
　第３章　モデルプログラム
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番
号 モデルプログラム名 プログラムの特徴 プログラムのねらい

1 あなたもなれる！おケイコ講
師デビュー応援講座

指導者バンク登録者の
講師体験を含む実践的
スキルアップ

2 地域生涯学習サポーター養成
講座

社会教育事業の運営を
通じた生涯学習支援の
担い手養成

3 イクメン・イクジイ募集中！
地域の子育て支援の充
実に向けた中高年男性
の人材発掘

4 公民館探訪
　～ Do	You	Know	KOMINKAN	?

公民館を核とした地域
づくりを目指す多様な
主体による学び

5 われら地域活性化請負人

コミュニティ・ビジネ
スの手法を活用した地
域の活性化のための学
び

＜モデルプログラムの一覧＞
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1
0
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6 地域の魅力、選んで伝えて再
発見

大人と子どものつなが
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座
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あなたもなれる！ おケイコ講師デビュー応援講座

プログラムのイメージ

対　象 本講座の取り組み 期待される効果

このプログラムのねらい
地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る

5
4
3
2
1
0

1.

　生涯学習の指導者登録システム（指導者バンク）はこれまで様々な自治体で作られてきているが、その活用方策
が課題となることも少なくない。
　このプログラムは、指導者バンク登録者を対象としたスキルアップ研修を行った上で、実際に市民向けの講座の講
師を体験するものである。指導者バンクの登録者が実際に講師としてデビューするまでを事業として実施すること
で、指導者としての力量を高めると共に、指導者と住民を結びつける機会を設定し、指導者バンクの活用を図る。

1. プログラムの概要

（１）ねらい
　●指導者バンクの登録者に、講座の展開案等に関する知識やスキルを身につけてもらい、指導者としての力量を高める。
　●指導者バンクの登録者の教えたい内容と、地域住民の学習ニーズのマッチングを図る。
　●指導者バンクを活用した自主的な学習活動を推進する。

（２）特　色
　●実際の講師体験を通じた指導者養成 。
　●指導者養成事業でもあり、市民向けの社会教育事業でもある、一石二鳥のプログラム。
　●指導者と学習者のニーズを直接結びつけるので、自主的な学習活動につながりやすい。

（３）中高年を巻き込むポイント
　●もともと地域と関わる意欲の高い人を対象に、より深い地域参加のきっかけを提供するプログラムであるか

ら、学習者を無理に増やそうとするよりも、少ない人数であっても、高い意欲の人たちが集まる環境を優先す
る方が良い。

２. ねらいと特色

①実施主体 生涯学習・社会教育担当課

②開催場所 地域の社会教育施設

③開催期間・時間帯 ・スキルアップ研修が約1ヶ月（週1回2h×4回）
 ・講師デビュー講座が約1ヶ月　　　　　　　

④対　　象 実際の指導経験が浅い生涯学習指導者バンクの登録者

⑤講　師　等 大学教員、社会教育主事等

⑥費　用　等 無料

⑦定　　員 10名

3. プログラムの構成

スキルアップ研修
指導者の質の向上

自主グループの
育成&活性化

指導者と学習者の
ニーズのマッチング

指導者バンク
登録者

講師デビュー体験市民向けの社会教育
事業としての企画・運営
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あなたもなれる！ おケイコ講師デビュー応援講座1.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
●評価を行う上では、プログラム学習者（デビュー講師）、デビュー講座の学習者、事業担当者のそれぞれの

視点から評価を行うことが重要である。
●特に、プログラムの前後で、学習者の講師デビューへの意欲や、講師をする上での不安等がどのように変化

したかは重要な指標となる。
●具体的なアウトカムとして、本プログラム参加者が、事後に指導者として活動し始めたケースや、指導者バ

ンクでの依頼があったケースなどについて、きちんと情報収集をしていくことが重要である。
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー

●指導者としての適性が高い講師がいた場合には、他の講座の講師として依頼したり、市内の団体に講師とし
て紹介したりするといった展開も考えられる。

プログラムの展開例

1

2

3

4

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

大人の学びを支援する方法 大学教員

スキルアップ研修（４回）
●スキルアップ研修の内容としては、右ページのような内容が想定される。
●事業担当者は、ここで学習者の指導者としての経験値や適性にも目を配り、デビュー講座でどのようなサ

ポートが必要かを見定めておくことが重要となる。
●特に、指導案の作成では、個別の学習者に対するアドバイスを丁寧に行いたい。デビュー講座は、一般市

民向けの社会教育事業として実施するものであるから、講師の独りよがりになったり、安全管理が守られ
なかったりする場合には、きちんと説明し、修正を求めていく必要がある。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
●指導者バンクに登録している人のうち、特に指導経験の少ない人を主たる対象としているので、講師デビュー体

験の講座展開やプログラムの質の充実を考えると、定員は少なめに抑えたい。もし定員を超える応募が想定され
る場合には、志望動機や指導経験などに応じた選抜を行うことも考えられる。

●指導経験の浅い指導者バンク登録者に対して、指導経験を積めるチャンスであることをアピールできるとよい。
「指導者として登録したのに、なぜ研修を受けるのか」という不満が出ないように指導者にとってのメリットを
伝えていけるとよい。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

デビュー講座の企画・実施
●公民館や生涯学習センターでの市民向け講座として、学習者のデビューの機会を設定する。
●講座参加者の募集も通常通り行う。講座の不成立は避けたいが、講師自身が現在の学習ニーズを知るとい

う意味でも、必要以上に人集めに尽力する必要もないと言える。

2

講師デビュー体験講座
●体験講座には事業担当者も参加し、事後にアドバイスなどを行う。また、本プログラムの他の学習者（他

のデビュー講師）にも参加を呼びかけ、お互いの感想などを共有できるとよい。
●終了時には学習者アンケートを実施し、参加者の感想や満足度を把握できると事後の学習に活用できる。
●講座の学習者が今後も継続的な学習を希望する場合、自主グループの活動につながるように支援ができる

とよい。

3

デビュー体験講座後のサポート
●デビュー体験講座のあと、再度学習者が集まる機会を設定し、それぞれの講師デビュー体験のふりかえり

を行う。講師としてのスキルアップも重要だが、「自分の特技を人に教えた経験」からどんなことを感じ
たのか、また今後どんなことをしていきたいか、といった点も大切にしたい。

●自主グループの活動につながった講師がいれば、施設利用の方法や、今後の学習者募集の方法などについ
ても情報提供ができるとよい。

4

［講義］
生涯学習・社会教育を専門とする大学教員を講師と
して、以下のようなトピックについて理解を深める。
・大人の学びとは？
・大人の学びを支援するコツ＆留意点
・生涯学習の指導者に求められる役割

伝わる話し方・
コミュニケーション

話し方教室等の
講師経験者

［ワークショップ］
講師としてデビューするためには、自分の得意なこと
を、いかに人に伝えることができるかが重要となる。
ここでは、「わかりやすい説明」の仕方や、講師になっ
た時の受講生との接し方などについて、基礎的な注
意事項を把握した上で、実際に体験し練習する機会
とする。

先輩の体験談＆アドバイス
地域で活動する
生涯学習指導者

［講義］
すでに地域で講師として活躍している指導者から、
具体的な体験談を通じて、講師としてデビューする
上での心構えや留意点などについて話を聞く機会と
する。学習者が自分が講師になった時のイメージを
膨らませ、講師になるモチベーションがさらに高まる
ような時間にできるとよい。

講座運営計画書の作成 社会教育主事

［演習］
学習者が、担当する講座の目的や内容、具体的な進行案などを
まとめた講座運営計画書を作成する。社会教育主事などが適
宜アドバイスをしながら、各自が講座運営計画書を改善できる
ように支援を行う。講座の目標や、時間配分、会場の配置、必要
な備品など、できるだけ具体的に作成するとよい。時間的に余
裕があれば、模擬講座などをやってみるのも効果的である。
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ような時間にできるとよい。

講座運営計画書の作成 社会教育主事

［演習］
学習者が、担当する講座の目的や内容、具体的な進行案などを
まとめた講座運営計画書を作成する。社会教育主事などが適
宜アドバイスをしながら、各自が講座運営計画書を改善できる
ように支援を行う。講座の目標や、時間配分、会場の配置、必要
な備品など、できるだけ具体的に作成するとよい。時間的に余
裕があれば、模擬講座などをやってみるのも効果的である。
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プログラムのイメージ

このプログラムのねらい

地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る

5
4
3
2
1
0

2.

　実践力を養うため半年間を通じて、学習者たちで1つの社会教育事業（講座）を運営するプログラム。具体的に
は事業の企画・立案・準備・実施・評価等の過程を実際に体験しながら、地域の生涯学習サポーターとして求めら
れる知識やスキルを身につけること目指す。
　前半は、社会教育事業を実施する上での基礎的な知識や技術を講義やワークショップを通じて学びつつ事業のコ
ンセプトを考えていく。後半には事業の具体的な準備を進め、事業を実施し、実施後には事業の評価等を行う。

1. プログラムの概要

（１）ねらい
●事業の企画・運営を実際に体験することを通じて、①生涯学習支援に関する知識・技術、②地域づくりに関す

る知識・技術を身につけるとともに、地域住民の一人として、自己の充実や地域活動のきっかけを提供する。

（２）特　色
　●生涯学習支援に必要な学習をしながら、事業の企画・運営を実際に体験できるプログラム。
　●地域の社会教育事業への参加などをプログラムに位置づけていること。 
　●地域づくりの担い手育成事業でもあり、市民参加型の社会教育事業でもある、一石二鳥のプログラム。 

（３）中高年を巻き込むポイント
　●半年間にわたる長期のプログラムであるから、仕事をリタイアした人や、子育てが一段落した人など比較的時

間に余裕がある人が主たるターゲットとなる。企画した事業に参加した人に次年度の学習者としての参加を呼
びかけるのも有効である。

２. ねらいと特色

①実施主体 生涯学習・社会教育担当課

②開催場所 地域の社会教育施設

③開催期間・時間帯 半年間（15回）程度の継続事業（1回2時間程度）　　　　　　　

④対　　象 地域活動（特に生涯学習支援）に参加したいシニア層　　　

⑤講　師　等 大学教員、社会教育主事等

⑥費　用　等 無料

⑦定　　員 15名程度

3. プログラムの構成

市民参加型の
社会教育事業の実施

地域づくり・学習支援
の担い手育成

生涯学習
支援

自己実現
生きがい

地域参加

講座の
企画・運営

【学習者にとっての意味】 【地域にとっての意味】
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オリエンテーション
●必要に応じて、お互いが知り合えるようなアクティビティを行ってもよい。

1

4. プログラムの流れ

（１）企画段階 
●講座を企画・運営するといった性質上、①長期にわたって参加が求められる講座であること、②学習者には、正

規の時間以外にも講座の準備や打ち合わせが想定されること、を事前に周知しておくとよい。（このあたりは参
加者がどの程度実際の業務を負担するかによっても異なる）。

●また、定員を超える応募があった場合には、選抜を実施する以外にも、2グループに分割してそれぞれが事業を
実施するといった対応も考えられる。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

地域における生涯学習入門
●講義のみのスタイルではなく、各自の地域活動体験が共有できるようなワークショップ形式を取り入れて行

えるとよい。

2

事業の企画・立案の方法
●講義のみのスタイルではなく、各自の地域活動体験が共有できるようなワークショップ形式を取り入れて行

えるとよい。

3

市の社会教育施策について
●次回以降に、一般参加者が実際に社会教育事業に参加するので、そのための情報提供でもある。

4

市の社会教育事業への参加＆報告会
●一住民として興味のあるプログラムに参加してみる、というプロセスを大切にする。
●場合によっては、他地域の事業への参加でもよいことにするなど、学習者の負担になり過ぎないよう配慮する。
●報告会では、個々の事業の成否ではなく、自分たちが企画する際のヒントや留意点が引き出せるような内容

になるようなファシリテーションが求められる。

5

～

6

社会教育事業の企画
●地域の社会教育施設やNPO法人と連携しながらの実施も想定される。
●一般市民向けの社会教育事業として実施するものであるから、内容が独りよがりになったり、安全管理が守

られなかったりする場合には、きちんと説明し、修正を求めていく必要がある。
●また、事業実施に関わる経費が使用可能な場合は、予算案の作成も含めた会計業務についても、企画の中で

行えるとよい。

事業の準備
●講座の告知や、参加申し込みの窓口業務（名簿管理）、保険加入の業務などは、学習者が担当する場合

と、職員が担当する場合の双方が考えられる。このあたりは、事前にどこまでを講座の学習者に担当して
もらうかを確認しておく必要がある。また、人手が必要な事業を実施する場合には、学習者が別途ボラン
ティアを募集して、協力を依頼するといった方法も考えられる。

事業の実施
●当日に、学習者へのアンケートを実施しておくと、事後の評価で活用することができる。アンケートの内容

等も学習者が作成できるようであれば、その方が望ましい。

12

事業の評価
●ここでは、単に「うまくいった点」「うまくいかなかった点」などの技術的な評価を列挙するだけではな

く、自分（及び他のメンバー）の経験を各自がどのようにふりかえり、意味づけるのか、といったところま
で話しが展開できるとよい。

地域の生涯学習サポーターに求められる役割
●各自が今後も地域での活動を継続できるような情報提供を行ったり、自主グループとしての活動を継続する

ことを促したりすることも考えられる。

15

7

～

9

10

～

11

13

～

14
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1

2

3

4

12

15

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

オリエンテーション

地域における生涯学習入門

事業の企画・立案の方法

市の社会教育施策について

社会教育事業の企画

事業の準備

事業の実施

事業の評価

社会教育主事

大学教員

大学教員

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事

［講義・演習］
地域づくりと生涯学習の関係や、地域づくりのため
に求められる社会教育の在り方について、基礎的な
知識を得る。

［講義・演習］
社会教育事業におけるプログラムデザインの方法
について、基礎的な知識を得る。

［講義］
自分たちの住んでいる地域において、どのような社
会教育施策が展開されているのか、またどのような
課題を有しているのか等について理解する。

［演習］
4に基づき、一定期間（1ヶ月程度）の間に、各自が地域の社会教
育事業に参加してみる。そして、それぞれがその感想を持ち寄っ
て、改めて地域の社会教育施策の現状や課題について議論する。

［実習］
実施する事業の企画案を作成する。事前に地域の学
習ニーズの調査等を行うことも考えられる。

［実習］
企画した事業の準備を行う。講師を依頼する場合には、事前
に打ち合わせを行ったり、参加者募集の周知活動をしたり、
当日の運営の役割分担を確認したりすることが考えられる。

［実習］
学習者は運営スタッフとして参加する。

［実習］
実施した事業の評価を行う。アンケートを行った場合は集
計結果を共有すると共に、それぞれの担当した役割や、こ
れまでの準備～実施のプロセスのふりかえりを行う。

［講義・話し合い］
これまでの講座の総括として、「地域の生涯学習サポーターに
求められる役割」についての講義を聞くと共に、それぞれの今
後の地域での活動方針等について話し合う機会を持つ。

講座の趣旨およびスケジュールを説明するととも
に、学習者同士の自己紹介などを行う。

プログラムの展開例

地域の生涯学習サポーターに
求められる役割

大学教員
社会教育主事

市の社会教育事業への
参加＆報告会

5

～

6

7

～

9

10

～

11

13
～

14

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
●評価を行う上では、プログラム学習者、実施事業の一般参加者、事業担当者のそれぞれの視点から評価を行

うことが重要である。
●特に、プログラムの前後で、学習者の今後の生涯学習活動への意欲や、地域に対する意識がどのように変化

したかは重要な指標となる。
●具体的なアウトカムとして、本プログラム学習者が、事後にどのような活動を始めたかをきちんと情報収集

をしておく必要がある。

（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー
●学習者に対し、地域活動の紹介やボランティアの募集など案内を継続的に行っていくことが重要となる。

メーリングリストなどの活用も有効だろう。

5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

　社会教育に関する講座やイベントにおいて、「地域への参画」や「地域のつながり」を生み出すといったこ
とが目標に掲げられることがあります。公民館の歴史を振り返るまでもなく、社会教育行政においては、単に
個々人の学習支援にとどまらず、学習活動が地域での活動等につながっていくことは伝統的に大切にされてき
ました。
　とはいえ、一口に「地域」といっても、そのイメージは多様です。期待される「つながった地域」とは、実
際にどのようなことが起こっている状態なのでしょうか。たとえば、選挙の投票率が高い地域でしょうか、井
戸端会議が盛んに行われている地域でしょうか、あるいは地域課題を扱った講座にたくさんの人が集まる地域
でしょうか。
　ここでの「つながった地域」のイメージは、個別の事業でどのような「学習」を支援したいのかという具体
的な目標にもなりますし、講座がうまくいったかどうかを評価する際の基準にもなります。したがって、個々
の事業担当者が、どのような「地域」をイメージして事業の企画・立案をするかは、講座の大きな方針を左右
する「根っこ」の部分となります。ただ漠然と「地域のつながり」を目的に掲げてしまう前に、どのような
「つながり」を作りたいのか、そうした「つながり」と個々のプログラムがどのように関係している（と想定
される）のかを具体的にイメージしておくことは、質の高い事業を企画・立案をする上で不可欠の条件といえ
るでしょう。

コラム～つくられる「地域」とは？
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イクメン・イクジイ募集中！

このプログラムのねらい

地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る

5
4
3
2
1
0

3.

　地域の大人が、地域の子ども・子育てに関わる意義や必要性が指摘されるなかで、小学校や公民館、幼稚園等で
は、その具体的な仕組みが整えられてきた。同時に、仕組みを有効に機能させていくための人材の不足が課題とし
て指摘されてきたことを踏まえ、人材の発掘・育成を目指し、子ども・子育て支援の活動を現場で体験的に学ぶプ
ログラムとする。

1. プログラムの概要

（１）ねらい
●学習者（地域の大人）が、地域の子どもと知り合い、子どもを豊かに育む地域づくりに関心を向けること。
●子育てに関わる大人同士の交流が図られ、地域の連帯感が醸成されること。
　特にこれまで地域に馴染の薄かった中高年男性の「地域デビュー」への心理的ハードルを下げるために、自分

自身の子どもや孫という「私事的な関心対象」を媒介させる。
 
（２）特色

●幼稚園・小学校・公民館等での現場実習を中心に位置づけ、「実習ノート」（一日の活動内容や活動を通して
考えたこと等を記す様式の冊子）を活用するなど、サービス・ラーニングの手法を採り入れたプログラム。　

２. ねらいと特色

①実施主体 生涯学習・社会教育担当課
②開催場所 講義：公民館等の社会教育施設、あるいは市役所等の会議室
  実習：幼稚園・小学校・公民館等
③開催期間・時間帯 ３ヶ月程度　土・日
④対　　象 子どもや孫をもつ中高年男性
⑤講  師  等
　大学教員、幼稚園の子育て支援活動のスタッフや、
　小学校・公民館等の「放課後子ども教室」の指導員等
⑥費  用  等 実習に必要な実費
⑦定　　員 15名程度

3. プログラムの構成

担当職員１名でも個別にフォローしていくことが可能な人数であり、かつ
実習先で受け入れ可能な人数を設定する。実習依頼先は３～４カ所（１カ
所に３～４人程度の受入れを依頼）を目安とする。

子どもや孫をもつ年齢や家族の関係性は、都市部と農村、職
業や職種の違いによってかなり異なるため、対象設定には
留意が必要。「イクメン」「イクジイ」等の用語の使用につい
ても、対象設定に相応しいものをよく検討することが必要。

●用語解説
 「イクメン」 「イクジイ（育爺）」
…それぞれ、育児に積極的に関わる父親・祖父を指す語。男性が積極的に育児に関わる社会の機運づくりのため2010年に厚生労働省が「イクメンプロ
ジェクト」を発足、2011年には同プロジェクトを牽引してきたＮＰＯ法人が「イクジイプロジェクト」を発足させるなかで、社会的に認知されてき
た。男性や祖父母世代の積極的な育児参加によって、女性や親世代、子どものライフスタイルが変わり、地域や企業の風土が変わり、社会全体が良い方
向へ変わっていくことへの期待が込められている。

「サービス・ラーニング」
…1970年代アメリカで、大学が扱う概念や理論等と、地域が抱える課題の解決に向けた実践とを結ぶ、新しい教育プログラムを指して多用されるよう
になった語。2000年代には日本の大学の地域連携部門やボランティア推進機関等の関係者の注目を集めるようになった。教育プログラムとしての定着
には、学生の主体的な行動・態度を前提として、地域社会での実践を主導する諸機関の理解・協力を得ることが不可欠であり、また教育効果を評価する
手法等の確立が課題となっている。

対　象 本講座の取り組み 期待される効果

子どもや孫をもつ
中高年男性

事前学習 中高年男性同士の交流

中高年男性の子ども・
子育てに対する関心の深化

幼稚園での子育て支援活動や、
小学校や公民館等での

「放課後子ども教室」等の活性化

子どもを核とした地域の
連帯感の醸成と

地域づくり活動の促進

事後学習

幼稚園・小学校・
公民館等での実習

プログラムのイメージ
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イクメン・イクジイ募集中！
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イクメン・イクジイ募集中！3.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
　 各自が記入する「実習ノート」（自己評価）の内容を重視する。あわせて、実習先のコメント（他者評価）を

考慮する。
　●アウトプット・・・（個人の学習成果）各個人が、実習先で出会う子どもたちや大人の顔や名前、性格や嗜

好等をどれほど覚えることができたか、コミュニケーションをスムースにする方法等を体得できたか、子ど
もたちの視点からみた地域の課題を知ることができたか。

　●アウトカム・・・（学習成果の地域社会への還元）講座終了後も、引き続き実習先等での活動を希望する人
がいるかどうか、実際に継続する人がいるかどうか。子どもたちの視点からみた地域の課題解決に取り組む
活動につながっていくかどうか。

 
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー
　●年度の終わりまでは、メーリングリスト等、各学習者の希望する連絡ツールを用いて、市内の子ども・子育

て支援活動に関わる情報提供や、各実習先等での活動やイベント企画への参加呼びかけ等を行う。
　●年度が変わる時点で、その後のアプローチ・フォローのあり方等を再検討する。

プログラムの展開例

ガイダンス  ～事前学習①
●各自の参加動機や学習目標をより積極的なものにするために、市の子ども・子育て支援事業の全体像と本

講座の位置付けの説明、実習先施設についての情報提供を一通り行えると良い。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
●各実習先への趣旨説明や個別打ち合わせに十分な時間を確保することが必要。
●保護者便りや参観日等を通して周知を図り、学習者を募る。特に次年度以降にも実習先となりうる幼稚園、小学

校、公民館等にはチラシ配布の協力を依頼し、本講座の趣旨や意義を伝え、良好な関係づくりを図っていく。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

講義「現代の子ども・子育て環境」  ～事前学習②
●各自が実習に臨むにあたって有しておくべき視点として、子ども・子育てと地域社会をめぐる議論の枠組

みや現代的な課題を提示しておけると良い。

2

実習オリエンテーション「子ども・子育て支援の実際」  ～事前学習③
●各自が実習のイメージをつかむために、なるべく実際の実習先のスタッフから、活動事例の紹介、情報提

供、各施設に固有の注意等を行う。　

3

現場実習「子ども・子育て支援の実際」
●担当職員には、各実習先や実習生（学習者）と適宜連絡をとり、各実習先への巡回視察や各自の「実習

ノート」に対する助言を行うなど、コーディネーターとしての柔軟な動きが期待される。　

実習まとめ「子ども・子育て支援の現状と課題」  ～事後学習①
●学習者同士の課題意識等の共有にとどまらず、各実習先にも実習の成果を還元できるよう、今後の子育て

支援活動のあり方について提案をまとめるなど、できるとよい。

9

講義「子どもを豊かに育む地域づくり」  ～事後学習②
●各自の今後の活動継続への動機づけのために、担当職員には実習先のスタッフや子どもたちからのコメン

ト、感想等を事前に把握しておき、総括のなかで伝えるなど積極的なフォローが期待される。
●本講座の成果の評価を長期的に行っていくために、各学習者の今後の活動希望や連絡先等を可能な範囲で

把握・入手しておくことが重要になる。

10

4

～

8

1

2

3

9

10

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

ガイダンス

現代の子ども・子育て環境

子ども・子育て支援の実際

社会教育主事

各実習先のスタッフ

社会教育主事

社会教育主事

・大学教員
・社会教育主事

・大学教員
・社会教育主事

［講義］
・現在の子どもを取り巻く社会環境等について、放課後子ども
教室等での具体的な活動事例について学ぶ。
・実習先の希望聴取

［実習オリエンテーション］
・全体に共通する事務連絡
・各実習先ごとの具体的な打合せ、事前準備

［実習］
・各実習先のプログラムに従い、各自実習。
・各自「実習ノート」の記入

［グループ協議］（実習まとめ）
・実習成果の共有（「実習ノート」に基づく各自の報告）
・子育て支援を通したより良い地域づくりに向けた提案づくり

［講義］
・子どもが地域の大人と恒常的に関わって育つ必要性、子育
てを通した地域づくりの可能性について学ぶ。
・総括（実習について、今後について）

・講座全体の趣旨や流れ、市の子ども・子育て支援事業の現
状と課題、実習先施設の概要説明。
・学習者同士の自己紹介

子ども・子育て支援の
現状と課題

子どもを豊かに育む
地域づくり

4

～
8
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イクメン・イクジイ募集中！3.
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　 各自が記入する「実習ノート」（自己評価）の内容を重視する。あわせて、実習先のコメント（他者評価）を

考慮する。
　●アウトプット・・・（個人の学習成果）各個人が、実習先で出会う子どもたちや大人の顔や名前、性格や嗜

好等をどれほど覚えることができたか、コミュニケーションをスムースにする方法等を体得できたか、子ど
もたちの視点からみた地域の課題を知ることができたか。

　●アウトカム・・・（学習成果の地域社会への還元）講座終了後も、引き続き実習先等での活動を希望する人
がいるかどうか、実際に継続する人がいるかどうか。子どもたちの視点からみた地域の課題解決に取り組む
活動につながっていくかどうか。

 
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー
　●年度の終わりまでは、メーリングリスト等、各学習者の希望する連絡ツールを用いて、市内の子ども・子育

て支援活動に関わる情報提供や、各実習先等での活動やイベント企画への参加呼びかけ等を行う。
　●年度が変わる時点で、その後のアプローチ・フォローのあり方等を再検討する。

プログラムの展開例

ガイダンス  ～事前学習①
●各自の参加動機や学習目標をより積極的なものにするために、市の子ども・子育て支援事業の全体像と本

講座の位置付けの説明、実習先施設についての情報提供を一通り行えると良い。
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公民館探訪　～Do You Know KOMINKAN ?

このプログラムのねらい

地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る

5
4
3
2
1
0

4.

　市町村合併によって行政圏域、生活圏域が広域化した市では、同じ市民、あるいは同じ公民館職員でありなが
ら、「地域」の現状や課題についての共感や共通理解をもつことが難しい場面も少なくない。旧地域・旧地区の特
性をふまえた新しい地域づくりの方向性を共有していくために、市内に点在する各公民館の運営の現状分析を通し
て地域特性の理解を図り、公民館を核とした新しい地域づくりについて具体的に考えるプログラムとする。

1. プログラムの概要

（１）ねらい
●地域づくりに関心のある市民（中高年）が、各地区の公民館の特性理解を通して、より積極的な地域づくりの

担い手となること。
●社会教育を専攻する大学生が、第一線の現場の職員と接することで、学びを深めること。 
●公民館職員が、各地区の公民館運営を学び、自身が所属する公民館運営の改善等に向けた具体的な方策や示唆

を得ること。
●地域にある程度馴染みのある中高年層を巻き込むために、一般に中高年女性の利用が多い公民館のほか、中高

年男性の個人利用の多いことが指摘される図書館でのチラシ・ポスター配布や呼び掛けを行う。

（２）特色
●一般市民・大学生と公民館職員とが共に学ぶプログラム。
●大学の授業の一環としても、公民館職員の研修の一環としても位置づけられるプログラム。

２. ねらいと特色

①実施主体  生涯学習・社会教育担当課
②開催場所  講義・・・大学
   視察・・・市内の公民館（４カ所程度）
③開催期間・時間帯 ・３ヶ月程度
   ・土・日　
④対　　象  地域づくりに関心のある市民、大学生
   公民館職員　
⑤講  師  等  大学教員、視察先の公民館職員
⑥費  用  等  無料
⑦定　　員  一般市民、大学生、公民館職員　各１０名程度

3. プログラムの構成

『平成23年度開かれた大学づくりに関する調査報告書』（文部科学省）によると、
①全国の大学（N=743）が現在取り組んでいる地域貢献としては、「公開講座の実施」（86.8％）、「学生の社会貢献活動の推

進」（63.5％）、「地域活性化のためのプログラムの開発・提供」（36.5％）、「地域人材・リーダーの養成」（31.4％）などがある。
②全国の大学（N=743）にとっての地域と連携するメリットとしては、「地域の活性化が大学の活性化につながる」（56.5％）、
「市民との接点が創出される」（63.3％）、「学生への教育効果が創出される」（61.9％）、「地域の課題を解決することができ
る」（42.9％）などとなっている。

③「地域課題解決」を主題とする公開講座（N=532）では、受講者（N=35,413）の年齢構成は「50代」が40.7％、「60代」が35.3％
で、性別構成では「男性」が68.5％となっている。50代と60代の占める割合、男性が占める割合が、他の主題（「語学系」「ビ
ジネス系」など、計13の選択肢）のなかで最も高い。

　こうした調査結果からは、大学と自治体との連携による新たな地域づくりの可能性、特に中高年男性の参加を得ての地
域づくりの可能性を指摘できる。

コラム～大学と自治体との連携

対　象 本講座の取り組み 期待される効果

講　義一般市民

大学生

公民館職員

旧町・新市民同士の交流

大学生による公民館の理解

公民館職員による市民ニーズの理解

公民館を拠点とした新しいまちづくり

公民館の課題の整理と、
改善に向けた取組への着手

総括

各地の公民館の
現地視察

プログラムのイメージ
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公民館探訪　～Do You Know KOMINKAN ?4.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
●アウトプット・・・・公募での一般参加者数、うち中高年者の人数、各学習者の公民館に対する認識の変化、

旧市町や新市に対する認識の変化
●アウトカム・・・各公民館の運営状況の変化、地域住民の公民館に対する認識の変化、公民館を核とした地域

づくりの活性化
 
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー

●視察した公民館の館報等を定期的に郵送し情報収集・提供を図るとともに、講座やイベントの実施に係るボ
ランティア等としての参加なども募る。１年ほど様子をみて、継続的な関わりを保持する仕組みを再考す
る。

●OB会や、地域づくりに関わる発展的な事業を企画するなど、学んだ成果がいつ・どのようなかたちで現れる
のかを評価できる体制を保持していく。 

ガイダンス
●講座への参加動機が、公募で参加する一般市民と、授業の一環で学ぶ大学生、職務として参加する公民館

職員の間で、それぞれ異なることに留意する。また、学習者の自己紹介には十分な時間を割き、それぞれ
の立場や考え方、経験の違いについて理解を図ることが重要。　

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
●一般公募は、何らか既に公民館や図書館等の社会教育施設を利用していたり、地域づくりに関わっている人々に

焦点をあてた広報を行う。
●大学の授業の一環として学生が参加すること、研修の一環として公民館職員が参加することを見込んで、事前に

講師や公民館関係者との連絡調整を密に行っておく。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

講義「新しい地域づくりの動向」
●講義への集中力を高めるために、大学教員から総括的な講義を行う前に、大学生から、日頃の大学での

授業を通して考えてきた「新しい地域づくりにおける公民館の役割」についての発表報告をしてもらう
と良い。

2

現地視察「公民館運営の実際」
●学習活動を促進する要素＝周囲の環境（飲食や買い物、待ち合わせなどの空間）整備も含めた考察を可能

とするために、また学習者間の交流を図るために、現地研修では昼食を挟むと良い。
●現地研修への参加意欲を刺激するために、現地研修先は学習者（公民館職員）の勤務先として、現地研修

における講師は学習者（公民館職員）とすると良い。

現地視察のまとめ「公民館運営の現状と課題～地域づくりの観点から」
●１グループ６名程度で、構成は一般市民２名、大学生２名、公民館職員２名、また居住地区によって区別

するなど、なるべく立場の異なる者が混ざるようにする。
●各公民館の運営上の特性や課題そのものではなく、それらの背景にある各地区の特性や課題をとらえるよ

うに助言できると良い。

講義「公民館を核とした新しい地域づくりの可能性」
●講座の成果を長期的に評価していくために、学習者の連絡先を（趣旨を再度説明したうえで）入手してお

くことが重要。各学習者に今後の活動継続への動機づけをすることができると良い。

7

1

2

7

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

ガイダンス

新しい地域づくりの動向

社会教育主事

社会教育主事

大学教員

・大学教員
・学習者（大学生）

学習者
（視察先の公民館職員）

［講義］
市町村合併等を経て新しい地域づくりに取り組んで
いる様々な事例について学ぶ。

［現地視察］
・概要説明（各公民館の設立の経緯やこれまでの歩
み、地域特性を生かした取組、市町村合併後の運営の
現状と課題、今後の展望等について）
・施設見学

［グループ協議］（現地視察のまとめ）
・視察した各公民館の特性、各公民館の特性の背景に
ある各地域の特性、各公民館・地域の特性を生かした
新しい地域づくりの可能性について

［講義］
公民館と公民館のネットワークを活用した地域づくり
の可能性について学ぶ。

・全体の趣旨や流れの説明
・視察先の公民館についての情報提供
・学習者同士の自己紹介

公民館を核とした新しい
地域づくりの可能性

公民館運営の現状と課題～
地域づくりの観点から

公民館運営
の実際

　　　 午前：B館
旧A町  昼食
　　　 午後：C館
　　　 午前：E館
旧D町  昼食
　　　 午後：F館

5

～

6

3

4

3

～

4

5

～

6
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公民館探訪　～Do You Know KOMINKAN ?4.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
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旧市町や新市に対する認識の変化
●アウトカム・・・各公民館の運営状況の変化、地域住民の公民館に対する認識の変化、公民館を核とした地域

づくりの活性化
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の立場や考え方、経験の違いについて理解を図ることが重要。　

1
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講師や公民館関係者との連絡調整を密に行っておく。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

講義「新しい地域づくりの動向」
●講義への集中力を高めるために、大学教員から総括的な講義を行う前に、大学生から、日頃の大学での

授業を通して考えてきた「新しい地域づくりにおける公民館の役割」についての発表報告をしてもらう
と良い。
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現地視察「公民館運営の実際」
●学習活動を促進する要素＝周囲の環境（飲食や買い物、待ち合わせなどの空間）整備も含めた考察を可能

とするために、また学習者間の交流を図るために、現地研修では昼食を挟むと良い。
●現地研修への参加意欲を刺激するために、現地研修先は学習者（公民館職員）の勤務先として、現地研修

における講師は学習者（公民館職員）とすると良い。

現地視察のまとめ「公民館運営の現状と課題～地域づくりの観点から」
●１グループ６名程度で、構成は一般市民２名、大学生２名、公民館職員２名、また居住地区によって区別

するなど、なるべく立場の異なる者が混ざるようにする。
●各公民館の運営上の特性や課題そのものではなく、それらの背景にある各地区の特性や課題をとらえるよ

うに助言できると良い。

講義「公民館を核とした新しい地域づくりの可能性」
●講座の成果を長期的に評価していくために、学習者の連絡先を（趣旨を再度説明したうえで）入手してお

くことが重要。各学習者に今後の活動継続への動機づけをすることができると良い。
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市町村合併等を経て新しい地域づくりに取り組んで
いる様々な事例について学ぶ。

［現地視察］
・概要説明（各公民館の設立の経緯やこれまでの歩
み、地域特性を生かした取組、市町村合併後の運営の
現状と課題、今後の展望等について）
・施設見学

［グループ協議］（現地視察のまとめ）
・視察した各公民館の特性、各公民館の特性の背景に
ある各地域の特性、各公民館・地域の特性を生かした
新しい地域づくりの可能性について

［講義］
公民館と公民館のネットワークを活用した地域づくり
の可能性について学ぶ。

・全体の趣旨や流れの説明
・視察先の公民館についての情報提供
・学習者同士の自己紹介

公民館を核とした新しい
地域づくりの可能性

公民館運営の現状と課題～
地域づくりの観点から

公民館運営
の実際
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われら地域活性化請負人

このプログラムのねらい

地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る

5
4
3
2
1
0

5.

 学習者（中高年）が地域を知り、関心をもつとともに、地域活性化の手法を学び、地域づくりの担い手として活
躍するためのきっかけとなる。具体的には、学習者同士でわがまちの自慢や魅力を語り合い、探し出すとともに、
その場所に実際に行ってみて、地域を再発見する。また、地域を活性化するために、コミュニティ・ビジネスの手
法について学び、地域の課題を明らかにし、グループで作成したコミュニティ・ビジネスの手法に基づく地域活性
化案を発表会を通じて地域に提言する。

1. プログラムの概要

（１）ねらい
　●学習者が地域の魅力を再発見するとともに、地域活性化のため、コミュニティ・ビジネスの手法を身につける。

（２）特　色
　●地域に出向き、地域を知るだけでなく、コミュニティ・ビジネスの手法のもと、地域活性化案を作成し、提言

する。

（３）中高年を巻き込むポイント
　●地域を見直そうとする「地域学」は、中高年に適した学習内容と考えられる。さらに、学習者自身で探した地

域の自慢や魅力ある場所を実際にめぐってみるなど、参加・体験型の手法も取り入れる。

２. ねらいと特色

①実施主体 生涯学習・社会教育担当課
 （連携相手：ＮＰＯ法人や市民団体、行政（地域振興課）、
 商工会議所等）
②開催場所 公民館・生涯学習センター等
③開催期間・時間帯 ・１～２ヶ月程度
 ・土日の午前中
④対　象 地域の活性化に関心のある中高年
⑤講師等 地域づくりやコミュニティ・ビジネス関係の講師
⑥費用等 無料（わがまち探訪については現地集合を予定）
⑦定　員 30人

3. プログラムの構成

●用語解説
 「コミュニティ・ビジネス」
　地域住民が主体となって、地域が抱える課題を地域資源を活かしながら、ビジネスの手法によって解決しようとする事業（取り組み）のことである。
さらに、地域の人材や施設、資金等を活用することにより、地域における新たな創業や雇用の創出、働きがい、生きがいを生み出し、地域の活性化に寄
与するものと期待されている。
　コミュニティ・ビジネスにおけるコミュニティとは、地域の課題にかかわる特定の地域であり、ビジネスとは、事業の管理、運営のためにビジネスの
手法を活用することを表す。したがって、事業を安定的・継続的に行うために、必要な対価も徴収できる。
　具体例としては、「まちづくり」、「地域情報の発信」、「商店街活性化」、「環境・資源の保全」、「高齢者支援」、「子育て支援」、「子どもの
健全育成」などがあげられる。

行政や商工会議所、
NPO法人等との連携！

社交性
わがまちの自慢・魅力を
語り合い、探しだすとと
もに、その場所に実際に
行ってみる（参加・体験）

学　習
コミュニティ・ビジネス
について学ぶ（講義）

有用性
地域活性化案をグルー
プで作成し、発表会で提
案する（発表会・協議）

行
動
化

プログラムのイメージ



41

われら地域活性化請負人

このプログラムのねらい

地域とつながる

学習活動の支援
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その場所に実際に行ってみて、地域を再発見する。また、地域を活性化するために、コミュニティ・ビジネスの手
法について学び、地域の課題を明らかにし、グループで作成したコミュニティ・ビジネスの手法に基づく地域活性
化案を発表会を通じて地域に提言する。

1. プログラムの概要

（１）ねらい
　●学習者が地域の魅力を再発見するとともに、地域活性化のため、コミュニティ・ビジネスの手法を身につける。

（２）特　色
　●地域に出向き、地域を知るだけでなく、コミュニティ・ビジネスの手法のもと、地域活性化案を作成し、提言

する。

（３）中高年を巻き込むポイント
　●地域を見直そうとする「地域学」は、中高年に適した学習内容と考えられる。さらに、学習者自身で探した地

域の自慢や魅力ある場所を実際にめぐってみるなど、参加・体験型の手法も取り入れる。

２. ねらいと特色

①実施主体 生涯学習・社会教育担当課
 （連携相手：ＮＰＯ法人や市民団体、行政（地域振興課）、
 商工会議所等）
②開催場所 公民館・生涯学習センター等
③開催期間・時間帯 ・１～２ヶ月程度
 ・土日の午前中
④対　象 地域の活性化に関心のある中高年
⑤講師等 地域づくりやコミュニティ・ビジネス関係の講師
⑥費用等 無料（わがまち探訪については現地集合を予定）
⑦定　員 30人

3. プログラムの構成

●用語解説
 「コミュニティ・ビジネス」
　地域住民が主体となって、地域が抱える課題を地域資源を活かしながら、ビジネスの手法によって解決しようとする事業（取り組み）のことである。
さらに、地域の人材や施設、資金等を活用することにより、地域における新たな創業や雇用の創出、働きがい、生きがいを生み出し、地域の活性化に寄
与するものと期待されている。
　コミュニティ・ビジネスにおけるコミュニティとは、地域の課題にかかわる特定の地域であり、ビジネスとは、事業の管理、運営のためにビジネスの
手法を活用することを表す。したがって、事業を安定的・継続的に行うために、必要な対価も徴収できる。
　具体例としては、「まちづくり」、「地域情報の発信」、「商店街活性化」、「環境・資源の保全」、「高齢者支援」、「子育て支援」、「子どもの
健全育成」などがあげられる。

行政や商工会議所、
NPO法人等との連携！
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行
動
化
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われら地域活性化請負人5.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
　●活性化案の提言にとどまらず、実際に活動にまでに展開したかが重要な指標となる(コミュニティ・ビジネス

にかかわる自主グループの育成・活性化)。
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー
　●コミュニティ・ビジネスの支援団体を紹介するなど、今後の活動に向けた方法や手順についてもアドバイス

していく。

プログラムの展開例

1

2

3

4

5

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

（地域名）のこと、
知ってるつもり！？

講座スタッフ

（地域名）のこと、知ってるつもり！？
●わがまちの自慢や魅力をお互いに披露し、地域への関心を高めるとともに、次回の探訪先も決定しておく。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
●企画段階では、行政の観光・地域振興課や、商工会議所、さらにはNPO法人等などの地域づくりに関係する組織

と連携のうえ進めていく必要がある。
●駅やハローワーク等にチラシを置かせてもらい、中高年齢層にアピールする。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

わがまち探訪
●わがまち探訪を通して、どのような地域課題があるのかも話し合っておく必要がある。

2

地域と人を元気にするコミュニティ・ビジネス
●講義では、事例紹介を通した、具体的な実践例をもとに、コミュニティ・ビジネスの手法を学ぶ。
●講義の後には、ディスカッションの時間をとるようにする。

3

みんなで知恵を出しあってみよう！
●グループ協議に時間がかかるようなら、発表までもう一回、協議の時間をとることも検討しておく。
●場合によっては、コミュニティ・ビジネスを支援する団体に、グループ協議の支援を行ってもらうことも

検討しておく。

4

「地域活性化大作戦」発表会
●発表会に招いた方からは、案の実現に向けたアドバイスをいただき、今後の活動の方法や手順などについ

ての支援も行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5

［グループ協議］
・自己紹介（アイスブレイク）
・グループを編成する。　
・グループ協議「わがまちの自慢・魅力を１０探そう」
・発表と意見交換
・みんなで探した自慢や魅力を実際に見に行こう
（１～２か所を選定して、次回の訪問先を決定する）。

わがまち探訪 講座スタッフ

［グループ協議］
・わがまちの自慢の、そして魅力ある場所を実際に行っ
て記録などをとり、感想をみんなで語り合う。                             

・さらに、この魅力ある地域を次の世代にどう伝えてい
くのか、あるいは活性化するにはどうすればいいのか
についても話し合っていく。

地域と人を元気にする
コミュニティ・ビジネス

コミュニティ・ビジネス
関連の講師

［講義］
・コミュニティ・ビジネスについて、事例をまじえながら
学ぶ。　

・質疑応答および講義内容を踏まえたディスカッション
も行う。

みんなで知恵を
出しあってみよう！

「地域活性化大作戦」発表会

講座スタッフ

講座スタッフ等

［グループ協議］
・グループに分かれて、コミュニティ・ビジネスの手法を
もとに、地域の具体的な活性化案を検討する。グルー
プによっては、再度現場に赴き、ヒアリング等を行って
もよい。

・活性化案を作成し、次回の発表会に向けて準備も行う。

［発表会・協議］
・地域づくりにかかわるＮＰＯ法人や、自治体の地域振
興課、商工会議所等の方を招いて、「地域活性化大作
戦」発表会を開催し、グループで考えた案を提言する。

・実現可能なコミュニティ・ビジネスによる活性化案を
協議する。

・まとめと話し合い　
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われら地域活性化請負人5.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
　●活性化案の提言にとどまらず、実際に活動にまでに展開したかが重要な指標となる(コミュニティ・ビジネス

にかかわる自主グループの育成・活性化)。
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー
　●コミュニティ・ビジネスの支援団体を紹介するなど、今後の活動に向けた方法や手順についてもアドバイス

していく。

プログラムの展開例

1

2

3

4

5

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

（地域名）のこと、
知ってるつもり！？

講座スタッフ

（地域名）のこと、知ってるつもり！？
●わがまちの自慢や魅力をお互いに披露し、地域への関心を高めるとともに、次回の探訪先も決定しておく。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
●企画段階では、行政の観光・地域振興課や、商工会議所、さらにはNPO法人等などの地域づくりに関係する組織

と連携のうえ進めていく必要がある。
●駅やハローワーク等にチラシを置かせてもらい、中高年齢層にアピールする。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

わがまち探訪
●わがまち探訪を通して、どのような地域課題があるのかも話し合っておく必要がある。

2

地域と人を元気にするコミュニティ・ビジネス
●講義では、事例紹介を通した、具体的な実践例をもとに、コミュニティ・ビジネスの手法を学ぶ。
●講義の後には、ディスカッションの時間をとるようにする。

3

みんなで知恵を出しあってみよう！
●グループ協議に時間がかかるようなら、発表までもう一回、協議の時間をとることも検討しておく。
●場合によっては、コミュニティ・ビジネスを支援する団体に、グループ協議の支援を行ってもらうことも

検討しておく。

4

「地域活性化大作戦」発表会
●発表会に招いた方からは、案の実現に向けたアドバイスをいただき、今後の活動の方法や手順などについ

ての支援も行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5

［グループ協議］
・自己紹介（アイスブレイク）
・グループを編成する。　
・グループ協議「わがまちの自慢・魅力を１０探そう」
・発表と意見交換
・みんなで探した自慢や魅力を実際に見に行こう
（１～２か所を選定して、次回の訪問先を決定する）。

わがまち探訪 講座スタッフ

［グループ協議］
・わがまちの自慢の、そして魅力ある場所を実際に行っ
て記録などをとり、感想をみんなで語り合う。                             

・さらに、この魅力ある地域を次の世代にどう伝えてい
くのか、あるいは活性化するにはどうすればいいのか
についても話し合っていく。

地域と人を元気にする
コミュニティ・ビジネス

コミュニティ・ビジネス
関連の講師

［講義］
・コミュニティ・ビジネスについて、事例をまじえながら
学ぶ。　

・質疑応答および講義内容を踏まえたディスカッション
も行う。

みんなで知恵を
出しあってみよう！

「地域活性化大作戦」発表会

講座スタッフ

講座スタッフ等

［グループ協議］
・グループに分かれて、コミュニティ・ビジネスの手法を
もとに、地域の具体的な活性化案を検討する。グルー
プによっては、再度現場に赴き、ヒアリング等を行って
もよい。

・活性化案を作成し、次回の発表会に向けて準備も行う。

［発表会・協議］
・地域づくりにかかわるＮＰＯ法人や、自治体の地域振
興課、商工会議所等の方を招いて、「地域活性化大作
戦」発表会を開催し、グループで考えた案を提言する。

・実現可能なコミュニティ・ビジネスによる活性化案を
協議する。

・まとめと話し合い　
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地域の魅力、選んで伝えて再発見6.

　学習者（中高年）がふだん見慣れたまちをあらためて見直し、人々の想いがつまった「ひと」、「もの」、「風
景」、「行事」などの伝えたいものを選び、それらについてウォークラリーを通して学んで地域の理解を深める。

1. プログラムの概要

（１）ねらい
●実施主体（提供者側）としては、伝えたいものを選ぶ過程においても、子どもの意見を取り入れたり、一緒に

選んだ場所をウォークラリーでめぐったりして、子どもたちに伝えることで、地域の魅力を再発見し、大人と
子どものつながりを深めることもねらいとしている。

（２）特　色
　●大人たちだけでなく、子どもの意見も聞いて、伝えたいものを話し合い、選んでいく。
　●選んだ場所をウォークラリーでめぐることは、講座の成果を生かすことにもなる。
　●子どもとのかかわりも多いため、学校との連携が必要になる。

（３）中高年を巻き込むポイント
　●地域への想いをかたちとして、次世代の子どもたちに伝えていくことは中高年にとって、必要かつ関心の深い
　　テーマだと考えられる。
　●夫婦単位での参加も勧め、中高年男性の参加も促す。

２. ねらいと特色

①実施主体  公民館（連携相手：学校）
②開催場所  公民館等
③開催期間・時間帯 ・１～２ヶ月程度
   ・平日の夜間、ないしは土日の午前中
④対　　象  地域に関心をもつ中高年
⑤講　師　等  地域づくりに関わるＮＰＯ法人等の講師
⑥費　用　等  無料
⑦定　　員  20人、ウォークラリーの子ども（小3以上）の定員は40人程度

3. プログラムの構成

学校（教員等）との綿密な
連携が運営上のポイント

このプログラムのねらい

地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る

5
4
3
2
1
0

　本講座は福岡県大牟田市の「旧諏訪・川尻校区あわせて100選」（2校区からそれぞれ50件で計100選）、「天
領校区八十八か所めぐり」（ウォークラリー）を参考に作成したものである。「100選」や「八十八か所めぐり」
など、ネーミングのよさが光る。
　そのため、残したい・伝えたいものを何か所にまとめる際は、その数もしっかり検討して、インパクトの
あるネーミングを試みるとよい。

コラム～ネーミングの工夫

子ども大 人

社交性

大人と子どものつながりを深める
（活動の継続とボランティアとして中学生等の参加）

地域の大人と子どもで伝えたい・残したいものを一緒に選ぶ

有用性
ウォークラリーを企画・実践する

プログラムのイメージ
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地域の魅力、選んで伝えて再発見6.

　学習者（中高年）がふだん見慣れたまちをあらためて見直し、人々の想いがつまった「ひと」、「もの」、「風
景」、「行事」などの伝えたいものを選び、それらについてウォークラリーを通して学んで地域の理解を深める。

1. プログラムの概要

（１）ねらい
●実施主体（提供者側）としては、伝えたいものを選ぶ過程においても、子どもの意見を取り入れたり、一緒に

選んだ場所をウォークラリーでめぐったりして、子どもたちに伝えることで、地域の魅力を再発見し、大人と
子どものつながりを深めることもねらいとしている。

（２）特　色
　●大人たちだけでなく、子どもの意見も聞いて、伝えたいものを話し合い、選んでいく。
　●選んだ場所をウォークラリーでめぐることは、講座の成果を生かすことにもなる。
　●子どもとのかかわりも多いため、学校との連携が必要になる。

（３）中高年を巻き込むポイント
　●地域への想いをかたちとして、次世代の子どもたちに伝えていくことは中高年にとって、必要かつ関心の深い
　　テーマだと考えられる。
　●夫婦単位での参加も勧め、中高年男性の参加も促す。

２. ねらいと特色

①実施主体  公民館（連携相手：学校）
②開催場所  公民館等
③開催期間・時間帯 ・１～２ヶ月程度
   ・平日の夜間、ないしは土日の午前中
④対　　象  地域に関心をもつ中高年
⑤講　師　等  地域づくりに関わるＮＰＯ法人等の講師
⑥費　用　等  無料
⑦定　　員  20人、ウォークラリーの子ども（小3以上）の定員は40人程度

3. プログラムの構成

学校（教員等）との綿密な
連携が運営上のポイント

このプログラムのねらい

地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る

5
4
3
2
1
0

　本講座は福岡県大牟田市の「旧諏訪・川尻校区あわせて100選」（2校区からそれぞれ50件で計100選）、「天
領校区八十八か所めぐり」（ウォークラリー）を参考に作成したものである。「100選」や「八十八か所めぐり」
など、ネーミングのよさが光る。
　そのため、残したい・伝えたいものを何か所にまとめる際は、その数もしっかり検討して、インパクトの
あるネーミングを試みるとよい。

コラム～ネーミングの工夫

子ども大 人

社交性

大人と子どものつながりを深める
（活動の継続とボランティアとして中学生等の参加）

地域の大人と子どもで伝えたい・残したいものを一緒に選ぶ

有用性
ウォークラリーを企画・実践する

プログラムのイメージ
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地域の魅力、選んで伝えて再発見6.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
　●学習者が作成したチラシや、ウォークラリーへの参加者数
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー
　●コースを変えるなどして、次年度も引き続きウォークラリーが実施できるように働きかける。さらに、取り

組みを継続していくと、以前参加した小学生が中学生等になり、ボランティアとして参加してくれることも
期待できる（そのような支援も行う）。

プログラムの展開例

1

2

3

4

5

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

地域への想いをかたちに
するためには？

地域づくりにかかわる
NPO法人等の講師

地域への想いをかたちにするためには？
●講義の後には、ディスカッションの時間をとる。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
　●学校との連絡・調整は、企画の段階でも十分に行っておく。
　●学校に学校運営協議会や学校支援地域本部等の連携組織があれば、積極的に連携をとる。

（２）実施段階（プログラム展開上）の留意点

われわれが伝えたいもの
●ワークショップ形式で選び、全体で何件かにまとめる。時間がかかる場合は、もう一回増やすことも検討

しておく。
●学習者は次回のための役割分担を、講座担当者は学校との打ち合わせを行う。

2

みんなと考える残したい・伝えたいもの
●総合や特別活動の時間を活用させていただく。
●まとめたものは、チラシとして地元の小・中学校等に配布するとともに、地域へ回覧する予定である。
●このチラシをもとに、ウォークラリーを行うので、子どもたちに参加を呼びかけておく。

3

みんなでめぐって地域を再発見してみよう
●ウォークラリーを実施するための企画準備の回である。
●学校関係者（教員）にも参加をお願いする。

4

地域のいいとこめぐり～地区ウォークラリー
●夏休み等を利用して実施する。

5

［講義］
・地域への想いをかたちに残していくには、自慢でき
るものを選んで、地域への理解を深め、次の世代に
伝えていくことの重要性を講義形式で学ぶ。　　

［ワークショップ］
・グループに分かれて、人びとの想いのつまった「ひ
と」、「もの」、「風景」、「行事」などの自慢できるもの、
伝えたいものを選び、何件かにまとめる。

・次回、子どもたちに自分たちが選んだものを伝える
ための準備も行う。

［協議］
・学習者が学校に赴き、自分たちが選んだものを紹
介し、それについて子どもたちと話し合う。

・子どもたちと一緒に、地域で残したい、伝えたいも
のをみんなで協議し、最終決定する。

・最終決定したものはチラシとして配布する。

［演習］
・ウォークラリーの場所やコースを選ぶ。
・当日の役割分担の決定
・実施のための資料づくりと打ち合わせ　　

［ウォークラリー］
・みんなで選んだ「もの」、「場所」を子どもたちとの
ウォークラリーを通してめぐり、地域の魅力をあら
ためて理解・共有する。

われわれが伝えたいもの
地域づくりにかかわる
NPO法人等の講師

みんなと考える残したい・
伝えたいもの

学習者及び講座スタッフ

みんなでめぐって地域を
再発見してみよう

・講座スタッフ
・学校関係者

地域のいいとこめぐり
～地区ウォークラリー

・学習者
・講座スタッフ
・学校関係者
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地域の魅力、選んで伝えて再発見6.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
　●学習者が作成したチラシや、ウォークラリーへの参加者数
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー
　●コースを変えるなどして、次年度も引き続きウォークラリーが実施できるように働きかける。さらに、取り

組みを継続していくと、以前参加した小学生が中学生等になり、ボランティアとして参加してくれることも
期待できる（そのような支援も行う）。

プログラムの展開例

1

2

3

4

5

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

地域への想いをかたちに
するためには？

地域づくりにかかわる
NPO法人等の講師

地域への想いをかたちにするためには？
●講義の後には、ディスカッションの時間をとる。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
　●学校との連絡・調整は、企画の段階でも十分に行っておく。
　●学校に学校運営協議会や学校支援地域本部等の連携組織があれば、積極的に連携をとる。

（２）実施段階（プログラム展開上）の留意点

われわれが伝えたいもの
●ワークショップ形式で選び、全体で何件かにまとめる。時間がかかる場合は、もう一回増やすことも検討

しておく。
●学習者は次回のための役割分担を、講座担当者は学校との打ち合わせを行う。

2

みんなと考える残したい・伝えたいもの
●総合や特別活動の時間を活用させていただく。
●まとめたものは、チラシとして地元の小・中学校等に配布するとともに、地域へ回覧する予定である。
●このチラシをもとに、ウォークラリーを行うので、子どもたちに参加を呼びかけておく。

3

みんなでめぐって地域を再発見してみよう
●ウォークラリーを実施するための企画準備の回である。
●学校関係者（教員）にも参加をお願いする。

4

地域のいいとこめぐり～地区ウォークラリー
●夏休み等を利用して実施する。

5

［講義］
・地域への想いをかたちに残していくには、自慢でき
るものを選んで、地域への理解を深め、次の世代に
伝えていくことの重要性を講義形式で学ぶ。　　

［ワークショップ］
・グループに分かれて、人びとの想いのつまった「ひ
と」、「もの」、「風景」、「行事」などの自慢できるもの、
伝えたいものを選び、何件かにまとめる。

・次回、子どもたちに自分たちが選んだものを伝える
ための準備も行う。

［協議］
・学習者が学校に赴き、自分たちが選んだものを紹
介し、それについて子どもたちと話し合う。

・子どもたちと一緒に、地域で残したい、伝えたいも
のをみんなで協議し、最終決定する。

・最終決定したものはチラシとして配布する。

［演習］
・ウォークラリーの場所やコースを選ぶ。
・当日の役割分担の決定
・実施のための資料づくりと打ち合わせ　　

［ウォークラリー］
・みんなで選んだ「もの」、「場所」を子どもたちとの
ウォークラリーを通してめぐり、地域の魅力をあら
ためて理解・共有する。

われわれが伝えたいもの
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みんなと考える残したい・
伝えたいもの

学習者及び講座スタッフ
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再発見してみよう

・講座スタッフ
・学校関係者

地域のいいとこめぐり
～地区ウォークラリー

・学習者
・講座スタッフ
・学校関係者
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「食」から学ぶ「いのち」と「くらし」 
 ～夫婦・カップルで楽しむ「休活」～

このプログラムのねらい
地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る

5
4
3
2
1
0

7.

　「食」というテーマは、地域づくり・地場産業・環境問題・健康増進・食育など社会の要請に対応した課題であると
ともに、食べる・料理するという日常的な行動と結びついているために多くの市民が参加しやすいと考えられる。
 この事業をきっかけに中高年層がセカンドキャリアへの足がかりをつかみ、地域における自立した活動の担い手
となることを目指す。
　男性が生活面で自立し、退職後や休日に地域で活動の場を見つけることは、本人だけでなくパートナーの女性に
とっても意義がある。女性にとって魅力的な講座とし、女性が男性パートナーの参加を促すことを期待する。  

1. プログラムの概要

（１）ねらい
●参加者が同じ地域の住民や地域で活躍するさまざまな人との出会いを通じて、自らの生き方を改めて見つめ直

し、退職後の生活に備える必要性を自覚する機会を提供する。  
●自らの住む地域の魅力に気づいた学習者が、同じ地域の住民同士でネットワークを形成する。  
●食育や地元食材・地場産業に関わる地域でのイベントや、地域貢献を目指す自主的な活動を活性化する。

（２）特　色
　●結婚相手を探し、幸せな結婚生活に向けた準備を意味する「婚活」、人生の終わりに向けた準備の「終活」な

どと同様、休日を楽しく過ごすための準備を「休活」と表現する。地域における女性のネットワークと、男
性の視点から見た地域の魅力とのミックスにより、地域づくりの新たな取り組みへの手がかりを見つける。

　●地域と関わる視点や実際の関わり方は男性と女性で特に違いが大きいと考えられるが、違う発想を持ち寄り、
交流するプロセスを重視して事業を実施する。

　　そのため、学習者の人数の男女比が極端に偏らないよう留意する必要がある。  
　●移動学習として、精進料理をふるまう寺院や食材・マナーにこだわりのあるレストランなど、非日常的な場で

体験学習の機会を設ける（地元の農家や食品工場などの見学も合わせて実施）。
　　学習者の人数に合わせて移動手段を確保する必要がある。

２. ねらいと特色

 ①実施主体 主催：生涯学習・社会教育担当課　
 共催：環境、保健・健康、農業・産業、男女共同参画、市民活動などの担当部局
②開催場所 調理施設を備えた公民館等
③開催期間・時間帯 ・２～３ヶ月程度
 ・土日の午前または午後
④対　象 40～50代を中心とする男女
⑤講師等 保健師、栄養士、調理師、食生活改善推進員、地元の食産業の従業員、食育に関わる
 NPO法人のスタッフ、食育に携わる教員等
⑥費用等 調理・実食を行う回のみ実費。他は無料。
⑦定　員 男女合わせて30名程度

3. プログラムの構成

夫婦・カップルでの参加を基本とするが、女性
のみ・男性のみの参加も可。ただし、男女の人
数が偏り過ぎないよう調整する場合がある。

　昔から「同じ釜の飯」といわれるように、食は人と人とのつながりの象徴であった。飲食を伴う他者との関
わりは、リラックスしながら場を共有することで会話が弾み、交友を深めるという効果をもたらすことも多
い。最近では組織や業種・業界の異なるビジネスマンが昼食をともにしながら交流し、視野を広げるという動
きも見られる。参加者間の交流を促し、場の雰囲気をよくする「食」の活用方法を工夫したいものである。

コラム～人と人とをつなぐ「食」

保健・健康課
男女共同
参画課

市民活動課環境課

農業・産業課

生涯学習・
社会教育
担当部局

民間団体、NPO法人とともに企画、運営のための協議会設置

プログラムのイメージ

●用語解説
「食育基本法」
　国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことを目指し、2005年に制定された法律。食文化、自然環境、農山漁村の活性化、食
料自給率など、社会状況と食との関わりにも着目している。（ｐ74資料参考）
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このプログラムのねらい
地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る
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7.

　「食」というテーマは、地域づくり・地場産業・環境問題・健康増進・食育など社会の要請に対応した課題であると
ともに、食べる・料理するという日常的な行動と結びついているために多くの市民が参加しやすいと考えられる。
 この事業をきっかけに中高年層がセカンドキャリアへの足がかりをつかみ、地域における自立した活動の担い手
となることを目指す。
　男性が生活面で自立し、退職後や休日に地域で活動の場を見つけることは、本人だけでなくパートナーの女性に
とっても意義がある。女性にとって魅力的な講座とし、女性が男性パートナーの参加を促すことを期待する。  

1. プログラムの概要

（１）ねらい
●参加者が同じ地域の住民や地域で活躍するさまざまな人との出会いを通じて、自らの生き方を改めて見つめ直

し、退職後の生活に備える必要性を自覚する機会を提供する。  
●自らの住む地域の魅力に気づいた学習者が、同じ地域の住民同士でネットワークを形成する。  
●食育や地元食材・地場産業に関わる地域でのイベントや、地域貢献を目指す自主的な活動を活性化する。

（２）特　色
　●結婚相手を探し、幸せな結婚生活に向けた準備を意味する「婚活」、人生の終わりに向けた準備の「終活」な

どと同様、休日を楽しく過ごすための準備を「休活」と表現する。地域における女性のネットワークと、男
性の視点から見た地域の魅力とのミックスにより、地域づくりの新たな取り組みへの手がかりを見つける。

　●地域と関わる視点や実際の関わり方は男性と女性で特に違いが大きいと考えられるが、違う発想を持ち寄り、
交流するプロセスを重視して事業を実施する。

　　そのため、学習者の人数の男女比が極端に偏らないよう留意する必要がある。  
　●移動学習として、精進料理をふるまう寺院や食材・マナーにこだわりのあるレストランなど、非日常的な場で

体験学習の機会を設ける（地元の農家や食品工場などの見学も合わせて実施）。
　　学習者の人数に合わせて移動手段を確保する必要がある。

２. ねらいと特色

 ①実施主体 主催：生涯学習・社会教育担当課　
 共催：環境、保健・健康、農業・産業、男女共同参画、市民活動などの担当部局
②開催場所 調理施設を備えた公民館等
③開催期間・時間帯 ・２～３ヶ月程度
 ・土日の午前または午後
④対　象 40～50代を中心とする男女
⑤講師等 保健師、栄養士、調理師、食生活改善推進員、地元の食産業の従業員、食育に関わる
 NPO法人のスタッフ、食育に携わる教員等
⑥費用等 調理・実食を行う回のみ実費。他は無料。
⑦定　員 男女合わせて30名程度

3. プログラムの構成

夫婦・カップルでの参加を基本とするが、女性
のみ・男性のみの参加も可。ただし、男女の人
数が偏り過ぎないよう調整する場合がある。

　昔から「同じ釜の飯」といわれるように、食は人と人とのつながりの象徴であった。飲食を伴う他者との関
わりは、リラックスしながら場を共有することで会話が弾み、交友を深めるという効果をもたらすことも多
い。最近では組織や業種・業界の異なるビジネスマンが昼食をともにしながら交流し、視野を広げるという動
きも見られる。参加者間の交流を促し、場の雰囲気をよくする「食」の活用方法を工夫したいものである。

コラム～人と人とをつなぐ「食」

保健・健康課
男女共同
参画課

市民活動課環境課

農業・産業課

生涯学習・
社会教育
担当部局

民間団体、NPO法人とともに企画、運営のための協議会設置

プログラムのイメージ

●用語解説
「食育基本法」
　国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことを目指し、2005年に制定された法律。食文化、自然環境、農山漁村の活性化、食
料自給率など、社会状況と食との関わりにも着目している。（ｐ74資料参考）
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「食」から学ぶ「いのち」と「くらし」 ～夫婦・カップルで楽しむ「休活」～7.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
●中長期的には学習者が学習成果を生かした活動を立ち上げることを意識しつつ、当面は学習者が「食」に関

わる学習活動を継続することを目指す。
●講座修了から一定期間を経た後に、学習者に対する生活状況・意識に関する調査を実施する（食生活、健康

状態、地域活動への参加など）。
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー

●食育・地域づくり・環境保護等に関わる市民活動への接続（自主グループの形成、既存グループへの加入
等）を強く意識する。

プログラムの展開例

1

2

3

4

5

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

開講式　
講座のねらいの説明など

担当職員
保健師、栄養士

開講式・シニアの健康と食生活
●各学習者、特に男性同士、女性同士の交流を深める。
●料理実習や移動学習についての学習者の要望等を確認する。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
●複数の行政部局が実施する施策を持ち寄り、効果的に結びつけて事業全体を組み立てる必要がある。事業全体の

ねらいについて理解を共有し、各担当の役割を調整するためにも、特に事業の立ち上げ時には行政担当者同士の
打合せを入念に行う必要がある。

●広報については、女性向けと男性向けで異なるチラシを作るなど、それぞれのニーズに合った形を工夫すること
が有効と考えられる。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

料理教室・「食」と「いのち」のつながりを考える
●男性向け料理教室は、学習者の要望に応じて、日常的に手軽に作れるメニューの代わりにこだわりの料理

としてもよい。
●女性が講義で学んだ内容を男性に向けて発表することで、学習成果の共有と学習者間の交流を目指す。

2

料理教室・これからの地域社会と「食」
●メニューの開発については、地域住民に公募しての食育レシピ・コンテストなどと連動させることなどが

考えられる。
●男性が講義で学んだ内容を女性に向けて発表することで、学習成果の共有と学習者間の交流を目指す。

3

移動学習（精進料理と講話）
●精進料理をふるまい、生きる上での「食」の意味について僧侶が講話する寺院への移動学習を想定してい

る。ほかには、おしゃれな雰囲気で洋食をあじわい、外国式のマナーを学べるようなレストランの利用な
ども考えられ、地域状況や学習者のニーズに応じて検討する必要がある。

4

事例発表：みんなでできる「食」を通じた地域づくり
●講師が紹介する食育の取り組みを参考に、講座で学んだ知識を生かす方法について検討する。

5

［講義］
シニアの健康と食生活
・各学習者の健康状態のチェック、食と健康との関連に
ついての講義

・各学習者の食習慣のふりかえり
・学習者同士の交流

【男性向け】
料理教室 【男性向け】

調理師
【女性向け】

栄養士、農政担当職員

【男性向け：実習】手軽な健康食の調理
【女性向け：講義】子どもを含めた各年代の健康状態や、

「食」の安全に関する講話
【合同】会食・交流と学習成果の発表・共有

【女性向け】
「食」と「いのち」の
つながりを考える

【女性向け】
調理師

【男性向け】
農政担当職員、農家、
地域政策担当職員、
経済担当職員等

【女性向け：実習】地元食材を用いた健康食の調理
【男性向け：講義】これからの地域社会と「食」
・「食」と社会との関わり（食料自給率や生命技術など）
や地域振興（地場産業、地域づくりの長期的なビジョ
ンなど）に関する講話

【合同】会食・交流と学習成果の発表・共有

【女性向け】
料理教室

【男性向け】
これからの地域社会と「食」

【移動学習】
精進料理と講話

みんなでできる「食」を通じた
地域づくり

住職  
農家、

食品工場関係者等

食生活改善推進委員、
NPO、教員等

［移動学習］
・食といのちのつながりについて
・地元の食産業の現場実習
・農家や食品工場などの見学

［事例発表］
地元で食育に取り組む関係者による実践の紹介
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（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
●中長期的には学習者が学習成果を生かした活動を立ち上げることを意識しつつ、当面は学習者が「食」に関

わる学習活動を継続することを目指す。
●講座修了から一定期間を経た後に、学習者に対する生活状況・意識に関する調査を実施する（食生活、健康

状態、地域活動への参加など）。
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー

●食育・地域づくり・環境保護等に関わる市民活動への接続（自主グループの形成、既存グループへの加入
等）を強く意識する。

プログラムの展開例
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2
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4
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テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

開講式　
講座のねらいの説明など

担当職員
保健師、栄養士

開講式・シニアの健康と食生活
●各学習者、特に男性同士、女性同士の交流を深める。
●料理実習や移動学習についての学習者の要望等を確認する。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
●複数の行政部局が実施する施策を持ち寄り、効果的に結びつけて事業全体を組み立てる必要がある。事業全体の

ねらいについて理解を共有し、各担当の役割を調整するためにも、特に事業の立ち上げ時には行政担当者同士の
打合せを入念に行う必要がある。

●広報については、女性向けと男性向けで異なるチラシを作るなど、それぞれのニーズに合った形を工夫すること
が有効と考えられる。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

料理教室・「食」と「いのち」のつながりを考える
●男性向け料理教室は、学習者の要望に応じて、日常的に手軽に作れるメニューの代わりにこだわりの料理

としてもよい。
●女性が講義で学んだ内容を男性に向けて発表することで、学習成果の共有と学習者間の交流を目指す。

2

料理教室・これからの地域社会と「食」
●メニューの開発については、地域住民に公募しての食育レシピ・コンテストなどと連動させることなどが

考えられる。
●男性が講義で学んだ内容を女性に向けて発表することで、学習成果の共有と学習者間の交流を目指す。

3

移動学習（精進料理と講話）
●精進料理をふるまい、生きる上での「食」の意味について僧侶が講話する寺院への移動学習を想定してい

る。ほかには、おしゃれな雰囲気で洋食をあじわい、外国式のマナーを学べるようなレストランの利用な
ども考えられ、地域状況や学習者のニーズに応じて検討する必要がある。

4

事例発表：みんなでできる「食」を通じた地域づくり
●講師が紹介する食育の取り組みを参考に、講座で学んだ知識を生かす方法について検討する。

5

［講義］
シニアの健康と食生活
・各学習者の健康状態のチェック、食と健康との関連に
ついての講義

・各学習者の食習慣のふりかえり
・学習者同士の交流

【男性向け】
料理教室 【男性向け】

調理師
【女性向け】

栄養士、農政担当職員

【男性向け：実習】手軽な健康食の調理
【女性向け：講義】子どもを含めた各年代の健康状態や、

「食」の安全に関する講話
【合同】会食・交流と学習成果の発表・共有

【女性向け】
「食」と「いのち」の
つながりを考える

【女性向け】
調理師

【男性向け】
農政担当職員、農家、
地域政策担当職員、
経済担当職員等

【女性向け：実習】地元食材を用いた健康食の調理
【男性向け：講義】これからの地域社会と「食」
・「食」と社会との関わり（食料自給率や生命技術など）
や地域振興（地場産業、地域づくりの長期的なビジョ
ンなど）に関する講話

【合同】会食・交流と学習成果の発表・共有

【女性向け】
料理教室

【男性向け】
これからの地域社会と「食」

【移動学習】
精進料理と講話

みんなでできる「食」を通じた
地域づくり

住職  
農家、

食品工場関係者等

食生活改善推進委員、
NPO、教員等

［移動学習］
・食といのちのつながりについて
・地元の食産業の現場実習
・農家や食品工場などの見学

［事例発表］
地元で食育に取り組む関係者による実践の紹介



52

セカンドキャリア・セミナー
 ～地域で見つけるビジネスチャンスと人生のヒント～

このプログラムのねらい
地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る

5
4
3
2
1
0

8.

　ビジネスの第一線から退職後の生活へのソフト・ランディングを目指す。会社員・自営業者・事業主などがもつ
ビジネスへの関心を生かしつつ、新たなビジネスチャンスの創出のために業種・業界を超えた交流を深め、自ら所
属する組織の外に目を向ける機会を提供する。  

1. プログラムの概要

（１）ねらい
●同じ地域の住民や地域で活躍するさまざまな人との出会いを通じて、地域全体の経済・社会の活性化に向けて

の手がかりをつかむとともに、自らの生き方を改めて見つめ直す。  
●職業生活を大切にしつつ知識やスキルを地域で活用するプロボノとしての活動など、地域での活動の新たな担

い手を発掘する。
●コミュニティビジネスの創出を見据えたプロジェクトを立ち上げることで、地域経済を担う企業・事業者が新

たな領域に挑戦し、活性化することを目指す。
●市民活動団体に相互交流と活動成果の発表の機会を提供することで、従来とは異なる層に市民活動の共感者・

支持者を発掘するなど、市民活動全体が活性化することを目指す。

（２）特　色
●個々の中高年に関心をもってもらえるような企画づくりとPRはもちろん重要であるが、あわせて、地域所在

の企業に対して従業員の推薦を依頼する。ビジネスマンとしての人脈形成と交流を通じての視野拡大を支援す
ることができるよう、事業主等のニーズを把握する。  

●市民活動の広報および団体間の交流の機会を提供するため、市民活動の中間支援組織や行政担当部局に協力を
依頼する。

２. ねらいと特色

①実施主体  主催：生涯学習・社会教育担当課
   共催：地域政策、経済、市民活動支援の担当部局、商工会、市民活動中間支援組織など
②開催場所  公民館、生涯学習センター等
③開催期間・時間帯 ・２～３ヶ月
   ・平日午後６時～８時頃
④対　象  中高年および地元企業
⑤講師等  NPO法人および中間支援組織
⑥費用等  軽食・アルコールなどの実費代
⑦定　員  50名

3. プログラムの構成

「仕事中心」から「退職後・余暇」へのソフト・ランディング

●用語解説
「ラーニング・バー」
　組織を超えた社会人の学びと交流の場。参加者同士がリラックスして関われるよう、軽食やアルコールがふるまわれるなどの雰囲気づくりが重視され
ることが多い。（中原淳『知がめぐり、人がつながる場のデザイン』より）

「プロボノ」
　専門的な知識やスキルを無償で提供し、社会的・公共的な課題解決に取り組む活動またはその担い手。基本的にはボランティアの一種だが、本来なら
報酬が支払われるような高度の職業スキルが発揮される点に特徴がある。

プログラムのイメージ

仕事中心の
生活

退職後・
余暇

地域での活動

職場以外の交友関係

　クラシック音楽やジャズのBGMが流れる雰囲気のよいラーニング・バーで「仕事を終えた後の一杯」を楽し
む。これまで地域での学習機会に参加してこなかった層を惹きつけるためには、口コミで評判になるほど上質
の食事やアルコールを揃えてみたい。勤務を終えて集まった学習者が自分の生き方を追求する時間に切り替え
るためには、飲食と交流を楽しめる講座開催前の時間が大切になる。

コラム～ラーニング・バーでのひととき
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このプログラムのねらい
地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る

5
4
3
2
1
0

8.

　ビジネスの第一線から退職後の生活へのソフト・ランディングを目指す。会社員・自営業者・事業主などがもつ
ビジネスへの関心を生かしつつ、新たなビジネスチャンスの創出のために業種・業界を超えた交流を深め、自ら所
属する組織の外に目を向ける機会を提供する。  

1. プログラムの概要

（１）ねらい
●同じ地域の住民や地域で活躍するさまざまな人との出会いを通じて、地域全体の経済・社会の活性化に向けて

の手がかりをつかむとともに、自らの生き方を改めて見つめ直す。  
●職業生活を大切にしつつ知識やスキルを地域で活用するプロボノとしての活動など、地域での活動の新たな担

い手を発掘する。
●コミュニティビジネスの創出を見据えたプロジェクトを立ち上げることで、地域経済を担う企業・事業者が新

たな領域に挑戦し、活性化することを目指す。
●市民活動団体に相互交流と活動成果の発表の機会を提供することで、従来とは異なる層に市民活動の共感者・

支持者を発掘するなど、市民活動全体が活性化することを目指す。

（２）特　色
●個々の中高年に関心をもってもらえるような企画づくりとPRはもちろん重要であるが、あわせて、地域所在

の企業に対して従業員の推薦を依頼する。ビジネスマンとしての人脈形成と交流を通じての視野拡大を支援す
ることができるよう、事業主等のニーズを把握する。  

●市民活動の広報および団体間の交流の機会を提供するため、市民活動の中間支援組織や行政担当部局に協力を
依頼する。

２. ねらいと特色

①実施主体  主催：生涯学習・社会教育担当課
   共催：地域政策、経済、市民活動支援の担当部局、商工会、市民活動中間支援組織など
②開催場所  公民館、生涯学習センター等
③開催期間・時間帯 ・２～３ヶ月
   ・平日午後６時～８時頃
④対　象  中高年および地元企業
⑤講師等  NPO法人および中間支援組織
⑥費用等  軽食・アルコールなどの実費代
⑦定　員  50名

3. プログラムの構成

「仕事中心」から「退職後・余暇」へのソフト・ランディング

●用語解説
「ラーニング・バー」
　組織を超えた社会人の学びと交流の場。参加者同士がリラックスして関われるよう、軽食やアルコールがふるまわれるなどの雰囲気づくりが重視され
ることが多い。（中原淳『知がめぐり、人がつながる場のデザイン』より）

「プロボノ」
　専門的な知識やスキルを無償で提供し、社会的・公共的な課題解決に取り組む活動またはその担い手。基本的にはボランティアの一種だが、本来なら
報酬が支払われるような高度の職業スキルが発揮される点に特徴がある。

プログラムのイメージ

仕事中心の
生活

退職後・
余暇

地域での活動

職場以外の交友関係

　クラシック音楽やジャズのBGMが流れる雰囲気のよいラーニング・バーで「仕事を終えた後の一杯」を楽し
む。これまで地域での学習機会に参加してこなかった層を惹きつけるためには、口コミで評判になるほど上質
の食事やアルコールを揃えてみたい。勤務を終えて集まった学習者が自分の生き方を追求する時間に切り替え
るためには、飲食と交流を楽しめる講座開催前の時間が大切になる。

コラム～ラーニング・バーでのひととき
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セカンドキャリア・セミナー ～地域で見つけるビジネスチャンスと人生のヒント～8.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
　●地元企業の経営者・事業主の立場から、従業員のスキルアップへの影響を聞き取り評価する。
　●市民活動団体への理解・支持や活動への参加につながるかどうかを確認する。
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー
　●経済担当、地域政策担当部局とも連携しながら、市民参加型のプロジェクトを企画し、受講者の参加を促す。
　●次年度以降、同じ組織から別の従業員を選出してもらうよう依頼を行い、活動の成果がより広い文脈で展開

　されることを目指す。

プログラムの展開例

1

2

3

4

5

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

ビジネスのフロンティア
としての地域

・経済担当、地域政策
  担当の行政職員
・生涯学習社会教育
  担当行政職員等

ビジネスのフロンティアとしての地域
●一日の勤務を終えた各学習者がリラックスして交流できるよう、会場には軽食やアルコールを準備する

（第2回目以降も同様）。
●学習者間の交流が深まるよう、自己紹介シートの活用やグループワークの導入を進める。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
●個々の中高年に関心を持ってもらえるような企画づくりとＰＲと合わせて、地元企業・事業者に働きかけて従業

員等の推薦を依頼する。ビジネスマンとしての人脈形成と視野拡大など、事業主等のニーズを把握した上でプロ
グラムに反映させる。

●市民活動の広報および団体間の交流の機会を提供するねらいをもつため、市民活動の中間支援組織や担当行政部
局との連携が必要になる。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

コミュニティ・ビジネスの成功例に学ぶ
●ビジネスの成功例について話題提供を行なうとともに、地域との関わりを楽しむ働き方のモデルとなるつ

いて話題提供を行う人物をゲストに招く（必ずしも地元の住民にこだわらない）。

2

市民活動の成功例に学ぶ
●学習者の多くになじみがない（と予想される）地域活動・市民活動の実態について話題提供を行い、退職

後や余暇の生き方のモデルとなる人物をゲストに招く（地元で活躍するＮＰＯ等）。

3

私たちはこう考える、未来の○○市
●地元企業の従業員、地域で活躍する市民活動の担い手、行政関係者、地元をよく知らないビジネスマンな

ど、異なる立場の学習者が互いに意見交換できるような機会を設ける。
●少人数ごとに分かれ、グループとして構想をまとめる。

4

私たちはこうつくる、未来の○○市
●前回作成したプランを各グループが発表し、構想の実現可能性や実現に向けての条件等を含めて意見交換

を行う。
●関連する領域の行政担当者がコメントする。

5

［グループワーク］
・講座全体の趣旨説明を兼ねて、地域の課題やシーズ
について話題提供を行う

・学習者間の交流

コミュニティ・ビジネスの
成功例に学ぶ

市民活動の成功例に学ぶ

NPO法人ないしは企業

［講義］
・経済担当、地域政策担当の行政職員
・生涯学習・社会教育担当職員等
・学習者間の交流、情報交換

NPO法人
［講義］
・ゲスト講師による話題提供
・学習者間の交流、情報交換

私たちはこう考える
未来の○○市

私たちはこうつくる
未来の○○市

［ワークショップ］
地域の在り方を構想し、そこでの各学習者の生き方を
明確化するためのワークショップ

［ワークショップ］
前回の成果を受け、より具体的な提案や行動に移すた
めのワークショップ

生涯学習・社会教育
担当、経済担当、地域
政策担当の行政職員

生涯学習・社会教育
担当、経済担当、地域
政策担当の行政職員
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セカンドキャリア・セミナー ～地域で見つけるビジネスチャンスと人生のヒント～8.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
　●地元企業の経営者・事業主の立場から、従業員のスキルアップへの影響を聞き取り評価する。
　●市民活動団体への理解・支持や活動への参加につながるかどうかを確認する。
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー
　●経済担当、地域政策担当部局とも連携しながら、市民参加型のプロジェクトを企画し、受講者の参加を促す。
　●次年度以降、同じ組織から別の従業員を選出してもらうよう依頼を行い、活動の成果がより広い文脈で展開

　されることを目指す。

プログラムの展開例

1

2

3

4

5

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

ビジネスのフロンティア
としての地域

・経済担当、地域政策
  担当の行政職員
・生涯学習社会教育
  担当行政職員等

ビジネスのフロンティアとしての地域
●一日の勤務を終えた各学習者がリラックスして交流できるよう、会場には軽食やアルコールを準備する

（第2回目以降も同様）。
●学習者間の交流が深まるよう、自己紹介シートの活用やグループワークの導入を進める。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
●個々の中高年に関心を持ってもらえるような企画づくりとＰＲと合わせて、地元企業・事業者に働きかけて従業

員等の推薦を依頼する。ビジネスマンとしての人脈形成と視野拡大など、事業主等のニーズを把握した上でプロ
グラムに反映させる。

●市民活動の広報および団体間の交流の機会を提供するねらいをもつため、市民活動の中間支援組織や担当行政部
局との連携が必要になる。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

コミュニティ・ビジネスの成功例に学ぶ
●ビジネスの成功例について話題提供を行なうとともに、地域との関わりを楽しむ働き方のモデルとなるつ

いて話題提供を行う人物をゲストに招く（必ずしも地元の住民にこだわらない）。

2

市民活動の成功例に学ぶ
●学習者の多くになじみがない（と予想される）地域活動・市民活動の実態について話題提供を行い、退職

後や余暇の生き方のモデルとなる人物をゲストに招く（地元で活躍するＮＰＯ等）。

3

私たちはこう考える、未来の○○市
●地元企業の従業員、地域で活躍する市民活動の担い手、行政関係者、地元をよく知らないビジネスマンな

ど、異なる立場の学習者が互いに意見交換できるような機会を設ける。
●少人数ごとに分かれ、グループとして構想をまとめる。

4

私たちはこうつくる、未来の○○市
●前回作成したプランを各グループが発表し、構想の実現可能性や実現に向けての条件等を含めて意見交換

を行う。
●関連する領域の行政担当者がコメントする。

5

［グループワーク］
・講座全体の趣旨説明を兼ねて、地域の課題やシーズ
について話題提供を行う

・学習者間の交流

コミュニティ・ビジネスの
成功例に学ぶ

市民活動の成功例に学ぶ

NPO法人ないしは企業

［講義］
・経済担当、地域政策担当の行政職員
・生涯学習・社会教育担当職員等
・学習者間の交流、情報交換

NPO法人
［講義］
・ゲスト講師による話題提供
・学習者間の交流、情報交換

私たちはこう考える
未来の○○市

私たちはこうつくる
未来の○○市

［ワークショップ］
地域の在り方を構想し、そこでの各学習者の生き方を
明確化するためのワークショップ

［ワークショップ］
前回の成果を受け、より具体的な提案や行動に移すた
めのワークショップ

生涯学習・社会教育
担当、経済担当、地域
政策担当の行政職員

生涯学習・社会教育
担当、経済担当、地域
政策担当の行政職員
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9.

　ワーク・ライフ・バランスの視点から、家庭や地域の身近な課題に取り組むきっかけづくりとなる内容で構成され
る。１回１回のテーマを絞り込み、暮らしに役立つ知識・技能の習得を目指す。また、近隣のお付き合いや自治会等
の活動に生かされることも期待できる。扱う内容は、防災、防犯、環境美化、地域行事、地域理解の５点とした。

1. プログラムの概要

（１）ねらい
●中高年世代の暮らしの特徴は、ふだん仕事(家事・育児・就業等）のため、時間に比較的余裕がないところに

ある。とかく短い時間を有効に使った個人学習が中心になる。そこで、グループ学習を特長とする講座を設定
することで、学習の幅を広げ、地域への参加の「呼び水」とする。ねらいは、端的に、中高年の方々に講座に
足を運んでもらうことに置く。そのため、講座の内容は日常の暮らしに直接役立つ体験的・実用的なものとす
る。講座への参加を通して地域の知り合いの輪を広げ、日常的な地域活動へのきっかけづくりとなることをね
らいとする。

 （２）特　色
●実用性・実践性を重視（学んだことの「お得」感が得られることを重視）。　
●「パック学習」の手法を採用。例えば防災グッズのパックのように必要な知識・技術をパック（束）にして、

講座１コマで１つのテーマが要領よく学べるようにする。
●「ワークショップ」の手法を採用。学習者の話し合いや館外学習等により地域参加につながる視野を広げ、併

せてコミュニケーション力のアップを図る。

２. ねらいと特色

①実施主体 公民館・市民センター、または生涯学習・社会教育担当課
②開催場所 公民館・市民センターを主会場とする。館外学習では、地域の関連施設を積極的に活用する。
③開催期間・時間帯 ・２か月（５回開催）
　 ・隔週の土曜日・午後に開催。基本は２時間。館外学習の場合は３時間を基本とする。
④対　象 中高年男女を中心とする。
 特に家事や地域活動になじみが薄くなりがちな男性の参加を促す。
⑤講  師  等 ＮＰＯ・ボランティア団体のエキスパート、行政職員
⑥費  用  等 無料 
⑦定　　員 20名
　

3. プログラムの構成

ワークショップでは1グループ10名で2グループを編成。但し、各回で
欠席者がでることも考えられるので実際には7～10名のグループでの
実施が予想される。

　講座の組み立ての基本は範囲（scope）と順序（sequence）である。講座全体のテーマに沿って１回１回の
テーマで扱う内容の範囲を決め、適切な順序に配列する。しかし実際には、各テーマの順序については相当の
配慮がなされるが、１回１回のテーマの内容については講師任せで十分な吟味がなされないことも少なくな
い。講座担当者と講師等が事前によく打ち合わせて、１回２～３時間で扱う学習項目・内容を過不足なく束ね
る作業が重要である。
　中高年世代の日常は多忙なことが多い。そのため必ずしも講座すべての回に参加できるわけではない。講座
の各回で明確なテーマを設定し、それに沿って内容を束ね（pack）、一回ずつの区切りをつける。各学習者
が、各回のテーマごとに学習の成果を確認できる講座づくりを目指す。
　「パック学習」の中身は、ここで取り上げた企画例に限らず、実用的な内容をグループで楽しく学べるよう
にすることで、さまざまなテーマ設定で効果を挙げることができる。例えば、福祉、環境、教育、生活改善、
余暇の充実、健康・ウエルネス等の分野で展開できる。

コラム～ 「パック学習」という考え方

＜地域につながる暮らし応援講座＞

講座の体験

暮らしに役立つ
体験的学び ＋

地域につながる学び
（視野の広がり）

グループでの学び

日々忙しいので
地域に縁が薄い

暮らし

日々忙しいけど
地域につながる

暮らし

プログラムのイメージ
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地域とつながる暮らし応援講座9.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
　●最終回に学習者全体でグループ学習について感想を出し合い、その記録をとる
　●最終回に簡単なアンケートをとる（今後の受講希望に重点を置いて）
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー
　●終了後数か月ののち、親睦と情報交換を兼ねて修了者の会を開催する。

　内容は、例えば、第１回で実施した「焼きそば」に替えて「たこ焼き」や「クレープ」にするとかで、地域
活動での実用と会食の楽しみを兼ねたものとする。

　●学習者同士のネットワークの動きを確認したところで本講座の区切りとする。

プログラムの展開

「B級グルメでまつりの屋台開き」
●全体オリエンテーションのあと、簡単な自己紹介。
●第１回目から講座の具体的な内容に入る。１回目で学習者に確実に有用感を感じてもらう。
●一味違う焼きそばづくりや、屋台ならでは工夫などを盛り込み、自宅・野外での応用を可能とする。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
●中高年世代に、講座参加の経験を持ってもらう。特に就労者のライフスタイルを意識して土曜開催とする。
●実用性を前面に出し、時間を割いてでも参加したくなるような講座とする。
●ある程度の欠席があることを想定して、欠席が学ぶ意欲の低下を招かないように、各回完結の連続講座とする。
●「パック学習」として、１回分の講座にどのような内容を束ねるかを十分に吟味する。
●グループで班長を決めるなど学習者の自主性を期待し、会話のある楽しいグループ運営を目指す。
●アットホームで居心地のよい学習環境であることをアピールする。
●講座等への参加のリピートを期待し、講座への高い満足感・達成感が得られるようにする。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

「防災バッグの作り方」
●地震等の災害時に役に立つアイテムの知識習得を中心とする。災害時を想定して実践的な学びとなるよう

に心掛ける。
●地域ごとの防災マップの確認や防災倉庫等の地域の防災態勢についても理解を深める。
●第５回の地域ウォーキングの際に、できるならば地域の防災設備の確認を併せて行いたい。

2

「家の防犯・地域の防犯　総ざらい」
●各家庭で行える防犯のノウハウを学ぶだけでなく、地域防犯の必要性にも十分に目配りする。「割れ窓理

論」（Broken Windows Theory）というのがある。一枚の割れた窓ガラスを放置しておくと、それがエス
カレートして、やがて地域全体の荒廃につながるという理論だが、家庭と地域の完全・安心は切り離すこ
とはできない。

●高齢社会化が進んでいる。とかく防犯弱者になりがちな地域の高齢者等の身の安全を地域の人々全体で支
えで実現していくという視点を重視したい。

3

「掃除・清掃の極意を伝授」
●講師を学校（中学校、高校、専門学校）の家庭科の教員に依頼すれば、科学的な根拠も含めて知識の提供

ができる。伝統的な家事の知恵を学ぶには、経験豊かな実践者が講師として望ましい。
●地域清掃については、自治会等による地域清掃の実際や先進事例の紹介も併せて行えるとよい。

4

「地域のウォーキングコースマップの作成」
●公民館または社会教育課等の担当職員が、企画運営に当たることで、職員と学習者の心理的距離が縮ま

り、今後の講座参加を促す効果も期待できる。
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テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

「Ｂ級グルメでまつりの
屋台開き」

「防災バッグの作り方」

「家の防犯・地域の防犯
総ざらい」

［講義・実習］
バッグに詰める品目、活用方法、保存食等の管理方法、
保管場所等の知識。実例による学習。グループでの話し
合いを含む。

［講義・実習］
犯罪の実情、各家庭での防犯の要点と工夫、地域ぐるみ
の防犯の必要性と実際、警備保障の知識等。グループで
の話し合いを含む。

［講義・実習］
伝統的な掃除用具（雑巾やほうき）の使い方、家屋美化
の工夫、地域清掃の要点

［講義・グループ学習］
班に分かれて魅力的と思われるウォーキングコースを
設定し、実際に歩く。歩いた後で、どの点が魅力的かを
話し合い、簡単なウォーキングコースマップを作成する。

［講義・実習］
地域の祭りを想定した「売れる焼きそばづくり」。屋台づ
くり、衛生、食材、調理器具等の知識を含める。

地域のまつり等で焼きそ
ばづくりの経験が豊富な
地域人材

防災センターの職員また
は防災ボランティアの経
験が豊富な地域人材

地元警察署の所管課職員

地域婦人会会員、または
中学校家庭科教員

講師としては地域の町並
み・観光ボランティア。ま
たは講師なしで、職員が
学習支援者として企画運
営に当たる。

「掃除・清掃の極意を伝授」

「地域のウォーキング
コースマップの作成」
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の防犯の必要性と実際、警備保障の知識等。グループで
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コースマップの作成」
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冬季おとなの学級

このプログラムのねらい

地域とつながる

学習活動の支援

地域を支える

地域の人を生かす

地域に関心を持つ

地域課題を知る
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10.

　降雪量が多い寒冷地や山間部では、風雪の季節が長く、春の訪れが遅い。そこで暮らす人々、特に中高年・高齢の
女性は冬季には外部との交流が少なくなり、活動が鈍りがちになる。この時期に、地域の人材や役所・役場の職員の
支援で、小規模ながら地域の大人が集まり、定期的な学級活動を実施するものである。地区学級は地区ごとの集会所
（または地区公民館）で実施、全体学級は公民館（または中央公民館）で実施する。

1. プログラムの概要

（１）ねらい
●山間・過疎地域を中心に、冬季の地域交流が鈍りがちな時期に、そこに住む人々が交流を続け、生きがいを

もって日々を暮らすよう、学びの機会を積極的に作り出す。
 
（２）特　色

●人の交流を重視し、学びのほか、レクリエーションの要素等を多く取り入れ、楽しい学級活動を進める。
●地元及び地元以外の中高年の人材を積極的に活用し、変化の乏しい地域活動に新鮮な刺激を供する。また積極

的に地域の伝承文化の継続を図る。
●地区ごとの学級活動の積み上げの後、全体学級で交流・発表会を行う。運営は学級リーダー連絡会が行う。

２. ねらいと特色

 ①実施主体 公民館または生涯学習・社会教育担当課
 
②開催場所 地区集会所及び公民館

 ③開催期間・時間帯 １１月～３月
 ・地区学級４回、全体学級１回（５回開催）

 ④対　象 地区の中高年及び高齢者。特に冬季に外出が少なくなりがちな女性を中心に。

 ⑤講師等 地元の人材、ボランティア・ＮＰＯ法人関係者、行政職員

 ⑥費用等 材料費等の実費として１０００円（学級生の負担）

 ⑦定　員 各地区学級約１０名（４地区とすれば、全体学級は４０名）

3. プログラムの構成

＜冬季おとなの学級＞

地元の学び
地区学級 全 

体 

学 

級

地区学級

地区学級

地区学級

●人のつながり

●地元の魅力再発見

●伝統文化の継承

プログラムのイメージ
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冬季おとなの学級10.

（１）評価を行う上での工夫・考えられる指標
●プログラムの内容・構成はあえてオーソドックスなものとしている。地区の人々が学級を身近に感じ、親し

み、世代を超えて周囲の人々と温かい人間関係を持続し発展できたかが、学級事業の成果として問われる。
●特に地区の中高年・現役世代が学級の指導者やファシリテーターとして、学級活動の質の向上に役割をとれ

たかが評価のポイントとなる。
●公民館職員等の事業担当者は、毎回の学級の全体的な雰囲気に注意しながら、学びを通して学習者同士が良

好な人間関係を維持していることを、観察を通して確認する。
（２）学習者に対する事後アプローチ・フォロー

●学級終了後、各地区学級の学級リーダーに集まってもらい、学級活動について感想を出し合い、その記録を
とる

●次の年の「冬季おとなの学級」に向けて、学級リーダーから企画のアイデアを出してもらう。「リースをつくろう」
●作業を楽しみながら進められるよう、雰囲気づくりに留意する。
●ツル等の材料は、あらかじめ学級生有志が講師とともに採取したものを使用する。材料費は徴収しない。
●クリスマスの時だけでなく、誕生日などの記念や季節感のある室内装飾として身近なものとして親しむきっ

かけとする。

1

4. プログラムの流れ 5. プログラム実施後（成果の評価・活用）

（１）企画段階
　●地区学級（それぞれ愛称をもつ）の学級生の中から、学級リーダーとなる有志の人を選んでおき、全体学級の

　集まりを開いて、学級リーダーの打ち合わせを行う。
　●地区学級の特長や独自性を大切にし、地区学級の共通のルールは最小限にとどめる。
　●最終回に行う交流・発表会の持ち方について企画を詰めておく。

（２）実践段階（プログラム展開上）の留意点

「新春の書初めをしよう」
●書初めは、年の初めにおめでたいことを記す神事の一環であるが、学級ではこの意味づけにはこだわらな

い。「好きな言葉」（あるいは座右の銘）を書くことで自らの生き方の確認に役立ててもらいたい。
●書道の学習として、講師からワンポイントのアドバイスをもらい、技能向上の面でも効果を期待する。

2

「郷土料理の腕を磨こう」
●地域の行事の折などに郷土料理を提供することをある程度想定して、学級でつくる郷土料理のメニューを

決めておく。
●郷土料理は、地元の食材を使った汁物、煮物、そば・麺・米穀類など、いろいろある。２～３品を手分け

して作るのもよい。試食の折には作品のいわれや食の作法についても学べるとよい。
●伝統的な郷土料理の作り方を墨守するのではなく、そこに栄養、見た目、新しい郷土の作物の使用などの

要素を加味して、創作的な面を強調するのもよい。

3

「民話の語りをしてみよう」
●民話の保存と普及の活動は、民話の収集、記録と保存、語りの練習、映像化の試みなど、奥が深い。学級

では、特に語りの楽しさにふれることを主眼とする。
●地元に伝わる民話の中には、現代からみれば差別的な表現と捉えられる箇所があるかもしれない。その場

合、関係者には差別を助長することがないよう、十分な配慮をすることが望まれる。

4

「発表・交流会（全体学級）」
●ミニ講演会のテーマは、地域の歴史・民俗・産業等に関するものや、地域課題や現代的教養に関するもの

が候補として挙げられる。講師には、地元以外で活躍している人材に依頼。地元以外の講師から新鮮な感
覚で知識や技能の吸収を図る。

●郷土料理のメニューは、各地区の学級で試食したものからあらかじめ選んでおく。調理は学級生全員が手
分けして行う。

5

　地域に暮らす人々が学びの中で地元のよさを再発見し、地元を肯定的にとらえ、進んで地域に関わるきっか
けを得ていくにはどうしたらよいか。いくつかのポイントがある。
　①地域の生活文化・歴史・民俗・産業等の「よさ」を再発見するテーマを設定する。
　②参加した学習者は、交流や実地体験を通して知識や技能を高める。
　③講師や指導者には、地元の人材が当たるだけでなく、地元以外の人材の協力を得る。
　④学習による達成感や有用感を大切にし、地域活動への参加のきっかけをつくる。
「地域」をより限定的に「地元」ととらえ、そこでの魅力の発見、課題の設定、人のつながりを進めるもの
で、地元の中高年・現役世代が企画や指導の担い手として本腰を入れて関わることで、地域の活性化に弾みを
つけることができる。

コラム～ 「地元学習」の考え方
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冬季おとなの学級10.
プログラムの展開例

1

2

3

4

5

地

　区

　学

　級

テーマ（サブタイトル） 学習内容及び方法 講師・学習支援者

リースをつくろう 地元のエキスパート

［実習］
地元にある蔓（つる）などの材料を使ってクリスマス・
リースをつくる。地元にある蔓（つる）、花、草の採取と保
存方法も合わせて学ぶ。各自、ハサミを持参。

新春の書初めをしよう

郷土料理の腕を磨こう

地元の書道家

［実習］
あらかじめ「好きな言葉」を各自が選んでおき、書初め
をする。作品が出揃った後、講師から講評とアドバイス
をもらう。最後に、選ばれた「好きな言葉」について各自
が解説し、これからの抱負等を述べる。各自、筆墨を持
参する。

地元の料理研究家

［実習］
地元に伝わる郷土料理をつくる。基本を忠実に受け継
ぎながら、それに一手間・一工夫を加える。その後全員
で試食し、感想を述べ合い、講師からコメントをもらう。

民話の語りをしてみよう

発表・交流会
（全体学級）

地元の民話研究家

地元の音楽愛好家
（コーラス指揮）

［講義・演習］
講師から地元に伝わる民話の紹介と解説をしてもらう。数
人のグループに分かれて、各グループがそれぞれ選んだ
民話について、語りの練習を行う。その後、グループごとに
作品の語りの発表を行う。語りは一作品をグループ内でリ
レーして継いでいく。最後に講師から講評をもらう。

［発表・交流会］
各地区学級の学級生が製作したリース、及び書初め作
品の展示。郷土料理の試食会。１時間程度のミニ講演
会。最後に全員でのコーラス。
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