摘してくれました。「

バーチャルな選択肢があることで、応募者を見つけ、一緒に働く可能性がより高くなると思い

ます。しかしその一方で、対面や電話では素晴らしいリーダーになれる人でも、メールではう

まくコミュニケーションがとれなかったり、Zoomで何かをすることに特に気後れしてしまった

りする人もいるのです。ラ・レーチェ・リーグは、保護者がバーチャルで利用できるようにす

る必要がありますが、それは、インターネットへのアクセスやコンピュータのスキルがない人

には、リーダーシップが取れないということでしょうか？ 

というのも、リーダー候補やサポートを求める保護者の中には、バーチャルで何が起きている

のか、ソーシャルメディアで何が起きているのかに敏感な人がいて、そういう人たちにとって

は、これが最も理にかなっているのですが、コーディネーターのグループの多くの地域では、

こうしたプラットフォームを最も快適に感じない人もいて、それが候補者としては破滅的なも

のではないのです。シンシア・マッシーがよく言うように、これは選択肢のひとつです。この

方法しかないわけではありません。ですから、私たちは、地理的な障壁を取り除き、バーチャ

ルな環境でリーダー候補者と一緒に仕事をすることに興奮し、熱中していますが、このことを

心に留めておく必要があると感じています。また、すべての人に向いているわけではないこと

を念頭に置き、昔ながらの電話や、たとえ外で、社会的に距離があっても、マスクをしてでも

、直接会うことを放棄してはいけません。リーダー候補の中には、その方がうまくいく場合も

ありますし、そのようなニーズにもできる限り応えられますから、それでもいいのです。また

、「ズーム・ミーティングには飛びつくけれど、カメラの前では落ち着かない」という人もい

るでしょうし、常にカメラをズームにしてFacebookにアップする必要はありません。そんな感

じです。 



 

 

しかし、それが唯一の方法というわけではなく、必要であればいつでも電話をかけて、昔なが

らの電話をかけて、彼らがどのようにコミュニケーションしているかを確認するのがよいでし

ょう。どのように働きたいかを聞いてみるのです。もし、バーチャルで働きたいのであれば、

ぜひそうしてください。潜在的な応募者にとって、リーダーシップを身近なものにする素晴ら

しい方法なのです。もし、直接会ったほうがいいという人がいても、それはそれでいいのです

。 

社会的な距離感で、今週末に直接会って、チェックリストのマスクアップをすればいいのです

。必要であれば、応募者のために、バーチャルでない方法で応募作業を行う方法もあります。

バーチャルは選択肢の一つであり、良い方法なので、ぜひ皆さんに使っていただきたいと思い

ます。しかし、それがリーダー候補の応募作業を行う唯一の方法というわけではありませんし

、赤ちゃんをお風呂から放り出すようなことはしません。また、「この方法しかない」という

こともありません。これは、LADの代表者とサポートリーダーが、潜在的な応募者やリーダー

候補者を募集し、支援するためのツールボックスの中の、もうひとつのツールに過ぎません。 

ここで引用し、リーダー志願者のための仮想オプションについて一緒に議論した友人たちに特

に感謝します。そして、私たちがその方法を学び、彼らがその方法を学ぶ中で、バーチャル形

式について私たちと一緒に取り組んでくれたリーダー志願者たちにも、感謝します。Covidがで

きるまでZoomワークショップを開催したことがなかった私は、多くの熱心なリーダー志願者と

ともにチェックリストのワークショップを開催しました。彼らはとても忍耐強く、私も学ぶこ

とができましたし、より多くの応募者にバーチャルでアプローチするために何ができるかを知

ることができたので、とても感謝しています。 

これは私の連絡先です。追加の質問に答えたり、私のスライドや他の画像を共有したり、リー

ダー志願者とバーチャルに仕事をすることについての逸話を共有したりすることができたら嬉

しいです。 

本当にありがとうございました。残りの会議も素晴らしいものにしましょう。 


