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（１）開会・導入 

①アイスブレーキング  

②話し合いのルールづくり 

③学び合いフォーラムの趣旨について 

 

（２）アクティビティ「コンパス分析」 

～さまざまな角度から地域を見る 

グループに分かれ、各団体が持ち寄った地域の写真に

ついて、「コンパス分析」の手法を用いて、自然・経済・

社会・意思決定の 4つの視点から分析した。 

 

全体共有： 

・写真によって4つの視点が出るものと出にくいものがあ

った。 

・人に焦点を当てた写真は、社会的背景についての気

付きが多く出される。 

・「自然」と「経済」が出しにくかった。時間があればもっ

と出てきたかもしれない。いろいろな視点が提示されると

考えが広がる。 

・異なる写真で 3回やったところ、写真を読み解くプロセ

スが変化したことが面白かった。最初は 4つの視点を後

から当てはめていたが、後半は 4 つの視点を入れて何

が見えるかになり、議論のプロセスの変化が面白かっ

た。 

・逆に言えば、見方が 4 つの視点に縛られるとも言える

かもしれない。 

・「意思決定」がなかなか出なかった。自分たちにその

視点が抜け落ちているのかもしれないという話をした。 

・自分では普通だと思っていることが、人によってはそう

ではないということが分かった。 

・勤務している学校の窓から生徒を撮ったつもりだった

が、生徒ではなく、周囲の家の建てられ方に驚かれたの

が意外に思った。「倉庫ではないのですか」と言われた。

地域ではこのような景色は普通にあるし、窓を開けて隣

人と握手ができる。 

・地元では駅から 1.8ｋｍも離れていても 10 坪で 2000

万円だが、山形と大牟田ではあり得ない、という話題が

出た。 

・開発や地域を見る視点を紹介した。色々な地域の方と

やると面白い。問いを持ちながら地域を見ることが実は

重要であるということを紹介した。 

 

（３）ポスター作り 

地域ごとに分かれ、「地域の問題・課題」と「社会

関係図」を作成し全体共有した。 

 

（４）全体共有： 

＜大牟田市社会福祉協議会＞（大牟田） 

・大牟田市は人口 12 万人。現在市社協も熊本の震災

のためボランティアに行っている。大牟田は高齢者の街

で有名である。いろいろな市とかかわりを持ちながら活

動している。事務局だけで 50 人前後いる。その他、保

育所職員、学童職員、ヘルパーさんなど活動組織は多

岐にわたるので、関わるすべての人数はずっと多い。誰

もが住みなれた地域で安心して暮らせる街づくりを目指

して活動している。地域福祉の推進が大きな目標。小

学校区が 20 校区ある。市社協は校区社協の会長と連

携をとりながら活動している。1 月には寒波のため広範

囲で断水が起きた。そういった中で地域とのかかわりが

難しい局面も迎えている。共同募金も行っている。お金

 

学びあいフォーラム：フェーズ 1（1日目） 全体記録 
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を集める仕組み等は今後力を入れていかなければいけ

ないと思っている。 

【社会関係図の説明】 

・校区社協とは密につながっている。民生委員とは行政

を介してつながっているため連携がうまくとれていない。

本来は密につながっていなければいけない。こちらの

思いと行政の思いが通じあっていない。 

・今後つながりを持っていきたいのが教育機関だが、今

はまだうまく連携が取れていない。本当は社協と地域組

織、当事者グループ、NPO などがうまく連携を取れると

よいと思っている。 

【問題・課題】 

・隣近所とのつながりが薄れていて、地域活動に参加す

る人が減っている。世代間ギャップもある。若い人と今ま

で地域で活動してきた人とのギャップが大きい。 

社協の活動が地域の隅々までは伝わっていない。情

報発信をうまくやっていくことで地域がもっとつながりや

すくなるのではないかと話している。制度では解決でき

ない問題が複雑で多様化している。高齢者介護保険で

は担えないような問題、例えば、ゴミ屋敷、孤老、世話を

してくれる人とのつながりがない、などの問題がある。 

そもそも大牟田には高齢者が多い。地域でもっとつな

がりを持っていかないと問題が解決しない。1 つ大切な

のは情報発信。そのために地域の人たちが発信者にな

っていく必要がある。地域活動の担い手を増やすため

に、地域の人々が活動しやすい環境を整えることが必

要だ。そのためには活動者の世代交代をうまくやってい

く。それから子どものうちから地域とは何かを学んでほし

い。子どもたちが地域に関わる機会が減っている。子ど

もたちが地域の人たちに見守られている実感が減って

いるのではないか。地域課題へのアプローチの方向を

まとめたような教材を作成したいと思い、今回参加した。 

【参加者からの質問】 

・社会関係図で赤線が引かれているのが当事者。対立

している感じなのか。赤線の意味は何か。 

⇒つながりがあるようで、何かがあった時に上手く回らな

い。連携をとる仕組みが確立されていない。 

・具体的に困った事例があれば聞きたい。 

⇒断水の時に地域組織はすぐに動いたが、どこに地域

の人がいるのかなど、行政から出た情報と合っていなか

った。各所が持っている情報が異なっていて、必要な人

に水が行き渡らなかった。全体がコーディネートできて

いない。 

・情報共有がうまくいっていない例は何か。 

⇒赤い羽根募金が実は各校区の活動資金にまわって

いるのにその説明が伝わっておらず、募金活動が減っ

ている。自分たちの地域を良くするための募金であるこ

とを小さい頃から伝えてきたい。 

⇒募金の使い道が地域で決められることを知っていれ

ば、もっと募金活動がなされると思う。 

・教材はどのように使うのか。 

⇒校区の担当者の人が説明のためにものすごく疲弊し

ている。その人たちが教材を有効利用して、地域のコー

ディネーターになる。それを使ってもらうことで人材発掘

をしていきたい。 

・教材作成の担当者は誰か。 

⇒地域担当者、福祉サービス担当者などそれぞれの事

業の担当者が集まって話し合って作成する。 

・教材を作ることは決まっているのか。 

⇒まだだ。まずは子どもと地域について学校と連携して

作っていけたらいいねと。すぐに作成できるとは思って

いない。 

・世代間ギャップの具体的な問題例とは何か。 

⇒長年地域で活動されている方は高齢者で、子どもが

いるお母さんたちとのギャップがある。若い方と高齢の

方はまず考え方が違う。地域行事の参加にしろ、温度

差がある。 

・どのように次の世代を見つけていくのか。 

⇒方法は見つかっていない。 

・見つける方法と教材がつながってくるのか。70 代の方

が教材を使うのは難しそう。 

・70代の方々は世代交代したがっているのか。 

⇒そのとおりだ。後継者を探してくださいとよく相談を受

ける。後継者の探し方をなかなかうまく伝えることができ

ない。働いている世代は地域活動にまで意識が向いて

いない。だから地域活動の魅力を伝えていきたい。どう

いったことが働いている世代にとって魅力なのかが分か

っていないので、それを探している段階。 

・70代の方たちがしんどいと思っている事は何か。 

⇒すべて。 

・そこを解消していかないと次の世代が入ってこないの

ではないか。 

⇒兼務されているし、会議なども多いので、もうすこし業

務を細分化していって、できる人ができることをするよう

にしていけたら。 

・いきなり交代するよりは、一緒にやっていったらよいの

では。 

・70代の方はいつから活動しているのか。 

⇒スタートは定年後。 

・どこの世代から声をかけていくのか、そのイメージはあ

るか。40～50 代なのか、子どもたちなのか、どこからつ

なげていくのか。教材はどの世代向けなのか。 

・30代に声をかけて子どもも来ないだろうか。 

・中高大学生は親と一緒には動かない。 

・そういう人たちが地域に残らない。 

・10、20年後もどってくるということに希望を持てるかもし

れない。それと本当に 70 代は新しい世代を受け入れら

れるのか。排除してしまうケースは結構ある。 

・支援に慣れている人は、プライドがあるので支援される

ことを嫌う場合がある。そういう人たちとどうかかわってい

くのかという問題もある。 
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＜八王子市民のがっこう まなび・つなぐ広場＞

（八王子） 

・市が運営しているわけではなく、市民有志で企画・運

営している任意団体。八王子市民でなくとも活動に参加

できる。講座は今回で 3年目。 

【社会関係図の説明】 

・3.11 がきっかけで設立。それまでは別々に活動してい

た市民がつながり、約 2年にわたり連続講座を開催した。

この連続講座から市民の放射能測定室や福島の子ども

支援団体、自然エネルギーづくりに取り組む団体などが

誕生・独立し、現在もつながっている。連続講座の主催

から恒常的な学習団体にリニューアルし、「まなび・つな

ぐ広場」となった。八王子駅前のアミダステーションとい

う、お寺がオーナーのスペースで主に活動している。 

・今回は、フェアトレードの講座を企画したチームで参

加した。企画はやりたい人の持ち寄りで、ひな形がある

わけではない。リソースは資料に書いている人たちであ

る。八王子には大学がたくさんあるが、あまり学生とのつ

ながりがないので、今後、学生や大学の先生などともつ

ながっていきたい。会員が少ないので（30 名程）、増や

していくためにもどういうところとつながっていくかが課

題。 

【問題・課題】 

・八王子市の課題について。いまも大型開発や経済優

先の政策がとられている。教育・福祉にかける費用も東

京都の中で最低ランクである。市民もこの現状をあきら

めている。 

・無関心の市民が多いのではないかと考える（市長選投

票率が 32％）。市内の農業が盛んだったり、色々な資

源があるのを知らない人も多く、魅力を発信できていな

いのではないか。そういった地域のリソース探しや魅力

の発信によって、挙げた問題が解決していくのかもしれ

ない。 

・八王子市にはフェアトレードショップがない、あるいは

上手くいっていない。そのため、問題が見えにくく身近

にならない。そこで、フェアトレード講座を通じて、身近

なアクションから地域づくりに参加できることを伝えてい

けたらと思う。学ぶだけではなく、仲間づくりも大きな意

味がある（学び・つなぐ）。そういった講座にしていきた

い。 

【参加者からの質問】 

・八王子の問題とフェアトレードのつながりをもう少し教

えてほしい。 

⇒講座を通して、開発優先の今をふりかえってみたり、

つながりを持ってもらったりしたい。地産地消も含んでい

る。つながりについては参加者の人たちと考えていきた

い。八王子のリソースを参加者の人とともに探していきた

い。 

・経済優先という事だが、具体的に何にお金をかけてい

るのか。市はどのような人で構成されているのか。フェア

トレードが届きやすい人たちなのか。まなび・つなぐ広

場の参加者層はどのような人なのか。 

⇒最近の市長選で前職が再選した。駅前の架橋をもっ

と大きくするとか、物流のトラックターミナルを新設すると

言っている。古くから地盤のある人の力が強い。八王子

はエリアが広いので、ひと言で構成を伝えられない。一

方、南東部エリアはニュータウンで子育て世代が多い。

北西部は農村のような所もあり、エリアごとのばらつきが

ある。東京の西の端で都心部まで 50 分位のベッドタウ

ンである。働く世代は八王子に寝に帰る。外に出てしま

うので、地元の良さを知らない。 

・人口は何人か。 

⇒58 万人。参加者層は講座によってまちまちだが比較

的シニアが多い。年代は 30～50 歳代。今まで市民活

動の担い手だった人たちの参加が目立つ。 

・八王子市に似たような団体はあるのか。 

⇒市民の学習団体はないと思う。市がやっている学習

会はあり、個別イシューの活動団体はいろいろとあるが、

講座をやっている団体はありそうにない。 

・市の学習会とつながることはしてこなかったのか。 

⇒詳しく調べてないので分からないが、平日の昼間に

シニア対象で実施したりしており、活動時間帯が違う。

関連はあったかもしれないが、まだ連携がないのでわか

らない。これからそういうところも含めてリソース探しして

いきたい。（昨年度は、市民活動助成金を申請し、「食と

農」をテーマにした講座で助成を受けた）。 

・国際交流団体は、外国人市民向けの講座をやってい

る。まなび・つなぐ広場ではどのような学びやどんな地

域づくりをしたいのかというキーワードを出しているか。 

⇒目的は知る・学ぶ・つながる・動き出す。平和・民主主

義・持続可能な開発がテーマ。 

・それとフェアトレードとのつながりが見えていない印象

を受けた。 

⇒私たちの中でも課題。自分たちの地域を知るプロセス

を重視した講座。だから講座だけで終わらせずそれを

機にプロジェクトにつなげていきたい。 

・フェアトレードをやると、今までの参加者ではない人た

ちが参加してくれそうなのか。 

⇒「持続可能な食と農」の講座の参加者が多かったの

でそう考えている。 

・これからつながりたいと思う人たちに向けた講座なの

か。 

・誰に魅力を発信していって、どういう人たちとつながっ

ていきたいのか。 

⇒八王子市民。これから未来を担っていく世代をイメー

ジしている。 

・八王子市はどれくらいの大きさか。リソース探しをする

には大きいのではないか。 

⇒まだ絞っていない。これから。絞った方がよいのかどう

かという問題もある。 

・エリアによってカラーが違うのでは。市民団体も多くあ

るのだろうか。 
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⇒広さはいつも課題になる。私たちも活動してから八王

子を知らないと気付いた。私はアミダステーションまで車

で 20～30分。ふらっと行ける距離ではない。 

・何に対して遠いと感じるのか、近いと感じるのか。活動

の目的によっても違うだろう。距離はいつも課題にあが

る。 

・フェアの捉え方は多様である。ファームやエネルギー、

地産地消など広い意味でのフェアを捉えられると、都心

に近いながらとても素敵な地域だ。 

・フェアと地域のつながりを意識するとよいのではない

か。 

・学びと行動について。例えば大学とつながると学びは

強いが、行動面は弱い。そういうイメージも大切かもしれ

ない。 

（ポスター作りの様子） 

 

＜とよなか ESD ネットワーク TEN＞（TEN） 

【社会関係図の説明】 

・豊中市が ESD に取り組んで 10 年目を機に作った団

体である。ESD の言葉・取り組みが広がっていない現

実。UNESCO スクールの学校数の頭打ち、キーマンの

不在など様々な理由がある。これらを問題として、抱え

ているメンバーが集まってできたのが、TEN。昨年の 4

月に発足し、10人の理事と会員理事がいる。 

TENが目指すESDについて。持続可能ではない理

由として、分野が縦割りになっていて連携できていない

ことが一つではないかと考えている。一人ひとりが地域

で担い手となって、自分たちの課題に向き合うことで、

自分らしく生き生きと生きていける、持続可能な社会こ

そが自分たちが目指すESDである。地域で推進してい

くために、理事それぞれがもつ組織やネットワークに横

串を刺すことでできたのが、とよなか ESD ネットワーク

TEN。地域の課題をつなげてどうやって事業をやって

いくのかが課題だ。 

【問題・課題】 

・TEN が見ている地域の課題は、しんどい子どもの増

加だ。その背景には親子関係が影響している。地域、

学校が連携できていないことが問題だ。10 代が閉塞感

を感じている。どうにかできないか。背景として、進学時

に経済的不安を抱えている子が多い。格差がひろがっ

ている。またつながりが豊かでない、貧困な子たちが増

えており、引きこもりなどが増える要因となっている。帰

国子女も同様の問題を抱えている。あるいは一人親家

庭。豊中の地域内でも南北問題という地域間格差があ

る。LGBT、障害を持つ人、偏見や差別はいまだに残っ

ており、そういったものを抱えている子どもたちがしんど

い子になりやすい。DV、発達障害を抱える子、そもそも

若者の自己肯定感が非常に低い。こうした状況は持続

可能でない。 

では具体的に何ができるか。既に実施していることと

して、例えば進学に不安がある子に、お金がかからず

勉強を教える塾がある情報を提供、ニーズに合わせて

コーディネートをしている。学校、地域でつながっていな

い子、親、先生も含めた居場所づくり、先生対象の研修

も実施している。さらに、「しょうないガダバ」にて勉強教

えたり、イベントを実施したりして、若者、子どもたちの居

場所をつくっている。支援対象者と認定をされていれば、

行政の仕組みに乗ることができるが、その手前のボーダ

ーラインの人たちへのアプローチが非常に少なく、そう

いう子たちが増加している。予防も含め、そういう人たち

が生き生きできるようにできることをやっていきたい。そう

いう子は、自分がマイノリティーと思っている。それを強

みに変えていく多様性教育をしている。親以外に頼れる

大人と出会う場を提供している。 

これからの課題としては、異年齢が出会える、学びあ

える、社会の役に立つ場所の提供をしたい。不登校、ひ

きこもりへの予防策を構築していきたい。まずは一人ひ

とりからアプローチする。子ども若者の自立に向けて、き

ちんと食べることができること。火を使わない料理教室を

したい。子どもたちの近くにいる、学校→保護者へのア

プローチをしていきたい。 

事業の中では、教育センターの教職員 10 年目研修

に参加した。教育委員会ではなく、いろいろなルートで

個別に学校と現段階ではつながっている。教育委員会

以外の行政の所から高校でプログラムを実施し、エッセ

ンスを入れられるように工夫している。ゆくゆくは自分た

ちが考える ESD が、子どもたち、若者たち、しんどい人

たちが生きやすい社会にしていきたい。そのためには

ESD の指標の構築したり、過去のネットワークで継続で

きなかったと原因を分析したうえで、新たなネットワーク

づくりをしていきたい。地域ですでにされている活動を

横串でつないで、ニーズがある人たちへの提供をして

いきたい。 

分野を横断する仕組みは、長期的に糸口をつかみな

がらやっていきたい。ネットワークで整理できないところ、

取材しただけのところがあるので、もう一度整理して巻き

込んで、つながっていきたい。 

【参加者からの質問】 

・メンバーはだれか。 

⇒教育、環境教育関係者。年代もばらばらで、30～50
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歳くらいがメンバーだ。独身、子育て中、子育て落ち着

いた人、課題が活動の中で見える人も、子育ての中で

見える人も色々いる。メンバーは 10 人。高校教諭、海

外にルーツのある人、大学講師、地域の実践者、国際

協力団体関係者、元保育士、市役所職員、環境団体職

員、学校の先生である。 

・どうしてこのように多様な人が集められるのか。意欲は

どこから湧いてくるのか。 

⇒「○○さんに騙されて」という人が多い。活動していく

中で、将来的に一緒にやりたい人、つながりたい人を誘

い込んだ。共通の課題を抱えていたことが明らかになっ

た。既存の団体で、市民団体と行政のESDについての

議論の場はあったが、団体の個々をもってしても解決し

ないことが明らかになった。既存の仕組みでは縦割りす

ぎて解決しないことがわかった。身近にいる子ども若者

に対して、何とかしたいという危機感を持ってやっている。

共通のキーワードは、若者、子ども、教育。 

・上記を解決するために、ESD を広めていくことがどう

効果的なのか。ネットワークを作ることによってどのように

それぞれの問題が解決につながるのか。 

⇒情報共有の意味でのネットワーク化の大切さ。また、

協働で事業をやっていくためにはつながることは大切だ。

当事者の問題と周囲がどう受け止めるかは別だ。例え

ば帰国子女については、受け入れる先生や学校であっ

たり、周囲がマイノリティーの子の経験に対して「いいね」

と思える教育であったり、多様性やマイノリティーを強み

として受け止められる教育は、ESD で育んでいくもので

はないか。アプローチとしては、当事者に向けての教育

と、周囲に向けての教育は少し違うと思っている。 

⇒今までの団体はテーマ型で、例えば環境、国際協力

などは対象者型ではない。本当は根っこでつながって

いるが、縦割りが狭間になってしまう。誰もが多様性や、

しんどい状況の子どもたちを受け入れられたらよいが、

例えば環境の人たちは受け入れられないことがある。 

また、若いボランティアに来てほしい、と言っても、元気

で主体的で従順じゃないと若者として認めていないとこ

ろがある。本当に地域にいるのは、しんどい人も含めた

若者。そこが環境問題と本当はつながっているのに、理

解できない大人たちにいくらアプローチしても仕方がな

いが、つなぐことはできるかもしれない。その中で気付い

た人達が、ESDも理解し、活動の専門性やフィールドを

以って、しんどい人達も受け入れて活動をしていく地域

になっていくことが、本当に地域を良くすること、持続可

能な社会を作っていくことだと思うので、つなぐことが大

切だと考える。 

・過去のネットワークの継続ができなかった原因はなに

か。 

⇒ユネスコスクール担当者が退職して、理事に入ってい

る。事務局的なことをやっていたが、担当者が変わり、

認証時にがんばった先生が異動してしまうと、学校の理

解が得られなくなった現状がある。ESD の 10 年でもの

すごく増やしてきたが、みんな息切れしてしまい、教育

員会も疲れてしまった状況で、新たに申請する学校が

出てきていない。行政が絡んでいる会議なども、10年の

区切りに辞めようかという話しが急に出てくる。そうなっ

た時にその名前だけで継続していくかどうかは難しい。

そうでなくても、場、テーブルに意味があるとなった時に、

新たなネットワークを作らないと地域が持続可能になら

ない。 

・ESD が比較的テーマ型でアプローチして、それをどう

つなぐかでやってきたものを、子どもや若者という対象

別にすることで、具体的に課題、問題性が見えてきてい

る。その中で、子ども・若者に特化することによってつな

ぐようにも見えるし、次のステップには子ども・若者だけ

でなく、違うつなぎを重層的につくることを想定している

ように見えてしまう。学校への関わり方一つにとっても、

テーマのプログラムをつくる傾向があるが、そうではなく

対象が抱えている課題へのアプローチなので、必ずしも

ESD プログラムなのか。かなり質が変わってくる。そこの

問題はどのように考えているか。 

⇒子ども、若者の先にあるのが、学校、先生、教育関係

者、保護者。そこから政策的な仕組みまでもっていきた

い。 

・今までの ESD が学校に入っている同じやり方をすれ

ば結果は同じになる。 

⇒国際教育切り口だけではなく、人権、平和、国際、環

境、求められた内容でオリジナルのプログラムを作成し

た。入り方が違う。ESDの広さを分かってもらいたい。実

践はまだ 1年未満である。軸としては子ども・若者を軸と

したネットワーク。 

・ESDという言葉を広める、使用することについてのこだ

わりはどのようにしていくのか。 

⇒こだわる必要はないと思っているが、ESD でまとめる

ほうがよいような気がする。分野のイメージを超えて包括

的にやっているので、ESD としてやった方が、絡めてア

プローチすることができるくらいの意味においてくらいで

ある。絶対に ESD という言葉を使う、広めることに力点

はない。 

・学校へのアプローチをもっとしたいと聞いたが、現在で

きていること、もっとしたいことは何か聞きたい。多様性

教育を学校の中で TEN として行う際、つながりがないと

入りにくい。どうやって入ったのか、どのように増やすの

か。今やっている事業のうちもっとやりたいことは何か。 

⇒学校は一ヶ月間で大分増えた。○○さんの活動に対

して、個人宛に来るオファーを団体宛で返答している。

ちょっとずつこのペースで増えていったらよい。人員的

なものもあり、急にオファーがたくさん来ても難しい。理

事も全員ボランティアでやりくりしている。 

・多様性教育の具体例、テーマの選び方はどのようにし

ているのか。誰にいつどのように実施しているのか。 

⇒ニーズに合わせて選んでいる。例えば、帰国子女研

究会では、帰国子女の周りにいる人が、どのようにした
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ら帰国子女の状況を理解したり、アプローチできるのか

を考えてプログラムをつくった。高校の政治経済につい

ては、どれだけ人権や多様性のことが取り入れられるか

を考えてこれからつくる。今チャレンジしようとしているの

が、市民大学院を行政がつくろうとしているので、そこで

市民向けに ESD 講座を実施したい。子どもから、高齢

者など広くプローチできることが強み。特に子ども・若者

にアプローチしてきた強みを活かして事業を展開してい

きたい。 

・事務局は誰か。 

⇒○○さんがボランティアで担っている。立ち上げたとこ

ろなので仕方ない。将来的には、予算をつけたい。現

時点では、派遣時の交通費のみでやっているが、持続

可能な組織運営をしていかないといけない視点をメンバ

ーは持っている。謝金の余剰は団体に入っている。 

・学校からはなかなか費用が出ない。 

⇒交通費、材料費などで逆にマイナスになるくらいであ

る。他の行政の研修でいただいた分でなんとかトントン

な感じ。ミッション先行型であり、大きな問題ではある。 

・ユネスコスクール、市民大学などは教育論に持って行

ってしまう傾向がある。持続可能な教育の方向に行くと、

すべて空回りしてしまう。安易に教育論にもっていってし

まうと SD そのものの在りようがみえなくなってしまう。子

どもたちの課題、具体的にどうするかがよく見えている

ので、丁寧にやっていった方がよい。E を全面に出し過

ぎてしまうと、せっかくのものが全部 E に吸収されてしま

う怖さを感じることがある。 

⇒たくさんの人たちに、直接しんどい子どもたち、若者

たちをいきなり会わせるのは怖いと感じることはある。 

・教育だけをつくればよいという方向に行ってしまうと、

いつの間にか、空回りしてしまうことはある。 

 

（全体共有の様子） 

＜FKG 米沢＞ 

・FKG は発足して 7 年くらい。最近活動低迷してきて、

「何かかやりたいよね」と言っている。中心メンバーが今

日は参加できていない。構成メンバーは、協力隊

OBOG、教師海外研修など。FKG には、セネガル語で

「みんな同じだよ」という意味があり、セネガルに派遣さ

れた隊員がつけた名前である。山形県米沢を中心に活

動し、中心メンバーは 3人。 

【社会関係図の説明】 

・九里学園が国際教育に関心がある。そこでイベントを

させてもらった。JICA 山形にも FKG 立ち上げ時に協

力してもらった。国際理解実践フォーラムとは 12年のつ

ながりがある。ルワンダの教育を考える会のマリールイズ

さんに来てもらったり、YIRA（米沢市の国際協力協会）

とも最近つながりがある。面白いことを始めた教え子が

出てきていて、それらの活動とも今後つながれるのでは

ないか。 

【問題・課題】 

・協力隊などでの経験を、日本でどう活かしていくかを

話し合う場として FKG が誕生した。それゆえ発足時は

自分たちの勉強になるような場を作り、参加者を募る感

じだった。子どもたちを見た時に、自分の地域を良く知

らず、地域の人材を育てるといった時に、地域の事を知

ってほしい、主体的に地域に関わってほしいと思ってお

り、そういう面で開発教育と合っているのではないか。 

FKG の活動が低迷してきた理由として、学校の先生

は忙しいことが挙げられる。土日でも部活や試合のため

集まれない。やりたいことはあるが話し合って共有する

場がない。少ないメンバーでしか集まれないので、メン

バーをもう少し増やしたい。一番は、学校で子どもたち

対象に還元できることを目指して活動していく。しかし転

勤があると継続することが難しい。そのため学校外でも

市民大学として講座を持つ、単発のイベントだけでなく

リソースをつないでいくようなイベントしていきたい。 

今までの活動は、ルワンダの難民として日本にやって

きた人の話を聞いたり、「よみがえりのレシピ」という映画

の関係者を呼んでシンポジウムをしたりした。それが続

けばよかったのだが、色々悪条件が重なって頓挫してし

まった。「またぎ」は熊の肉がセシウムの関係で、今は捕

っても売れない。山形は農業が盛んなので、農業でつ

ないでいきたい。ただし、メンバーが集まれない。活動

ができない。新しいメンバーが増えない。 

【参加者からの質問】 

・部活をどうにかしないといけないというのが真の課題か

もしれない。 

・教員がほとんどで、バックグラウンドが JOCVなどという

ことだが、学校は皆さんが活動されていることは知らな

いのか。学校として皆さんの活動を推奨できる状況なの

か。 

⇒公立の学校はいろいろ言ってはこない。 

・海外にルーツがある子はいないのか。 

⇒いる。学校が活動を理解していれば、活動しやすい。

サポートしてくれる体制が職場にないから、部活が入っ

てしまう。 

⇒ルーツがあるような子は少ない。絶対的に少ない。そ

の子へのサポートは学校側でほとんどない。周りの子ど

もたちの理解を深めようという動きもない。国際理解教
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育、開発教育は皆無である。 

・学校には本当に問題はないのか。あっても放っておく

学校もある。学校側からの理解を深める視点があると活

動しやすい。 

⇒表面に問題が出てこない。外国ルーツのある子は周

囲に溶け込んでいる。そういう子たちが差別されてるか

どうかといったことは表面に出てこない。 

・進学の時など困るのではないか。進路指導をするとき

に先生たちが知らないこともあるのではないか。 

⇒東北には人権教育がない。だから特にそれが問題と

なるほどの差別として存在していないことになっている。

例えば連れ子について（母親と日本に来た外国にルー

ツを持つ子ども）問題になった時があった。それは行政

として取り組んだが、学校で何とかするという話にならな

い。 

・その子たちのアイデンティティ教育にはならないという

ことで、日本にどう適応するかという観点からの取り組み

がされているようだ。 

・今までの 12 年は何をしてきて、何を蓄積してきたのか。

国際理解実践フォーラムでやってきたことは何か。 

⇒最初は教員向けに始めた。英語教育の事や外国に

ルーツを持つ子たちの話、連れ子について講座をやっ

た。国際交流協会、JICA、IVY の三者協働で行ってき

た。途中から国際交流協会の要請で、多文化共生につ

いて力を入れている。100 人村のワークショップを実際

に生徒が体験してみるという講座もある。あとは、教員向

けに講座を実施した。 

・FKG は実践フォーラムでのつながりを上手く活かせな

いのか。 

⇒実践フォーラムは山形で行っていて、FKG は米沢が

拠点なので、距離がある。教師海外研修に行った先生

が 2～3年は活動してくれるがその後尻つぼみになる。 

・教師海外研修の参加者は何人くらいか。その人たちが

ターゲットではないか。 

⇒米沢で言うと 1～2 人。山形の方々にいるのでなかな

かつながれない。FKG自体の活動が活発でないので、

誘ったはよいが活動をあまりやっていないので継続しな

い。ネットワークづくりは課題である。 

・学び合いフォーラムに参加するのに迷いはあったよう

だが、これを機に何かやりたいということか。 

⇒どのような組織とつながっていくとよいのか、学校とは

別の地域とのつながり方などを考えていきたい。 

・本当に先生が集まれないのであれば、年に 1 回は 1

人がどこかの組織とつながって活動報告し、個人が活

動を持ち寄るというのも手なのではないか。 

・いろいろなセクションと協働できたらよいのでは。 

⇒そういうところとつながれていないので、今後つながっ

ていきたい。 

・以前フードマイレージの山形版を作成した際、すべて

山形産で収まったと聞いた。それはすごいことだが、米

沢牛は草だけを食べているわけではない。 

⇒ただ穀物についてのみを、学校で扱うことは難しい。

地域には米沢牛生産でがんばっている人もいる。 

・個々人は実践をしているが、ネットワークが広がらない。

コーディネーションは誰が担うのか。それはどのような形

で作り出そうとしているのか。ここがないと絶対つながら

ない。実践の縦軸とネットワークの横軸が必要だ。誰か

がそこにエネルギーを割かないと絶対につながらない。 

・行政はできないのか。 

・行政には期待しない方がよい。人が異動で代わってし

まうので。 

・ネットワークを作るのは半端なく時間とエネルギーが必

要で、予測不可能だ。なので、それは無理ではないか。

共感してもらう必要がある。 

⇒メンバーに最初は看護師が入っていたように、教師以

外も入ってきたら動きだすかもしれない。活動が停滞す

るタイミングとメンバーが交代するタイミングが重なった。 

・もう一度 JICAデスクに打診してみるというのはどうか。 

⇒それは可能だ。 

・FKGは米沢で、IVYは山形市。電車は 1時間に 1本

で、雪の問題もある。学生は車を持っていない。活動内

容に関連しそうな学部は全部山形市にあり、農学部も

日本海側に位置する。 

・IVYの存在の大きさが浮かび上がる。 

 

（５）クロージング 

ここまでのふりかえり。 

①今日見えてきたことや気付いた事 

②他の地域から今日学んだ事 

③明日のプログラムについて。考えたい事、やりたい事、

他の地域とやりたい事等、プラン作りに向けて明日何を

やりたいか以上をシートに記入し、共有した。  
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学びあいフォーラム：フェーズ 1（2日目） 全体記録 

 

日時：2016 年 5 月 8 日（日）9:00～15:00 

場所：JICA 横浜 いちょう、やまゆり 

 

（1)プランニング 

(2)全体共有 

(3)ふりかえり 

 
 

 

（１）プランニング 

各団体に分かれ、SWOT 分析をした後、フェーズ３で取

り組む活動の計画を考えた。 

 

（２）全体共有 

＜とよなか ESDネットワーク TEN＞（TEN） 

子ども・若者に関わるので、3～5 年よりもう少し長い期

間で未来像を考えた。 

①中長期スパンの地域未来像 

・ESDの視点を持った人が増える 

・子ども、若者が何か変えられると思える地域 

・学校、地域、NPOの連携が増える 

・引きこもりの人たちが何かしている 

・困ったときに頼れる 

・居場所が増える 

・何度でもやり直せる地域 

・子ども、若者が地域の主体者 

・声が政策に反映される 

・自己肯定感を持てない人が減る 

・コーディネーターが増える 

・大人も子どもも夢が持てる、かなえられる 

・マイノリティが当たり前になる 

・たべる、つくる、ほっとできる場所づくり 

・おせっかいな地域 

・互いに許し合える、認め合える場 

②対象 

・若者、子ども。学校の先生、保護者を核にしていく。 

・学校と地域の両方にアプローチ 

・学校へは出前授業が決まっている（高校 3 年生・小学

校 1～6年生） 

・小中一貫校ができるのだが、それに対する子どもたち

の声を聞く場を設ける 

・学校地域家庭の連携をテーマに教員の 10年研修 

・6月に教員向けにゆるかふぇ 

・学習塾に参加している親にアプローチ（事業化はまだ

考えていない） 

・学びあいフォーラムで核となる授業：生きるための料理

教室（今回のテーマ）。簡単でバランスのよい料理を若

者と共にメニューから企画 

③分析 

・強み：多様な人が関わっていて地域とつながっている。

子どもや若者を対象にしているだけではなく、大人も関

わることで学べると思っている。若者と対等の立場で関

わる姿勢を持っている。 

・弱み：組織体制。○○に仕事集中。広く広報する力は

まだまだ弱い。 

・機会：食材を提供してくれる人とつながりたい。農家な

どと関わることで食に関する興味もわく。若者の居場所

づくりをしている、ぐーてんとはつながっているのでさら

に強化。 

・脅威：資金が足りない。経費はかからないが、人件費

はかかることを選んでやっているので、ゆくゆく解決して

いきたい。 

④今後のスケジュール 

6月：次の会議までにプラン作り 

7月：企画会議（若者と一緒に） 

まず小規模で開催し、ふりかえり、2 回目以降につなげ

る。教室 3 回目の時に皆さんに見に来ていただく。フォ

ーラムの人から意見をもらう。場所はガダバか、多けれ

ば公民館。しんどい子も交えて自分の暮らしについて

考える機会に。 

⑤質問・コメント 

・食は皆に大切な事。周囲の理解を得る最初のステップ

としてよい機会になる。 
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・「生きるために」というタイトルにサバイバル以上の意味

を含めたいなら、もっと人をひきつける違う言葉でもよい

のではないか。 

・農とつながることも必要だ。収穫だけでもよい。主体的

に生きることに着目している点がよい。おせっかい＆ほ

っとけないという感じが都会でも実現できるとよい。 

・食とコミュニケーションをつなげて考えることは、ボーダ

ーラインにいる子にとって大切だ。ほかの人と一緒にご

飯を食べながらいろいろ学べる場になるとよい。勤務校

には給食が 1 日の唯一の食事（ごはん・みそ汁・ふりか

け）という子がいる。お金もないし、食に興味がない。 

・講座のタイトルが固い。一緒に作る感じなら教室でなく

てもよいのでは。例えば、共食キッチンはどうか。ふりか

えりが必ずあるのがよい。 

・若者に対して場づくりをしていてよい。継続して交流し

ていけるといよい。参加のハードルがもう少し柔らかめで

もよいと思う。 

・ゆるかふぇとは？ 

⇒しんどい教師たちが集まって情報共有できる場のこと

だ。ルールはやりながら決めていきたいと考える。 

・先生ばかりだと愚痴ばかりになるので、地域の人から

素朴な疑問を出してもらうとよいかもしれない。 

・食事に来た若い人を企画運営に巻き込めるといよい。

そういう若者にはもう出会っているか。 

⇒もう出会っている。ガダバが若者の居場所。その実行

委員から今回の企画が上がっている。 

・学校の先生の研修とはどのようなものか。 

⇒10 年研修のうちの 1 コマ。3 年目。年々やるうちに、

ESD色を強めている。 

・地域、学校、家庭というテーマは広いがどのように進め

るのか。 

⇒地域とつながることはそれほど難しいことではないこと

を先生に伝える。 

⇒市では、小中一貫校を作ることは決まっているが、保

護者からの反発があり、行政が説明に回っている。子ど

もたちからも意見を聞きたい。そのためのコーディネー

ションはこれからだが、話し合いのテーブルには、行政

も市民団体も入っている。 

・資金は大切。対象人数を最初に想定して、指標的な

ふりかえりも入れていかないと助成金申請や寄付が難し

くなる。気持ちだけでは続かない。生徒からも市民活動

で生活していけるの、と聞かれる。そういうことを聞くよう

な人でも関われるようにできるとよい。 

⇒ただ若者が場に集まって話すだけではなくて、就労

につなげていかなければならない。ピアモデルを作る。

助成金は取っていきたいが、助成金に頼ってしまうとそ

れがなくなった時に頓挫する。 

⇒もしかしたら、指標の内容も吟味する必要がある。今

の行政などの数字の見せ方には問題があるかもしれな

い。 

・大学生の時に活動に関わっている人たちが、その後も

市民活動に関わりながらでは生活してはいけない現状

なので、そういうことも考えていく必要がある。 

 

＜八王子市民のがっこう まなび・つなぐ広場＞（八王

子） 

①3～5年後の地域未来像 

・農、食、エネルギー 

・農業が継承 

・八王子の伝統野菜のブランド化 

・エネルギーの地産地消 

・八王子の魅力として緑を残す 

・八王子のお酒が造りたい。それを使ったコミュニティビ

ジネスがやりたい 

・活動が事業や雇用につながる 

・多様な人たちの見える化 

・コミュニティ情報誌、リソースマップによる情報発信 

・政治に関心を持ってもらう 

・開発優先でない地域づくり 

・持続可能な循環型地域 

②何ができるか 

・講座づくり、講座の中でフィールドワーク。リソースマッ

プやカレンダーを作成して情報発信。横をつなぐ活動

が学び・つなぐ広場でできると考えている。 

・メルマガ、できてないことが多くあるので一つずつ。 

・フェアトレードについてのアンケートを実施し、これまで

どのような団体があったのかの調査活動を実施し、発信

して講座に活かしていきたい。 

③分析 

・強み：多様なリソースパーソンとのつながり。個人で

NPOやNGOとつながったりしているが、しかし、それが

共有できていない。リソースは自分たちの中にたくさん

ある。活動場所であるアミダステーションはNGOのアー

ユスに関わっており、オープンな市民活動に活用させて

もらっている。いろいろなグループが場を通じて出会っ

ている。 

当面の活動資金がある。任意の市民団体であるが、

市からの助成金に申請し、少しずつ小金を集めて、次

年度、次々年度実施する資金はある。やる気はある。 

・弱み：メンバーが皆忙しい。仕事を抱え、子育てをしな

がらで、有機的につながれるのがよい一方で、コアに関

われる人が少ない。 

新しい人が開拓できていない。原発エネルギーの課

題で、結集した人が中心になって始まった。そこに従来

からある平和運動、市民運動のシニアの人達が合流し

て企画した講座。そのため、20～30 代の若い人が少な

い。 

 情報が十分でない。リサーチが不足している。社会的、
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人的資源の不足。 

スケジュール管理不足。広報が後手にまわってしま

う。 

・脅威：フェアトレードへの関心層が未知数。市内ではフ

ェアトレードショップができても、つぶれるなどして、関心

のある人が集まる場もない。学生グループの様子も分か

らない。継続して関心のある人がどれだけいるのか分か

らない。 

ベッドタウン。20～40 代の働き世代の関心が低い。

人口減少にも転じており、つながりたい人達とつながれ

ていない。 

イオンモールの建設計画がある。買い物が便利にな

る一方で、地域の小規模店舗にとっては脅威。持続可

能性を求めながら、つながりたいと考えている。一緒に

考えるワークショップ、フィールドワークなどを通じて、人

とつながりながら、一緒にやっていきたい。 

・機会：地域の生業を活動から、事業へ転換させていき

たい。若い人の雇用につながるような事業にしたいとい

う夢がある。 

世界と自分とのつながりを知り、考え行動する機会と

したい。色んな市民活動や団体がある中で、国際的な

視点を持ちながら地域を見て、このようなグローバルな

社会だから自分たちの地域はこうしたいという、視点を

見える化しているような活動が地域にはない。とてもフラ

ストレーションを感じる。その一つの形として、フェアトレ

ードをやりたい。ものも、人も、具体的な地域も、海外と

のつながり、WSツールもあるのでやってみたい。 

④スケジュール 

・講座の計画は立っている。まずビデオ「世界につなが

る私たちのくらし」を見る。ゼロのところからとにかく見て

みようよ、というもの。 

・ワークショップ「コーヒーカップの向こう側」などを行う。 

・APLA、オルタートレード・ジャパンなど初期のころから

民衆貿易をやっている団体の話を聞く。 

・逗子（フェアトレードタウン運動をしている）へ行く。 

・単発での参加でもよいとしている。どんなきっかけでも

よいので少しでも多くの人に来てほしい。実際にものや、

話にふれてもらう。 

・講座としてはフェアトレ―ドについてどのように考えてい

るか、食べ物、着るもの、暮らしのものについてのアンケ

ートをとりたい。市内のフェアトレードに関わる団体があ

るか、お店があるか状況等の調査を考えている。 

・地域のフィールドワークを後半に実施。八王子のリソー

スパーソンに出会える所に来てもらう。 

⑤質問・コメント 

・アンケートの対象者は。 

⇒市民やつながりのあるグループ。まずは比較的近い

人を対象にする。原発に関心があり、放射能測定室の

周辺に集まっている人も含めて実施する。 

・なんのためにアンケートを実施するのか。 

⇒関心層がどのくらいで、どのような人か、について、全

くの未知数なので、アンケート結果を講座に生かしてい

けたらよいと思っている。基本的な情報を集めるものとし

て簡単なものやってみたい。 

・講座のターゲットは、アンケートをした人物なのか。 

⇒まずはそこから始めようというだけ。地域通貨の方達

の中には、講座には関わっていないが、地域つながっ

ているという人たちもいる。全く知らない人達に届ける方

法までは考えられていない。つながる人たちに対して、

フェアトレードという言葉を当たり前に使っているが、ま

ずはその言葉自体はどの程度の浸透度なのか、そうい

ったところからの把握になる。団体につながっている会

員がいるので、アンケートの協力をお願いしやすい。そ

この人がターゲットだからというよりは、協力をしていた

だけそうなので。 

・若い人に働きかけるための戦略はあるか。結果として

つながっていく部分はあるが、そうでない部分もあると思

うので、そこを何かあえて意識して若者にアプローチす

るのか。 

⇒八王子は大学が多い。大学内でフェアトレードにつ

いて動いている人たちもいるようである。協働スペースを

運営しているグループもあって、そういう人たちとつなが

って、一緒に情報交流からできたらよいなと思っている。 

・早稲田にもフェアトレード団体がいくつかあり、それら

をつなぐ組織をつくったが、なくなった。卒業してしまうと

なくなってしまう。 

⇒八王子も、学生が運営するフェアトレードショップがあ

ったが、立ち消えしてしまった。持続性がない。持続性

は地域の人たちで何とかしたい。 

⇒ファッションショーは比較的つながる。 

⇒リサイクルショップでは、おばさん達のファッションショ

ーをしている。 

⇒本当は企画段階から若者とつながればよいが、今回

はまず講座をスタートさせ、その中で探していくところが

ある。じっくり企画するよりは、まずスタートさせる実験的

なところもありつつ。働きかけがまだできていないところ

もある。 

・つながっている学生がいるのか。 

⇒子ども食堂を定期的に行っているのが、大学生が主

体のグループ。福島の子どもを呼ぶ保養の合宿にもい

つも来てくれる。貧困、社会的な問題を含め柔軟な関心

を持っている。そのあたりのつながりから広がっていけ

ばよいと考える。 

・フェアトレードを含めたマルシェを年に 2～3 回実施し

ている。JICA 推進員が近隣大学の情報をもっていて、

フェアトレード関係のサークルを紹介してくれた。活用で

きるかもしれない。 

⇒Fair Trade Students Network を活用できるかもし
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れない。八王子近隣でメンバーがいないか聞いてもよい

かもしれない。 

・どうしてフェアトレードなのか。もう一度教えてほしい。 

⇒団体として必要だから始めたのではなく、個人のやり

たい気持ちからスタートしている。八王子の市民活動が

ある中で、本当はもっと地域にグローバルな関心を広げ

る活動をしたいと思っていた。震災以降、いろいろな活

動や人とつながりながらやってきたが、ようやく学んで・

つながってということをもう少し、原発エネルギーになど

関心をもつ人とも、「こんなことも話そうよ」ということもし

たい。自分たちの暮らし、地域の暮らし、世界との構造

的な所からの話を共有するのが講座だと考えた。そして

それが見えやすいのがフェアトレードだと思った。地域

自立型、地産地消などの農産物もあるので、地域のもの

にも関心を持ってもらい、国際的な物につながって関心

を持ってもらいたいという思いで、フェアトレードを課題と

して、形にしていきたい。 

・何人くらい参加してもらえたらよいか。 

⇒大規模ではなく、10～20 人程度で考えている。上映

会などのイベントを実施した際には、人が多く集まる。で

きるだけ参加のハードルを下げたいと思っている。 

・ショップと連携してお買い物だけでもよい。第一回目に

そういったことをすると、講座にも足を運びやすい。吹田

のやり方。おしゃれに敏感のある世代にアプローチした

ければ、広がりやすいかもしれない。ネット販売のみして

いる個人も結構いて、そういう人は場を求めている。そし

て、関係者に呼びかけてくれるので、次に来てくれたら

儲け、くらいの感じで実施してもよいかもしれない。 

・八王子ならではのフェア、フェアトレードがゆくゆく外に

出せれば楽しいのではないか。フェアトレードという言葉

を使わなくてもよいのではないか。地域の人になじみの

あるキーワードを使用してもよいかもしれない。 

・イオンができると、個人商店や商店街が圧迫され、空

き店舗が増える可能性が高い。駅前活性化とどうつな

げるか。定期的にマルシェを実施するなど、地元の家主

さんの考えが変わるチャンスになればよい。実現可能性

の問題である。 

⇒空き店舗も多く、新規就農したい若者がいるが、なか

なか実現するハードルが高い。農、フェアトレード、若者

が八王子らしくリンクしていくと面白い。若者の雇用にも

つながっていくと面白い。 

・都内に土地があり、都会に住みながら新規就農できる

のは、ある意味とても魅力的な場所。 

⇒地元に土地を持っている人、空き店舗を使っていな

いのに、よそ者になかなか貸さない現状を変えていく活

動をしている人もいる。若い人の気持ちはあるが実現可

能性がまだ見えない。 

・農、食、フェアトレード、若者が八王子らしくつながって

きたら面白いと思う。うまくリンクして、若者の雇用にもつ

ながればすごく面白い。 

⇒エネルギーのグループが、里山の間伐材を切ってペ

レットを作っており、それを販売していく試みをしている。

木工の勉強をしておしゃれな食器を作っている。予算は

出ていないが、20～30 代でやり始めている人達がいる。

それがもっと見えてくると、やってみようと思う人が増えて

くるのではないかと思う。少しはお金にならないといけな

い。持続可能にしていかないといけない。 

⇒逗子 7/16 の一週間前にフェアトレードタウン記念パ

ーティーを実施予定。しかしどこまで開いているのかは

わかりかねる。 

 

＜大牟田市社会福祉協議会＞（大牟田） 

①3～5年後の地域未来像 

・大牟田市ではグラウンドデザインが描かれている冊子

がある。イメージとしては、町がきれいであること、老若

男女仲良くということが絵に表されている。その中で基

本となるのが、隣近所支え合いがあり、例えば地震があ

った時に近所のおばあちゃんの所に見に行ったり、心

配したりしてもらえる支え合いがあり、そのためには住ん

でいる者同士がコミュニケーションがとりやすい町ができ

ればよいと考えている。 

・現状はよそとは違う町づくり組織がある。町内公民館

単位で動いてきていた歴史があるが、それが崩れてしま

い、今年度から大きな組織がなくなり、別の組織を行政

が立ちあげている。その中に校区の社協、民生委員の

組織などいろいろな組織が入っている。 

・ただ、これまでの町内公民館の組織が強かったため、

役員をされている方の力がとても強い現状がある。三井

系企業の炭鉱を中心に成り立ってきた町。お偉い方、

役所の OB、一般的に時間、金銭的にも余裕のある方

達が役を担っている。そういった方達にとっては、本当

の生活困窮について実感が伴っているのかどうなのか

と感じることがある。一方で若い人達が地域と関わりにく

い現状がありながらも、問題意識を持っている層がいる。

例えば、こどもの食に関心を持つ PTA父兄。ただ、そこ

と校区の役員とをすぐに結びつけることは難しいと思っ

ている。また、若い人も何かしないといけないとは思って

いても、必要とされている部分が分からない、どこに行っ

たらよいかわからないという現状もある。 

②どんな活動をしたいのか 

・今の役員ではない若い人達に、地域が大事ということ

を伝える活動をしつつ、今の役員を尊重しながら、二本

立てのように、両方で考えていかないといけないという

話し合いをした。頭が固くなっている人たちと、今からの

人たちをつないでいく。 

・ブックを一緒に作成していくようなことができればよいと

思っている。今の役員の方達と話を進める時に、学びあ

いフォーラムのコーディネーターに関わってもらって、励
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ましたり、褒めたりしていただければ、役員も喜ぶのでは

ないかと考えている。 

・若者にとっても、地域のためにという事でなくとも、ちょ

っとした気づきになればよいと思っている。地域の中で、

色んな方が関わってやっているモデル的地域もあるの

で、そういった所を参考にしながら、話し合いをしながら

ブックを作成していったらよいと考えている。 

③分析 

・脅威：市社協なので、事業が前年度からきちんと決ま

っており、市役所からの事業費をもらっているのでそれ

に沿ってやっていかなければいけない。そこのやりとり

が必要となり、それとは異なることをやるとなるとかなり話

し合いが求められる。 

現在の会長陣の意識を変える必要がある。会長陣の

了解が得られないと、地域に入っていくことも難しい状

況がある。 

・強み：会長陣に受け入れてもらうために、市社協の局

長は地域の会長と話をするのが上手なので、―局長―

会長という、うまい構図ができたらよいと考えている。 

学びあいフォーラムに参加するにあたり、市社協内に

チームを作っている。そのチームの一人一人が持つネ

ットワークを使えるのではないかと考えている。会長さん

達とも毎月会議があり、一応ネットワークがあるので、話

しやすい部分ではないかと考えている。 

有償ボランティア（キャロットサービス）で、高齢者の在

宅生活を応援するサービスがある。人が参加するという

ことで、人参（キャロット）という。このボランティアさんが

各校区に一人いるので、話し合いに参加してもらうこと

で、地域の方にも知ってもらうきっかけにもなると考えて

いる。 

④スケジュール 

・今年度の計画までは、具体的にできていないので、持

ち帰ってチームで話し合いたい。 

⑤質問・コメント 

・会長会ではいつもはどのようなテーマが話されている

のか。集まる機会を次へのステップにつなげるような作

戦は練れないのか。 

⇒校区社協の会長の会議がパートナー団体なので毎

月行われている。偶数月に会長会、奇数月に役員会。

その中では、市社協の事業の話、会長達に知ってもら

いたいこと、会長会として進めないといけない事業の話

しをしている。会長会の中で話しあいの場を持つのは難

しいが、事業計画の中に支え合いマップ作りがあり、そ

こで今回の話をすることはできるのではと思う。 

・対立ではなく、共生をどう作るのか。行政組織、会長を

尊重しつつ、若い人がつぶされないように、社協が役割

を担うのではないかと考えた。地域の中で気遣いができ

ることは素晴らしい。都会ではありえないのでうらやまし

い。 

⇒孤独死や、困窮に基づく問題が出てきている。まず

地域の方に見守ってもらうことで変わってくると思ってい

る。 

⇒駛馬南校区は徘徊模擬訓練を始めた校区。孤独死０

をめざしている。そういった意識づくりは地域の中で常

にされている。一人の百歩より、百人の一歩を合言葉に

活動している。そういった地域ができれば一人が大変な

思いをせずに皆でやっていけるのではないかと思って

いる。 

⇒各校区でマニュアルのようなものを作成するときに、

自分たちのがんばりを全国的に発信できるとよいのでは

ないかとコーディネーターに言ってもらった。また、会長

陣も自分達もすごいぞということを発信できるようになる

と、モチベーションにもなるので、つながる手立てになる

のではないかということが、目から鱗だった。 

・とよなかとの共通点を感じた。若者や困っているお母さ

んに対して、お互いに大丈夫と声をかけられること。 

・地域で活動している人がいて、地域で何の問題もなく

過ごせることが当たり前になっているが、がんばっている

人がいるということを分かっているようで、分かっていな

かったことが最近になってようやく見えてきた。そういっ

たことを知る機会はとても大切だと感じた。今がんばって

いる人たちのやり方をそのまま受け継ぐのが難しいので、

引き継ぐ世代が自分たちの世代のやり方を主体的に考

えていく場になっていくとよいのではないかと考えた。 

・これまでの役員、次世代、中高生へのアプローチをど

う関連付け、優先づけするのか。それに応じて体制をど

うデザインするか、社協は関係者が多いため、調整が難

しい部分がある。今後何らかのプログラムを作る際にど

こに焦点をあてるのか、誰に入ってもらうのか、コーディ

ネーションが難しいといつも思う。 

⇒話し合いの対象者を自分たちでも区切ってしまって

いたことに気づかされた。ブックをつくる時は 20～60 代

まで、コンスタントに参加してもらえるようにしていった方

が、それぞれの特技を活かしたものにできるのかなと感

じた。ただ入口は難しい。とよなかの話を聞いて、例え

ば最初は会長さんや役員に集まってもらい、そこに段々

と他の団体の方にも参加してもらって、色んな視点を出

してもらって次のステップに進んでもよいのではないかと

思った。 

・逗子では最初に福祉教育のプロジェクトチームをつく

った。ありとあらゆる人が入って動き出したので、会長も

局長もメンバーの話を聞かざるを得ない状況になった。

組織を作る段階で方向性が見えたところがある。 

・次世代に移る時、前の世代と一緒に作るのか、引退し

てもらって新しい世代だけで作るのか。長期的な展望を

もって、入れ替わりを考えていく。急な入れ替わりだと反

発が出てくる。 

・PTA 役員の会長は歴代校区社協や、公民館組織に
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充て職のように入っていく。何年か役員をすると、自動

的に会長になり、何年かすると若い人に代わる仕組み

ができている。長期的なスパンでスライドしていくのが理

想。将来を見越したプラン作りがいるのではないかと思

った。元々関心のなかった人も、参加してよかったと思う

人たちを増やす必要がある。 

・できることと、してほしいことをリストにして地域の中で

支え合いを民間のグループで行なっている。社協のよう

なところが、地域のニーズと、それを支えられる地域内

の人材を発掘できるブックをつくることはすごくよいと思

った。 

⇒役員も自分以外の地域の人が何を得意にしているか

知らないまま過ごしていると思う。改めてそのような機会

を設けることで人材について知る機会になる。 

・そのためには上手くマッチングさせるコーディネーター

が必要になる。 

・見える化することで、コーディネーターがいなくとも、情

報の共有ができて、地域の範囲の中で、市民同士で自

発的に進んでいく可能性がある。 

 

（プランニングの様子） 

＜FKG 米沢＞ 

・外に出ていく若者が非常に多い。地元の価値を知っ

てもらえてないのが一つの問題。地元の良さを知っても

らうことが大事、知っている若者を増やしていくことが大

事。地域に誇りを持ち、そこで生活している自分にも自

信を持っている若者になっていくことが大事。 

①3～5年後の地域未来像 

・課題を知ることで、ここが足りないから地元でもうちょっ

とがんばってみようという若者が出てくるとよいと思って

いる。 

・そのためには学校と地域とのつながりは、面倒くさいけ

れど大切にしなければいけないと思った。40 代以降の

世代は地域のよさを知る余裕がある世代ではなかった。

20～30 代の方が余裕もあって関心を持ってもらえるの

ではないか。面白い企画を持ってがんばっているのは、

若い世代。そういった若者が増えれば地域の魅力を発

信する人が持ってと増えるのではないか。 

②どんな活動をしたいのか 

・外部から見た際の山形・米沢を見た時の良さ（たいて

い自然について）と、内部が発信したいもの（伝統的な

良さ）との違いがある。外部の要求に答えながらも、自分

たちが発信したいものを幅広く知ってもらえるようにした

い。 

③分析 

・現状の洗い出し、メンバー全体で課題の共有が必要

だ。それに向けて動いていきたい。内部だけの話し合い

だとなかなか広がらない。角度が違う方がいろいろな良

さや課題が見えてくる。山形大学の留学生を招いて、留

学生から見た良さ、良くないところ、話し合える場面を持

ちたいと思った。 

・マイナス要素が非常に多い。ただ集まれない中でも、

学ぶ機会を増やしていきたいと思っている。 

④スケジュール 

・若者に知ってもらう手段として「米沢スタディーツアー

by FKG」として、中高生向けのスタディーツアーを考え

ている。知ってもらいたい、感じてもらいたい米沢をイメ

ージしてツアーを作る。参加してもらうことで、米沢の良

さ、課題をみつけてもらう。 

・その前段階としてモデルケースとして、いろいろな人に

参加してほしい。 

・教育旅行を実施する。外部から見た時の米沢の良さ、

課題を見つけることがねらい。時期としては、8 月末～9

月初旬。5月中に Skype 会議などで中身を詰めて行き

たい。詳細については未定だが、どのような地域がよい

地域なのかと考えた時に、自分の地域が好きだと思える

のがよい地域だと考えた。 

・参加して、子どもたちがいろいろな人たちと接する中で

見えてきた課題を、自分達の問題として考えられるツア

ーができるとよい。自分達の地域を良くしていこうという

気持ちが芽生えるとよい。 

・FKG の始まりが海外の視点なので留学生が入ること

で FKG らしさが出るのではないかと考えている。 

・ツアーの詳細は、米織に新しい付加価値をつけようと

している人たちの話を直接きく。郷土料理を実際に一緒

に作ってみることなどを考えている。 

・4つほどプログラムをつくって 2、2のコースに分けて最

後にそれぞれについて共有、ふりかえりたい。 

・FKGの自分たちがよいと思える地域だと考えている。 

・雪が多く、通りも暗い。少し住んだだけではなかなか良

さが分からない。若い人にも分かりにくい。離れて外部

の目線になると良さが見える。米沢の魅力を見えるよう

な形で発信していかないと、若者も関心が持てないと感

じている。 

⑤質問・コメント 

・米沢愛を感じた。郷土料理は何か。 

⇒鯉、冷汁、雪室で保存した野菜など。 
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・土の人、風の人。土の人はその土地に長年いる人。風

の人はふらっとやってきてまた去っていく人。外からの

視点を持ち込む。魅力だと思うものを発信しつつ、違う

魅力をツアーを通じて発見できればよい。 

・ツアーを一般募集して実施するには、旅行者を立てて

募集し、FKG が協力団体という形で実施する必要があ

る。法律等を考慮して事前に気を付けておく必要があ

る。 

⇒ツアーというい言い方ではなくて、一日体験コースや

講座で連れ出すのは大丈夫。ボランティア保険に加入

してれば大丈夫。友だちが誘ったという場合は問題な

い。 

・写真ワークショップ。猫やおばちゃんになりきり、その

場面の写真を撮ってきて見せ合う。続けることが前提な

のであれば、その時に得たり見たりした視点で次のツア

ーをより良くしていく、参加型のツアーも面白い。普通の

ツアーでは出てこない目線で街を見ることができる。（参

考：歩き目です君） 

⇒Uターン、Iターンの人。何を魅力に戻ってきたのか、

外側からの目線で聞けると思う。 

・コーディネーターをするのは FKG の先生だが、中高

校生が参加することで子どもたちがどう米沢を紹介して

くれるのかを聞いてみたい。 

⇒メンバーのある先生の勤務校の生徒たちは、街の良

さを留学生に紹介したりしているので、今回のツアーで

もできるかもしれない。 

・大学生は参加する可能性はないのか。大学生には地

域出身と地方出身の学生がいる。高校生は大学生との

つながりを求めており、そのつながりの中に土の人、風

の人の関係が出てくると面白いかもしれない。 

 

（全体共有の様子） 

 

（３）ふりかえり 

気づいたことと、この二日間で大切にされていた視点に

ついて意見交換した。 

＜参加者の意見＞ 

・視野を広げて議論が深化できるやり方を、体験やツー

ルブックなどをもとに実際にやることができたのがよかっ

た。 

・地域も普段取り組んでいることも違う人たちがつながる、

お互いが学び合える関係ができる。 

・問いかけの中から気づき「なぜ」、「どうして」が出てきて、

課題を整理できた。地域に関わっているコーディネータ

ーと、そうでないコーディネーターによる関わりで、内か

ら、外から、両方からの視点があって良かった。 

・参加が大切にされていた。一人一人が発言すること、

思っていることを言っていかないと進まない。 

・見える化して、質問をみんなで見られるように、後でふ

りかえることができる工夫がされていた。 

・人と人との関係性、学生、当事者が対等な中で進めて

いく様子が言葉に表れていたことが印象的。 
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学びあいフォーラム：フェーズ 2 全体記録 

 

日時：2016 年 6 月 18 日（土）11:00～17:00 

場所：富坂キリスト教センター1 号館 

 

（1）開会・導入 

（2）持参した計画とフェーズ 1後に実施したことの共有 

（3）活動計画の見直し 

(4) 全体共有（どんな地域を目指していて、どんな変化を起こしたいか） 

(5) ふりかえりとクロージング 

 

 
 

（１）開会・導入 

①アイスブレーキング 

②前回までのふりかえり、確認 

 

（２）持参した計画とフェーズ 1 後に実施した

ことの共有 

【報告と見直しのポイント】 

・活動計画の内容。特に、だれと、何を、どうやって、を

中心に報告する。 

・どのように働きかけるかだけではなく、計画の全体を見

る。 

・日ごろ無意識的にやっている部分や、大切にしている

ことを言語化、意識化する作業でもある。 

・後半は、大切にしていることは何か、に意識をあてて

聞く。このことを言語化できるような質問をする。 

 

（グループに分かれて共有している様子） 

 

 

＜大牟田市社会福祉協議会（大牟田）の報告＞ 

・フェーズ1の後、社協の中で有志11名からなるチーム

を結成。チームで計画を作成した。 

・チームでの話し合いの結果、共通理解として「実施計

画」に合意した。 

・次の学習会では、チーム内が仲良くなるためにワーク

ショップを実施。6 月 6 日のチーム学習会では、話し合

いのルール作り、緊急度と重要度による課題分け、時間

軸とカテゴリー別の表の作成を行った。 

・6 月 14 日の学習会でチーム名は color（カラー）に決

定。「チーム内でいろんな色が出たらいいよね」という話

をした。 

・アプローチする対象は二項ランキングで考えた。見え

づらい困っている人、高齢者や障害者なども含まれるた

め、「マンション・アパートに住んでいる人」をアプローチ

の対象にした。 

 

＜大牟田への質問＞ 

・どのようにみんなが集まれる場を地域に作るのか。 

⇒三本の柱①社協の中での交流会、②5年後を見据え

た新しい取り組み、③カラーメンバーのスキルアップの 3

点からなる「実施計画」を立てた。5 年間のスパンで、カ

ラーメンバーから A 校区社協に徐々に主体を移した取

り組みにしていき、A校区社協で考えてもらう。 

・チームの雰囲気はどのように変わっていったか。 

⇒はじめは固い感じだったが、私たちは「教える側」で

はなく「一緒に考える側」ということを理解してもらえるよ

うになったら、雰囲気がやわらかくなってきた。 

⇒会議形式ではなく、ＷＳ形式やツールを使うと、楽しく

話しやすかった。 
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⇒どうしても社協は自分の事業があるので、そっちにひ

っぱっていこうとする意見はあった。でも、ルール作りを

したら「自分がひっぱりすぎた」と気付いた人もいた。 

⇒メンバーは事業でつながることはあったけれど、あくま

でも仕事上のつながりだったので、この学習会を通して

人として関わるようになった。 

・学習会の計画、テーマ設定などにチームのメンバーは

関わっているか。 

⇒今までの学習会はふたりが主導したが、これからはカ

ラーのメンバーが主体になる予定だ。 

・そもそもなぜ、この活動に取り組もうと思ったのか。 

⇒実際は、コーディネーターの一人が社協のメンバー

にいるから。 

⇒もっと社協として連携していけば力が発揮できるはず

なので、機構の見直し、みんなで問題意識をもって考え

る、ということが大事なのだと思う。 

・その辺は（横のつながり）は 11人のメンバーはどのよう

に考えているのか。 

⇒今まで本当にバラバラ（担当が違うと全くお互いの活

動が見えない状態）だったが、今回の計画で横のつな

がりを実感できるので、それぞれも実感できているので

はないか。 

・今後、校区の社協の人たちを対象として活動を作って

いく予定はあるか。 

⇒まずは市の社協が優先。その後校区の社協へ移って

いければと考えている。 

・ターゲットに「アパート・マンションの人」というのが出た

のはどんな経緯か。 

⇒地域につながっていない人は誰かという発問から出

された。子育てしていないとさらに増えるかもしれない。 

・逆につながっている人、というのは誰か。 

⇒公民館に入っている人。そこにしか情報が下りていか

ないから。公民館が校区社協のメンバーになっている。 

・転勤で来たような人は公民館に自動的に入らないの

か。 

・地域によって違うだろうが、どのくらいの人がもともと加

入していたのか。一戸建てでも同じか。 

⇒私が子どものころは 90％が加入していた。今は 30％

くらい。 

⇒行事や役員が面倒になって入らない、または元々住

んでいて抜けていった人も多い。 

・負担の面はどう思っているか。 

⇒負担金や行事、役員など負担だと思う。そもそも、昔

は市の広報誌が公民館に入っていないと届かなかった。

今は全戸配布になっているので、加入のメリットがないと

判断する人は多いと思う。 

・つながる＝公民館に入る、ということを目指している訳

ではないのか。 

⇒「顔見知りを増やすこと」が目標。ただし集まる場がな

ければ顔見知りは増えない。参加の仕方が分からない

人もいるので、参加しやすい集まりの場も必要だと思う。 

・自分の育ったところしかわからないが、自治会＝公民

館なのか。 

⇒子ども会なども同じ。公民会に入っていないと行事に

参加できないこともある。 

・とよなかでは公民館は貸施設としての役割。登録しな

いと使えないというような意識はない。 

・山形はその中間、貸施設という側面もあるが、地域の

力が強い。 

⇒大牟田では、公立公民館と町内公民館という区分が

ある。前者が貸施設、後者が地域の施設としての役割。 

・管轄はどうなっているのか。 

⇒どちらも行政が管理している。 

・問題としてフォーカスしたいのは「マンション・アパート

の住民」とあるが、そこに住んでいる人というよりは「社会

とのつながりがない人」という認識か。 

⇒単身の人を中心にマンション、アパートに「住んでい

る人」。その人たちの力が発揮する場があり、地域に関

われば活性化するだろう。共有スペースにベンチを置

いて、小さいお祭りをするなど。これは、20後半～40代

を対象に想定している。大学生にも関わってほしい。 

・この人たちは本当に一番緊急度が高いのか。 

⇒大学生はパートナーにできる、障害者は家族会など

もあるし、単身者の緊急度が一番高い。 

・本人たち（マンション・アパートの単身者）の声はどのよ

うなものか。 

⇒本人と関わっている人の声は、他の社協メンバーから

間接的に聞くことはある。本人の声はなかなか聴けな

い。 

 

＜とよなか ESD ネットワーク（TEN）の報告＞ 

・フェーズ 1で食べ物や料理の話が出て、食べる＝生き

るにつながるため、食べ物をテーマにした。以前構想し

ていた「とよなか大学院」の考えの中にもこのテーマがあ

った。0 円食堂などの力も借りながら、若者を対象として

食を考え直す機会にしたい。持ち寄った食材で料理を

作ったり、収穫したり、普段の食べ物を見直したり、食べ

物はどこから来ているのか考えたりしたい。 

豊中市は大阪の北端、大阪市の衛星都市、子育て

世帯も多い。ただ、豊中では南北格差が広がっている。

北は新興住宅地、南は中小の工場が多く、昔から住む

人や生活保護世帯も多い。対象である豊中市の庄内地

域は市の南部に位置していて、ひとり親家庭が多い。ひ

とりで夕食を食べる小学生なども多い。 

協力する「ガダバ」は一軒家を借り、こどもの学習支

援をしているところ。「のんびりした食育」ではなく、子ど

もが自分で食べられるようにしていく必要性もあることか

ら緊急性は高い。 

豊中の中でも北部と南部でのアプローチは異なって

いる。今回は南部を対象にしたアプローチ。 



学びあいフォーラム フェーズ２ 

18 

 

＜TEN への質問＞ 

・ここで想定される「若者」は多いのか。 

⇒若者というより子ども、学習支援の活動も二か所ある

が、足りていない 

・対象は、既に顔が見えている子どもたちだけか。見え

ていない子の発掘もするのか。 

⇒主には今見えている子、庄内の子、ガダバに来られ

る範囲の子。 

・情報は学校を通して発信するのか。 

⇒学校から。今ガダバに来ている子は学校や公民館、

活動している多団体からの紹介によって来ているため。

北部でもこうした子はいるが、支援は手厚くないので南

部まで来る子もいる。庄内に限らず、北部・中部の子に

も声をかけたい。 

・フェーズ 1 であった「こういう地域にしたい」とは、豊中

の場合どんな地域か。 

⇒「持続可能な地域」。地域のみんなが生活を持続して

いけるように。 

・豊中では何が「持続可能」ではないのか。 

⇒小中高の、とくに南部の子が夢を持てていないという

状況。主に学力保障の実現、居場所づくりのための地

域のつながりができていない。子どもが希望をもてる状

態が「持続可能」な状態だと思う。 

⇒こういう支援は高齢者支援が従来多かったので、若

者にフォーカスしたい。 

・実際に「呼びかける」のは難しい。発信はどういう風に

するのか。 

⇒庄内では、そういう事情は既に現場の先生もわかって

いるから、情報を紹介・共有する土壌はできている。 

・教える人たち（料理教室の先生など）は企画には入っ

ているのか。 

⇒入っていない。 

・自活できる、親に頼らない、という風になるのが目指す

姿なのか。 

⇒自分で料理をすることで、自尊感情を身につけること

が目標。 

⇒お菓子を食べてつないでいる子も多い。 

・カロリーが低いというようなことを教えるのは大事なの

か。 

⇒そもそもそれを指摘してくれる人がいない。 

・この次のステップは何か。同じ子どもたちに対してか。

対象者を多くしていくのか。 

⇒とよなか大学院の開講を 2年以内で考え、「なりわい」

をキーワードに、自分の力でいきていくことを若者に考

えてもらっていく。2～3年のスパン、「生きていく」をテー

マにいくつかのアプローチを若者対象に考えている。 

・フェーズ 1の共有はどうだったか。 

⇒月 1回の理事会で共有した。 

・TENのなかでのこの事業の位置づけはどのようになっ

ているのか。 

⇒従来から庄内地域の支援は行ってきたのでその延長。

市との方向性も最近徐々に重なってきた。 

 

＜FKG 米沢の報告＞ 

・米沢の今と未来を考える～魅力再発見スタディーツア

ー～（仮）。 

・まずは FKG自身が知らない米沢の魅力を再発見して

もらう。 

・一日目は、食と伝統の日。「田忠」では実際に作るのは

できないので食べながら話を聞く。 

・二日目は歴史の日。直江兼続にゆかりのある場所や、

北三原といった隠れキリシタン墓地のある場所などを回

る。 

・アテンドは FKGのメンバー。 

・3年後のFKGをどうしていきたいか。地域のことだけで

なく、元々は国際理解教育で集まってきているメンバー

なので、海外支援もできると良いと思っている。ただ、

FKG だけで何かをするのは難しいと思うので、

IVYyouth と協力するなどして、できるところから活動を

していきたい。 

・地域にどのような変化を起こしたいか。米沢には雇用

がなく、雪対策も大変で生活しづらい。魅力を感じてい

ないから出ていくというよりは、現実的な問題があり、便

利な所、生活しやすい所に行きたいという節目がある。 

・魅力を感じていて、就職先があれば米沢をもっとよい

まちにしていきたいと思えるのではないか。 

・アピールが下手でバラバラに発信しているので、つな

がれる場やアクセスできる場が必要。行政の役割と考え

る一方で、教育の視点から、魅力を発信している人を

FKG がつないでいくことができるのではないか。スタデ

ィーツアーをするだけでもつながりを作っていけると考え

ている。 

・つなぐためには、まずはFKGのメンバーが現状を知ら

ないといけない。そのものの価値を実感する必要があ

る。 

・将来的には中高生が主役になってスタディーツアーを

実施したり、ツアーを考えたり、若い人の目線で考えて

発信できるようになると FKG らしい活動になっていくと

考えている。 

・ツアーの候補地に出てきているのも FKG のメンバー

のつながりがある所から入れている。改めて話を聞く機

会にすることで、学べるツアーになると考えている。 

・またぎは入れたかったが、米沢のものではないので今

回は入れていない。 

＜FKG 米沢への質問＞ 

・どうしてスタディーツアーになったのか。 

⇒FKG 自体がなかなか集まれない。今回もスケジュー

ル的に中体連とぶつかっており、中学校の先生が全然

動けない。発足当初に比べ、活動が停滞気味だった。

その中で、年齢、経験を経て、もっとこのようなことをやり
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たい、共有したいという思いも出てきたところで、学びあ

いフォーラムの話が出た。 

⇒実際に何をやるかとなった時に、これまでは単発のイ

ベントだったので、つなげられるものにしたかった。スタ

ディーツアーで終わるのではなく、その後に自分たちが

分かったことをどう発信するかまで組み込むことで、つな

がりのあるイベントになっていくと思っている。 

⇒自分たちがまず知ること必要があると考え、大人向け

のスタディーツアーを実施することにした。 

・ツアーの候補を FKG のメンバーとつながりで選んだと

のことだが面白いと思ったポイントとは何か。 

⇒経営している人がユニークな発想をもっている候補地

や、紅花染や米織といった、知っていても実際にやった

ことがないというところを訪問する。背景や作っている人

について知らないなど、地元の人にとって案外身近で

ない部分がある。改めて体験すること、継承する人の思

いを知ることで発見があると思っている。これらの人が一

番米沢について知っている人だと思う。 

・染織工合をやっている方は、代々やってきているの

か。 

⇒わくわく館自体は違う。FKG メンバーの知り合いで、

古くからの工房を入れたかったが、土日は絶対に営業

しない工房で、スケジュールに入れられなかった。 

⇒伝統工芸のまま引き継ぐのではなく、現代に向けて

工夫をして発信しているところもある。昔からのやり方と、

チャレンジを持ってやっているところの両方を見てもらえ

ると面白い。 

⇒米織は高級品で一般庶民には縁遠かった。今はニ

ーズに答えて、コースターづくり体験といった、ちょっとし

たものに組み込まれている。地元の人が使っているほど

ではないが、記念品としてとして観光客が買う程度。バリ

エーションがすごくなってきている。 

・観光として行くことと、FKGとして行くことの違いは何か。

観光では得られない魅力を発信したいのか。 

⇒見てすごい、ということではなく、伝統工芸に携わって

いる方たちが、なぜ受け継いでいるのか、その魅力に気

づけると良い。私たちにはわからない魅力や歴史に気

づいたり、中高生がそこに反応し、広められる子たちが

出てくるとよい。自分がやらないにしても、本当に残すべ

きか、といったことも含め考えられるきっかけづくりになる

のではないか。観光ではそのような事は考えない。過去

からの流れが、それがどのようにこれからの米沢の発展

につながっていくのかという点において、意見交換がで

きればよい。 

・行き先の方々にはどのように説明しているのか。 

⇒まだアポイントを取っている段階。今後、ポイントに書

かれているような内容を話してもらうように説明すること

になると思う。 

・地元の事は学校では学ばないのか。例えば八王子で

は、蚕の絹織物について訪問したり学んだりしている。 

⇒学校によって温度差がある。やっている内容が違う。

地域学習は総合学習で組み込んでも、すごく知ってい

るか、よくわかっていない先生がやるかによって違う。伝

統文化を伝える団体に丸投げ状態のこともある。地域の

良さを分かっていても、そこで終わってしまう。これから

自分たちでどのようなまちにしていきたいかを考える機

会はあまりない。そのような事をやっている人はごく少数

だと思う。 

・大人の視点では面白そう。中高生が楽しめる、ワクワク

できる工夫はあるのか。 

⇒中高生にアンケートをとるとよいのではないかという話

は出ている。九里学園高校の国際課の生徒に、どのよう

なことに興味があるかなどを聞くアンケートをとる予定。

それによって内容的にも変わってくると考える。 

・若者が米沢に魅力を感じていない。魅力を感じている

具体例はあるか。 

⇒米沢から来ている高校生が山形市の高校にいる。中

学校の時に米織について学習したが、何をやったか全

然わからないと言っていた。米沢にずっと住むことはな

いと断言された。曇り空、暗い。青空が広がっているイメ

ージではない。雪深いところで暮らすことの苦労がある。

若いうちに米沢を離れてしまうと、苦労の部分ばかりに

目が行き、自分が住んでいるところを良くしたいという気

持ちになりにくい。伝統工芸が盛んで、良さを発信して

いる人もいる中で、それが目に入らずもったいないと思

った。 

・FKGのメンバーはずっとそこに住んでいて先生になっ

た方が多いのか。米沢に帰ってきた大人、身近な大学

生くらいの人の話であれば、インパクトが感じられる。自

分にとっての愛着や、実感の話を聞く場面があればよ

いのではないか。FKG のメンバーが自分が言えるつな

がりといった、よいことを出してみるのはどうか。伝統工

芸の再発掘もあるが、次につながるのは人なので、また

会いに行ったら話せる、身近な人がいるとよいのではな

いか。 

⇒メンバーには、若い人、20 代中盤～後半が 2 人い

る。 

・プレ企画を若者と一緒にやることはないのか。またその

ような話は出なかったか。 

⇒スケジュール的に難しい。生徒たちに今回の大人向

けツアーでアテンドさせる話も出たが、先生の方で無理

という事になった。日程的にも、準備的にも無理というこ

とになった。 

・生徒と一緒に体験させるのも難しいか。当日だけ一緒

に体験するとか。 

⇒自分たちが良さを知らないといけないのではないかと

いうことが念頭にあったので、そこまで話しが広がらなか

った。 

・私たちが、良さを認識するという感じか。私たちと、中

高生が考える良さは同じという前提か。 
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⇒前提というか、まずは気になるところ思いつくところは

出してみて、行けそうなところで組んでいる。実際に話を

聞いて体験した上で、そこから中高生向きの流れを考え

る予定。良く分かっていないのに一緒に行こう、とはでき

ない。良さを教え、共有したいという感じ。 

・良さの教え方、伝え方もいろいろある。どのような伝え

方や場をイメージしているか。 

⇒1～10 まで教えて「これよいでしょ」、という押し付けで

はなく、体験したことをどのように受け取って発信したい

か。違うと思ったらそれはそれでよい。課題が出てくるこ

ともある。場は提供したうえで、そこからどう転がしていく

かは、子どもたちの主体性に任せるイメージ。段階を踏

んで見極めをしていく。楽しかったというのでは違う。 

・FKGで話す際、どのように決めるのか。 

⇒ゆるーくながーく。負担に感じたら続かないと思う。つ

ながる時につながればよいし、つながらないときはそれ

で仕方ない。絶対やらないといけないという雰囲気では

ない。アイディアは出すが、その中でできることをする。

アイディアが出てきて厳しければ違う方法で、という風に

なる。 

 

＜八王子市民のがっこう まなび・つなぐ広場＞

（八王子）の報告＞ 

・緩く、持続可能に、できるときにできる人がやっていく。 

・八王子は広く、それぞれの訪問地が少し離れているた

め、車の手配が課題。候補地はまだリサーチ中。 

・後期は 10 月から。前期は逗子を訪問する予定。その

学びをふりかえりながら後期のオープニングを考えてい

る。 

・フェアトレードのフェアをどのように考え、八王子にある

ものとどのように組み合わせて発信していくのか、1年間

の講座のまとめとつながることとしてやっていきたい。 

・フェアトレードは海外との連携でこちらがフェアな価格

で買うという理解が一般的。講座でフェアトレードとは何

かということをやればやるほど、地産地消ということとつ

ながっていることが実感される。当初は海外のパートナ

ーを探し、自分たちで輸入することを考えていた。まだ

考えてはいるものの、まずは自分たちの暮らしを見直し

て、気づきながらフェアを考え、その延長で海外を考え

ていくのがよいのではないかと考えている。フェアトレー

ドだと産地がどこかという話になりがちだが、地域内にも

いろいろなフェアがあることに気づいた。そのようにしな

がら、暮らしぶりを変えることを伝えるのがよいのではな

いかと考えている。 

 

＜八王子への質問＞ 

・いろいろなフェアがあるという話だが、どのような発見

があったのか。 

⇒海外のコーヒーやチョコレートをできたらよいと最初考

えていたが、アンケートやふりかえりなどで、地域につい

ての発言が多かった。フェアとは何かを考えたいという

発言が多かった。フェアを考えた際に、障害者と健常者

がともに運営しているお店、男女間のフェア、世代間の

フェアなどもある。フェアには色々な形があり、これを考

えていくことが八王子ならではのフェアトレードになるの

ではないかと思っている。 

・アンフェアな状態と、八王子を変えたいポイントとつな

がるか。アンフェアさを感じたというよりは、色んなフェア

に注目していく感じか。 

⇒アンフェアな状態はいわば普通な状態。どちらかとい

うと、オルタナティブ探し的な感じかと考えている。 

⇒留学生が多く、日本人の学生との共生についてもフ

ェアにしていくことが大切かな、と考えている。 

⇒なぜフェアトレードが必要になったのか。そこの地域

の人たちが、自分達のための食べ物ではなく、換金作

物に頼らざるを得ない生活を強いられている。依存する

だけの暮らしではなく、地域の中で助け合い、そこで暮

らしていけるということにつながる。なぜ自分たちはこん

なに享受できているのか、暮らしぶりを見返し、自分た

ちの足元でつながる事業や取り組みを応援したい。八

王子の障害者の運動は、比較的に先進的。事業化して

いることはたくさんある。そこで学べるものはあるのでは

ないかと考えている。地域のリソースを知ろうという段

階。 

・フェアトレードタウン基準の「④地域活性化」という言葉

はいろいろな捉え方があるが、自分達の考えと同じと捉

えているか。 

⇒そこまできちんと捉えていない。自分たちの手の届く、

かつ、できそうなことではある。地域でやっていること自

体が活性化し、人を繋いでいくことになると思っている。

それが、フェアトレード基準が求めていることとフィットす

るかはわからない。 

⇒フェアトレードタウンになりたいという事ではない。 

⇒基準にこれが入っていてよかったという気持ちだ。地

域の魅力をもう一度発見しながら、海外にも目を向ける

ところがよいなと思った。 

・再発見、自分たちの学びによって進んでいる。参加者

はフェアトレードを学びたい人が多いのか。 

⇒半々。何となく気になる人もいれば、自分たちよりもよ

っぽど知っている人もいる。学びあいである。 

⇒フェアトレードショップは、できてはつぶれる感じ。地

域アンテナショップはまだない。 

・次の賛同者を広げていくためにどのように伝えていく

か。 

⇒自分たちなりのマップを作っていくとよいかもしれな

い。 

・一般的な外への働きかけ、障害者団体とのつながり等

があったが、どのように仲間に引き込んでいくのか。 

⇒フェアトレード商品は高い。障害者の織物も高い。高

いから無理、安いものを、というのだけではなく、暮らし
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ぶりを変えていく、量を減らす、といったところを深めら

れないか模索している。 

・障害者団体のターゲットは決まっているのか。 

⇒ゆいまーるの人は講座にも参加しており、個人的に

は何となくつながりはあるが、講座としてどのようにつな

がるかは未定。 

・暮らしぶり、足元といった、自分たちで出てきたキーワ

ードを出して、再構築したことはあるか。普段はフェアト

レードという言葉は高尚な感じがするが、響く言葉だっ

た。マップの作成を有志でやることの意味はあるか。 

⇒まずは有志で取り組んでみるところから始めたい。 

⇒講座としてオフィシャルに設定すると負担になるかも

しれないので有志としているが本当は皆でできるとよ

い。 

⇒参加者にも声掛けをし、毎回リソースが増えていけば

よいなと感じている。参加者にも聞いていき、八王子な

らではのマップができるとよい。 

・訪問される方々のつながりや、関係性も含むマップを

作るのか。 

⇒そういったものができるとよい。 

・フェアトレードがどうなっていくのが今後の目標なの

か。 

⇒今は知る人しか知らないリソース。知らない人はまだ

たくさんいる。知ることで選択肢が増える。うまく可視化し

てつなぐことができれば一つのゴールだと考えている。 

・参加した人が訪問地でその後も参加したりすることが

一つのねらいか。 

⇒実際に行ってみることで意外に近いところにこんなと

ころがあったという事を発見してもらいたい。 

 

（３）活動計画の見直し 

【見直しのポイント】 

・起こしたい変化が連鎖して、「こうありたい」地域を想定

している。計画が理想の地域に対してどのような位置づ

けなのか、確認しながら見直しをする。できるだけ具体

的な起こしたい変化を想定する。手前はより具体的に、

3～5年先はある程度の具体性で考える。 

誰と、何を、どのようにやるのか。誰と何をやることで

その変化を起こすのかを右側に記入。各段階で、自分

たちが大事にしたいことを矢印の左側に記入。見直すコ

メントがあれば違う色で追加していく。 

これまで話してきたことを、変化という軸で模造紙に落

とし込んでいく。整理しながら見直しをしていく。図として

完ぺきである必要はないので、要点として、大事にした

い事と、起こしたい変化、自分たちがやりたいことが見

合っているのかを眺められるように描く。 

地域に帰らないと見直しができないので、直し方をこ

こで体験し、地域の人と見直しを実際に行う。 

 

 

（４）全体共有（どんな地域を目指していて、

どんな変化を起こしたいか） 

＜大牟田＞ 

【理想とする地域】 

・お互いに助け合える、支え合える地域を目指してい

る。 

・現状では、地域とつながれていない人がいる。 

【実施計画】 

・color という 11人から成るチームを立ち上げた。 

・キャロットサービス、社協ボランティアセンターの登録

ボランティアと、事業の中での交流会を実施したい。 

・チームを立ち上げて一緒に学んでいく。そこから、社

協の事業として 5 年後を目指して、チームで話し合った

ことを企画していく。 

・皆で意見を共有しながら助け合える地域を目指してい

る。 

・社協の事業として、ボランティアの交流を実施し、活動

をお互いに認め合い、モチベーションアップを考えてい

る。交流会の雰囲気作りを大切にしていきたい。 

・生活支援員、ヘルパー、ケアマネなどの専門職の方と

も交流することで、支援を必要としている人の手助けを

していることを共有し、また専門的な視点をボランティア

も持つことができると考えている。 

・地域とボランティアがつながるように交流会を実施して

いきたい。 

・地域とつながりがない人、マンション、アパートに住ん

でいる人を対象に取り組みを進めていこうと考えている。

内容については、今年度で企画を深めていきたい。大

学生、校区社協の会長などと交流会を実施し、参加し

て良かったという場を作りたい。 

・参加した地域の人たちと、ボランティアとを融合させて、

地域の中のいろんな場面で見守り、支えができると考え

ている。 

・そのためにはチームのメンバーが力をつけていき、取

り組みを支え、最終的には地域に主体性を持ってもらい、

最終的にはモデル校区となるような取り組みをしていき

たい。 

・気づいたこととして、一番は自分たちが力をつけてい

けること。 

【質問等】 

・よく発言するようになり、自分たちが変わったと感じる。

11 人のメンバーの中でワークをしながら言い合える関

係ができた。 

・どれぐらいの頻度で会合をしているか。 

⇒月 4～5回のペースで実施している。 

・実感を持ってやっていること、また他の人に持って帰っ

て共有しないといけないことから、一生懸命話をして深

まっている。 
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（活動計画の見直し：変化の連鎖の図） 

＜TEN＞ 

【理想とする地域】 

・現状として、夢を持てない若者や、居場所がないと感

じている子どもたちがいる。課題自体に本人たちも気づ

いていない現状がある。 

・おもろい地域、興味、達成感、好奇心が刺激される、

人と関われる町づくり、自己肯定感をもてる地域を目指

す。 

【実施計画】 

・まずできることとして、食べる事。命。 

・豊中の南北格差がある。北は生活レベルが高いが、

南は食べていくのもやっとというぐらい格差がある。今日

食べるものに困っている子どもたちがいる。 

・無計画キッチンとは、ある材料で適当に作ること。 

・地域の農業従事者に手伝ってもらい、収穫からやって

いく。コンビニ製品にどれだけ添加物が入っているか知

ってもらう。 

・持ち寄った食材を使って作る。何品作れるか。あるもの

で作るキッチンを実施する。 

・料理を通して、若者が課題に気付く。達成感を得たり、

原料の可能性を発見したり、好奇心を刺激し、食生活を

見直したりする中で、プロの料理人も巻き込み、協力者

を増やしていきたい。 

・継続して、若者が夢を持って、年をとった時までできる

ようにする。 

・大事にしていることは、参加者からまたやりたい、地域

にとって自分が必要と感じてもらえるようにしたい。 

【質問等】 

・若者たちは関わっている大学生を指すのか、参加者

の子どもたちをさすのか。 

⇒参加者を指している。手作りの料理を食べる機会が

ない子もいる。そういった子どもたちと食について考える。

計画や立案には、大学が関わったり、参加した子どもた

ちの親世代も関わっていく想定もある。 

・TEN としてのネットワークの良さ、協力はどこに入って

いるのか。 

⇒庄内地域の課題を解決することに絞った企画になっ

ている。TEN がもともと持っているネットワークを利用し

ている。農家も TEN のメンバーのネットワークを活用し

ている。豊中地域で起業しているプロの料理人とつなが

りが既にあるので、協力を得たい。府立高校に出前授

業をしている関係で、豊中市や教育委員会など行政と

のつながりもあるので、広報においての協力や、学校を

通して紹介をしてもらうなどのネットワークが可能であ

る。 

・作業をやってみて気づいたことはあるか。 

⇒言語化することができてよかった。若者を巻き込んで

行くことを今後具体的に出していきたい。 

⇒TEN としての提案だったので、実際に若者がどう思

っているか把握できていないことに気づいた。 

・「添加物のことを知ろう」において、子どもたちの知りた

い事、ニーズとどのようにマッチしていくのか。知ったとし

ても食べたいものは食べたいということが最後に来てし

まうため、最近はたくさん並んでいる物の中から、どのよ

うに自分の情報の中で選ぶか、ということに自分の中で

はシフトしている。 

⇒豊中市が抱える問題として、それしか選択肢がない

子どもがいる。母親が忙しいから料理を作らない、ネグ

レクトの家の子は、カップ麺を買うしかない。それは体に

良いことではない、ということを知ってもらいたい。その

部分に子どもたちのニーズは入っていないが、緊急性

は高いと考えている。 

 

（活動計画の見直し：変化の連鎖の図） 

＜FKG 米沢＞ 

【理想とする地域】 

・現状として中高生、20～30 代の若者が地元に魅力を

感じていないから県外に出てしまうと感じている。 

・大人も米沢の魅力を意外に知らない。今後、子どもや

若者が地域の良さを知って、それを発信できるようにす

る。 

・世代間がつながっている地域になればよい。 

 



学びあいフォーラム フェーズ２ 

23 

 

【実施計画】 

・まずは自分達が地域の良さを知るために、フェーズ 3

でスタディーツアーを実施する。 

・その先に、中高生対象のスタディーツアーを企画。そ

こで学んだことを発信するイベントができればよい。やっ

たことによって、新たなリソースや、より地域に密着した

人、ものを見つけられたらよい。 

・スタディーツアーを通じて、FKG の輪をつなげていけ

ればよい。若手の教師を巻き込んだり、地域のリソースと

のつながりを作ったり、教え子などの人たちと輪をつな

げていき、その後のスタディーツアーや、リソース探しに

広がっていくとよいと考えている。 

・FKGのメンバーは、ずっと米沢に住んでいたというより

は、結婚を機に米沢に来た人が多く、客観的な視点で

見ているメンバーが多い。客観的な視点と、ずっと住ん

でいる主観的な視点が混ざり合う場をスタディーツアー

に作るとよいのではないか。 

・大人の目線で子どもに気づいてほしいことと、中高生

の知りたいことのニーズは違う。それらが混ざり合う場を

作ることが、FKG ができること。スタディーツアーを通じ

て、発信したいことが出てくると、自分達で米沢をもっと

面白くしたいと思うことにつながるのではないかと考えて

いる。 

・子どもたちが主体的に動くことを大事にしたい。自分た

ちで聞きたいことを考え、発信できると、提供するだけの

スタディーツアーとは違う、予想外の面白さが出てくるの

ではないか。 

【質問等】 

・地域を知るということは奥が深いこと。自分たちが地域

の事を好きにならないと伝わらない、という位置づけをし

ていた。 

・混ざり合うという言葉がよい。 

⇒若者が発信している先にはどのような地域があるかと

考えた時に、若者が元気な地域、世代間のつながりが

盛り上がっていくとよいなと考えた。 

⇒フェーズ 3 に向けて、多くの人に参加してほしい。8

月 20～21日を予定している。一日だけの参加も可。 

⇒具体的に何をするのかは、漠然としているところがあ

り、これから話し合わないといけない。やってみて分かる

こともある。中高生向きになった時にどういう視点でやる

のかが大事になってくる。 

⇒いろいろなしがらみがあるので、教え子ではなく、地

域でボランティアに参加している青少年のグループに

声掛けをするなどを考えている。教え子に限定しなくとも

地域の子どもには変わりないと考えている。 

 

（活動計画の見直し：変化の連鎖の図） 

＜八王子＞ 

【理想の地域】 

・フェアが広がっていくような地域。フェアの一つに、地

域活動に参加したいと思った人が参加しやすいフェア

な地域を何年後かに目指したい。 

・それに対して今は楽しさを都心に求めている。地域に

は寝に帰ってくるだけ。いずれ自分の地域がいきいき、

ワクワクとなってほしい。 

【実施計画】 

・フェアトレードの講座をすることで、参加者がフェアに

ついて考えたり、ライフスタイルを見直したり、仲間が増

えるのではないかと考えている。 

・考えることで、行動に移るのではないかと考えている。

実際にフェアなものを買ったり、買い物の選択肢が増え

ることで、ライフスタイルが変わるかもしれない。 

・仲間が増えたら、仲間と行動するかもしれない。そのよ

うな消費者が増えたら事業者も変わるし、今ある事業の

安定と、新しい事業も増えるかもしれない。消費者にと

っても選択肢が増える。安全安心な食べ物が増えてい

く。これにより地域経済が活性化されるかもしれない。 

・リソースマップ作り。地域にどんなフェアな場所がある

か。それを参加者が市民に伝えあうことで、リソースマッ

プが増え、ますますフェアなものにアクセスしやすくなる

かもしれない。 

・大切にしたいこと。共に作る、学びあう、どれも参加し

やすい、八王子ならではの地域を意識し、楽しくやりた

い。 

【質問等】 

・参加しやすくするために計画では何を重視しているか。

参加者を増やすためにはどうするか。 

⇒課題になっている。「フェアトレード講座をやっている」

と案内をしているので難しい。関係ないと思っているか

もしれない。自分に関係のあるということがわかる言葉遣

いで宣伝をしていきたい。 

・どんな人にもっと参加してほしいか。 

⇒八王子市民皆に参加してほしいが、関心のある層に

もまだ来てもらえていないので、そこに呼びかけ波及し
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ていけばよいと考えている。 

・地域のフェアなものとそうでないものの判断はどのよう

にしているか。 

⇒フェアなものがあいまいな状態。講座を進めるなかで

フェアなものを考えていきたい。どんな人でもどんな時

でも参加しやすいことも一つ。 

⇒やってみて、そこから発見して、課題設定をして、進

んでいきながらやっていることが聞いていて良いと思っ

た。気づきを大切なことに置き換えて、それをどのように

具体的な行動にどう移すかをやっている。一歩一歩進

めながら、自分達が地域とどう向き合うか、関わり方を探

していっているところが、これから楽しみ。  

（活動計画の見直し：変化の連鎖の図） 

 

（５）ふりかえりとクロージング 

ふりかえりをふりかえりシートに記入して終了した。
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学びあいフォーラム：フェーズ 3 パートナー団体による実践記録 

 

 

団体名：FKG 米沢 

実施日：11 月 23 日（祝） 

 

プログラム：米沢の魅力再発見！！スタディツアー 

10：00 米沢駅集合 自然栽培蕎麦・野菜「ちば吉」の千葉洋平さんを訪ねる 

愛媛県出身で米沢の南原の土を触って直感で移住を決意。自然栽培の農業を始めて２年目。モット

ーは「畑が作りたがっているものを育てる」。 

 

12：00「カフェレストラン With優」で昼食 

NPO法人 With優代表の白石祥和さんにお話を伺う 

米沢生まれの米沢育ちでフリースクール事業とその相談の場としてカフェ事業を２５歳の時に立ち上

げ、その後、就労へのトレーニングの場として居酒屋をオープン。 

 

14：00「Cafe Laboratory」所長完戸修平さんを訪ねる 

「資金ゼロでカフェをつくる男」米沢中心部でカフェを２店舗、雑貨・アクセサリーショップ「LABO PRUS」

を経営。講演やセミナーなども行っている。 

 

15：00 コワーキングスペース「スタジオ八百萬」にて代表の山田茂義さんにお話を伺う 

米沢の八百屋の息子さんで、その店舗をリノベーションして、始めたコワーキングスペース。同所でセ

ミナーやワークショップも主催。その後その場でプレスタディツアーのふりかえりを行う。 

 

16：30解散 

 

 

※11月 22日（火） 

オプションツアーで明治１７年創業、米織り・紅花染めの「新田」にて大人の染物体験などの社会科

見学を実施。 
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団体名：八王子市民のがっこう まなび・つなぐ広場 

実施日：11 月 20 日（日） 

 

プログラム：「八王子リソース探検 1 日ツアー」 

10:00 高尾駅集合＆出発 

 

10:45  特定非営利活動法人「結の会」（福祉事業所）の見学 

取り組みについてのお話を聞く。社会福祉団体「ゆいまーる」のお話と、お菓子販売も含む。 

 

12:30 FIO／ユギムラ牧場 

八王子で新規就農した若者たちが立ち上げた農業の会社「FIO」の取り組みを聞きながら、ランチ。 

ランチは、西八王子のネパールカレー屋「奈央屋」が FIO の有機野菜を使って作ったカレープレート。

その後、里山と農を地域で守り続けてきた「ユギムラ牧場」を見学。 

 

15:00 磯沼ミルクファーム（牧場＆市民発電所） 

牧場内で牛や豚、羊などを見学しながら牧場で取り組む地域づくりやアニマルウェルフェア、市民出

資のソーラーパネルによる発電プロジェクトのお話を聞く。 

 

16:30 八王子駅にて解散 
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団体名：特定非営利活動法人とよなか ESD ネットワーク 

実施日：12 月 11 日（日） 

 

プログラム：チャレンジ☆キッチン 

 
10:00〜14:00 開会・説明 

１）講師紹介・メニュー作りのヒント 

 

２）持って来た材料を持ち寄り、メニューを考える 

 

３）調理 

 

４）試食 

 

５）「おばあちゃんの知恵」紹介（食材の保存方法、おいしく食べるコツなど） 

 

６）ふりかえり 

 

14:30〜16:30 学び合いフォーラムメンバーによるふりかえり 
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学びあいフォーラム：フェーズ 4 全体記録 

 

日時：2017 年 02 月 18 日（土）11:00～20:40 

場所：JICA 東京 411 

 

（1）開会・導入 

（2）グループ作業 

（3）各団体によるプレゼンテーション  

（4）今後に向けて 

 

 

（１）開会・導入 

①趣旨説明及び、スケジュールの確認。 

 

②アイスブレイク 

学びあいビンゴ 

学びあい～に関しての ビンゴカード（お互いのことを知

る内容の質問を載せたシート）を用いて、参加者同士で

ビンゴを実施。 

 
（アイスブレイクの様子） 

 

③ルールづくり 

どのように話し合いを進めていったらよいのか、ルール

を決める。 

 

・失敗談を素直に言える雰囲気。 

⇒周囲が共感的だと言えるとき、自分も失敗したことを

共有できるとき。失敗のほうが学びになる。 

・きれいに、抽象的にまとめない。 

・浮かんだ疑問は素直に聞く。 

⇒発言の正確な意図を理解するために、意識して「どう

してですか」と聞いてほしい。あくまでもダメだしのため

ではなく、お互いにしっかり理解するため。 

・ルールというより今回の目的にしたいこと。心の変化や

取り組む姿勢など、心の変容が見えるような話し合いに

したい。 

⇒心の変容とは何か。 

⇒このような考えや発言をする人がどのように変わった

という事実が裏付けになるか。 

・最後まで目と心と耳で聴く。長く話しすぎない。 

・お互いにふりかえりを生むような質問をしたい。 

・自分の地域だけではわからないこともあるので、いろい

ろな地域の話を聞きたい。外からの視点をとりいれてふ

りかえりをしたい。 

⇒自分が単に知りたいことではなく、相手のふりかえりを

促すような質問をしてほしい。 

・みんなが絶対 1回は話せるようにする。否定せずに。 

 

④学びあいフォーラムの全体像の確認 

・持続可能な地域づくりを後押しする学びは、どのように

したらつくれるのか、そのポイントはどのようなことかを考

えるプロセスを共有するのが学びあいフォーラムである。

今年は 4 つの団体が参加しており、それぞれ状況は異

なる。参加者の地域へかかわる立場も違う。当然、ここ

に持ち寄るものも違う。しかし共通点もあるので、それを

確認していく場である。コーディネーターもそれぞれの

地域の取り組みから学ぶ。 

今日はふりかえりを可視化し、全体共有し、議論する。

コーディネーター（CDN）も本当は 1 つのグループとし

てふりかえりたかったが、事前に時間をとれなかった。

CDNは 4月にふりかえりを行い、後から共有することに

なる。 

来年度は状況が変わり、新しいグループが入るかもし

れないが、このような学びあいの場を続けていきたいと

思う。 

今回は、最終的に持続可能な地域づくりを後押しす

る学びには、どのようなポイントがあるのか、何が重要な

のか、という議論ができればよい。 

午前中は、各地域に分かれ、持ち寄っている団体の

ふりかえりを可視化するという作業を行う。どのような「学

びあい／気付き」や「変化」があったのかということを事

前に考えてきてもらっている。これらは関連し、学びあい

や変化が一体化している部分もあると思うが、関連がわ

かるように模造紙に配置し直してほしい。時系列が分か
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りやすい場合もあるだろうし、実践によっては、ブレイン

ストーミングのように、生まれた学びの関連を広げて書

いた方が分かりやすい場合もあるだろう。各団体と地域

内の他団体、アクターを追う方がよい場合もある。どのよ

うに書いても構わない。 

 

（２）グループ作業 

 
（グループ作業の様子） 

 

（３）各団体によるプレゼンテーション 

・15 分説明、20～25 分質問と意見交換。ふりかえりを

サポートする質問をする。（例：具体化する、事実か意見

か。） 

・その後の流れとしては、各団体が地域で行っているこ

とは持続可能な地域づくりのための学習のコーディネー

ションである。コーディネーションに必要だと思うことのリ

スト作りを行いたい。 

・各報告に関しては、聞いている方は、言いっぱなしで

無責任なコメントで構わないので、自分にとって外せな

いと思ったら、ハート形の付箋でコメントを書いて貼って

ほしい。 

 

＜とよなか ESD ネットワーク TEN＞（TEN） 

・団体をつくろうという、もやもやしたタイミングで「学びあ

いフォーラム」の話をもらった。これからの話のすり合わ

せをしないまま事業をすすめている段階だった。 

一回目の参加ではネットワークがある程度できていた

ので、他団体に褒められて帰った。アドバイスを元に、

大まかに作成した計画をフェーズ 2 で持って行ったが、

全く思いが伝わらなかった。団体のことも詳しく聞かれ、

うまく伝えられなかった。○○さんと△△さんの学びあい

フォーラムへの参加により、団体としてのビジョン・ミッシ

ョンが明確化されていないことに気付いた。 

今までは個人の思いの集合だったが、団体としてやり

たいことが見えてきた。組織としての運営の話もできるよ

うになった。ここで、もともとやろうとしていた「チャレンジ

クッキング」という料理教室を捉えなおした事業実施を

することができた。みんなで共有したビジョンは、もやっ

とした大きいものだったが、しっかりした事業ができたこ

とは、TEN のビジョンを改めて確認できるよい機会にな

った。 

最初は生きづらさを感じている若者を対象にしていた

が、ゆめ基金の助成をとったことで、子どもに限定してし

まった。また、本当に困っている子どもたちが来たわけ

ではなく、ちょっとターゲットとずれた。しかし、自分たち

はこうしたプログラムを提供する団体だと確認できたこと

で、ビジョンさえしっかり持っていればターゲットが異な

っていてもよいのだということが確認できた。 

来年度以降は学校の中に入ったり、地域とのつなが

りを重視してガダバや、とよなか大学院などでワークショ

ップを開催したりしていきたい。 

最初はESDの実践をしたい人が集まった。比較的限

られたメンバーの寄せ集めだった。やる気のある個人の

集まりで、うまく進んでいる印象だった。ただ、組織とし

てどのように考えているのかということは詰められていな

かった。フェーズ 2の時のショックで団体としての方向性

が確認できた。ただ、チャレンジクッキングは最初は目

的とつながっているのか理解できていなかった。しかし、

「生きる力」というキーワードで、子どもや若い世代のつ

ながりをつくるというところが、最終的には目的と合致し

た。 

助成金が一つ通ったので、子どもや若者支援の中間

支援組織としての役割も出てきた。そうした中で、民生

委員や消防団など地域の人とのつながりも増えてきた。

また、さらに様々な状況にいる若者とも結びつくことがで

きた。 

チャレンジクッキングがなかったら、さらに助成金を申

請することもなかった。助成金応募の段階で団体として

のビジョンなども書かないといけないので、見直すきっ

かけにもなった。学びあいフォーラムに来なければこの

ように見直すこともなかっただろう。 

 

＜TEN への質問など＞ 

・団体のビジョンの図はだれがつくったか。 

⇒みんなで書き合ったものを原形にした。でも、ビジョン

の紙を見ないで言うことはまだできない。 

・「学びあい」とは誰と誰か。また何と何か。 

⇒CDNの皆さん、またはフェーズ 2で指摘をしてくれた

人と TEN。○○さんと△△さんと、他メンバー。理事会

のメンバー内。いろいろなところで相互に学びあいがあ

った。 

・チャレンジクッキングの参加者から学んだことはある

か。 

⇒参加してくれた男の子が、関心がなさそうなそぶりをし

ながらも、本当はやる気があった。そういう子どもとの関

わり方、やる気の引き出し方などを、若い大学生のボラ

ンティアから学んだ。 

⇒子どもたちが料理を楽しみにしてくれたこと。本来、子

どもたちが持っている力を引き出すことの大切さを学ん

だ。 

・TEN と地域の関わりの具体例とは何か。 

⇒地域に常設の相談窓口を設けたことで、単発ではな

い駆け込み寺的な機能が出てきた。 

⇒本当に困っている人は自分からは来ないけど、困っ

ている人の周囲からそういう話を教えてもらいやすくなっ

た。 

・これまでは単発講座みたいな感じか。 

⇒そうだ。ただ、講座によってできていたつながりもある。

一方で一定の場も大事であり、両面あると思う。 

・アクターは誰か。 

⇒今までは NPO や行政とのつながりだった。新しく支
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援団体とのつながりができた。あるいは自治体や学校、

子ども食堂、そこをサポートするスクールワーカーなど、

支援の世話役の顔も見えるようになってきた。 

・ビジョン・ミッションを作ろうと言い出したきっかけは何か。

○○さんは初めから作りたかったのか。どういう経緯で

具体化したのか。 

⇒法人化したこともあって NPO としての運営をどうする

のかもやもやしていた。きちんと見直す必要性は自分の

中にあった。そんな中でフェーズ 2 ショック、伝わらない

ということが出てきたので、これはこの一年の総括もかね

て、みんなでじっくり話し合うよい時期だろうと考えた。既

存のふりかえりシートなども持ってきて、みんなでいろい

ろと書き合って、それを形としてまとめた。一ヶ月以上か

かった。最初から自分は危機感があったが、自分を含

めみんなで再認識できたのはフェーズ 2がきっかけだっ

た。 

・どうしたらみんながビジョンを言えるようになるか。 

⇒私たちは行動を起こせる人を育てるための団体という

ことが根本にある。事業を行うたびにふりかえりシートで

可視化していくことが必要だろう。 

⇒プロセスだけではなく結果も大事。そこを再度みんな

で共有しなければならない。 

・ビジョンにはトータル何時間かかったのか。 

⇒かかわった時間は人それぞれだが、まるまる2日＋個

別の理事へのヒアリング。トータルは 10 日間くらいかか

った。 

・だれがビジョンづくりに関わったか。地域の人へ聞いた

りはしたか。 

⇒理事といつも来てくれる会員が関わった。 

・ビジョンは新しいものができた、という感じか。もともと思

っていたものが可視化された、という感じか。 

⇒個々人の思いが TEN という場面に当てはまったとい

う感じ。 

⇒最初は言葉ではなく木の絵でおさまった。木を育てて

いくような有機的なつながりを表した。言葉ではなく木を

描くことで私たちの思いを知ってもらおうとも思ってい

る。 

・○○さんにとっての一番の学びはなにか。 

⇒時間をかけて対話していくことの大切さ。伝わらない

部分を明確化するということも大事だが、理事全員が同

じ方向を向いて積み重ねていった、というこの過程に関

わっていけたのが一番の学びだと思う。いろいろなオフ

ァーが来るようになり、ビジョンがあることで引き受ける、

あるいは断るということがやりやすくなってきた。 

・いろいろな事業のオファーが来るようになったとのこと

だが、求めるパートナーとはどんなものか。 

⇒思わぬところから求められることもあり、まとめるのは

難しいが、事業ごとには深いつながりのところもある。 

・シニアの就労支援とのつながりも最近出てきた。子ども

や若者だけではない広がりも出てきている。地域とのつ

ながりを重視する学校からの相談も来るようになった。

多様な団体とのネットワークが今後も広がっていくだろう

から、とよなかというフィールドの中でつながり方を固定

してはいない。 

 

 

＜大牟田市社会福祉協議会＞（大牟田） 

・チームで取り組んできた。学びあいで学んだことをチ

ームに持ち帰っていろいろな話しをしながらやってきた。

11 人のチーム。地域福祉を推進する部署と、実際に相

談を受ける部署、子育て支援をする部署、共同募金を

する部署からなる。 

最初はいったい何をして、考えていけばよいのか、と

いうところからのスタートだった。カラーでの会議を 18回

重ね、○○さんとは 20 数回打ち合わせをして、何を求

められているのかの話をした。地域の課題や、大切な視

点を入れながら、よい取り組みをつくるために話を重ね

た。 

学習会のメンバーには色々な意見があり、思うように

いかないこともあった。試行錯誤を重ねる中で、何をや

るのかというより、プロセスが大事ということ、大きな目標

に向けて手段を考えると、また次の手段が出てくるという

ことに気付き、肩ひじを張らずに、自分たちのスキルアッ

プとして考えていければよいのではないかという気付き

になった。 

スキルを上げるために、メンバーにアイスブレイクを担

当してもらい、それを選んだ目的を話す時間を設けた。

その中で、「ほめてもらうと、会議を進めやすい」など、そ

の人なりの意図を考えて進行をしてもらうようにした。そ

の時間は楽しいものになり、その雰囲気が事業を考える

会議の進め方につながっていき、気軽に話ができるよう

になった。相手が考えていたことも知ることができた。 

話し合いを重ねるうちに、チームでやってきてどうだっ

たのかをふりかえった時に、話しやすかったという意見

が出た。みんなでやっていくことの大切さに気付いてい

た。チーム内の意識に変化があった。それぞれの担当

者で悩んでいたこと、例えば共同募金の減少について

は、別の部署のメンバーがその利用者さんに共同募金

の説明をすることで、協力してもらえた。若手の新人が、

目的まで伝えて仕事を頼んでほしい、という意図に納得

し、自分たちも目的を相手に伝えるように、意識が変わ

っていった。自分なりの視点で発言してもらうことで刺激

を受けた。 

市民サポーターが活躍する 3事業でのサポーター養

成講座では、ボランティアの気持ちを大事にしたいとい

うのが 3 つの事業の共通点だったので、それを軸に講

座を行うことになった。チーム内で人間関係作りができ

たところから始めることができた。 

今まで、各事業で行っていた養成講座を 3 事業一緒

にすることで、役割分担ができて、負担感が 3分の 1に

なった。講座を行ったことで、ボランティアをやってもよ

いと思う人、社協が色々やっていることを知った人など、

一つの講座で 3 倍のボランティアを養成することにつな

がった。 

このように、困っていることに対して、一緒に考える発

想につながった。仲間意識を再確認した。何よりも個々

人が目的を考えられたことが変化である。今まではそれ

ぞれの事業についてのみ考えていたが、みんなで社協

としてどうしたらよいかというところにつながっていった。 

みんなで意見を言い合える場の大切さ、話しやすい

空間づくりの大切さ等を重視していくことが、各事業で

の地域の人との場を作っていく際に、それぞれが目指
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す地域づくりにつながっていく。まずは、○○さんと△△

さんがお互いに学びあい、それをチームで学びあう、そ

してチームがそれぞれで地域に働きかけることで学びあ

いが広がり、目指す地域につながるのではないかと考え

ている。 

コーディネーターより補足説明： 

・コミュから人材育成として、管理職として社協に入って

いる。○○さんは地域において、セミナー、研修会など

を実施している。今年は企画を一から作った。貧困をテ

ーマに、チームで貧困についてまずよく話し合った。貧

困から、豊かさを考えるようになり、今まで話し合えなか

ったことができるようになり、企画の作り方が変わった。

担当内での合意形成があって、管理職に挙がってくるこ

とになった。豊かさについて、工夫をするようになった。 

これまでは地域に普及するということを目的にやって

きており、速さは重要とされてきたが、働きかけや一つ

ずつのやり取りによって、それぞれが自主的に考え働き

かけることにつながっていった。 

 

＜大牟田への質問など＞ 

・11人はどのようにして選ばれたのか。 

⇒地域福祉を推進する部署は全員参加。その中に、共

同募金、地域づくり、ボランティアセンターがある。その

他、福祉サービスのケアマネージャーなど名指しされた。

最初は、何があるかわからないけど入ることになった。最

後になって皆で話したから、このようなことができたのか

もしれないと思った。 

・担当者が意識しなくても働きかけが変わったということ

か。 

⇒学習会を重ねると、相手が何をやっているのかが見

えてくる。何かをしたいとなったときに、誰に働きかけた

らよいかという情報の共有や、お互いの視野が広がり、

気軽にお願いできる関係になった。 

・副次的に効果があったということを感じたということか。 

⇒アイスブレイクをお願いしたときは、事前に打ち合わ

せしてもらった。盛り上がるし、何を考えてそれを実施し

たのか、より分かるようになった。 

・司会などはいたのか。 

⇒結構いろいろな話が出るので大変だった。輪番制に

はならなかった。宿題のことなどもあったので。 

・○○さん、△△さんの二人で学習会の準備をしたの

か。 

⇒はい。それがなかったら、できなかった。お互いの人

間性もわからず、何に忙しいのかもわからず、学びあい

で何に導いていけばよいかわからなかった。 

・変化を予測していたか。 

⇒予測していなかった。やっている意図や目的を考え

ていればおのずと変わってくるのではないかと思った。

いろいろな思いを持って NPO は活動しているが、自分

たちは仕事としての色合いが強いので、見える化するこ

とで担当が代わっても大丈夫なのではないかと思った。 

・学びあいでやったことをすぐに実践していたが、なぜ

か。 

⇒おもしろかった、楽しかったから。 

・やってみてどうだったか。 

⇒結果が出ないようなときもあった。 

・次につながっていたか。 

⇒具体的ではないが、物事を決めるときに、分析の方

法が頭に残っていれば生かせるのではないか。 

・組織での話し合いは、ルールなしに淡々と進むが、カ

ラーではルールは決めたのか。 

⇒決めた。自分たちの中で学びあえるルールを決めた。

皆発言する、人の意見を聞く、結論を先に言うなど。 

・その場の雰囲気を変えるものになったか。 

⇒地域の人との会議の中では、雰囲気が悪くなる発言

をする人もいる。その中で、ルールを取り決められるよう

になれば変わってくるのではないかと考えている。 

・チームだと大変なことはないか。 

⇒チームづくりをして一緒にやっていけるようになれば

よいのではないか。横の連携を意識してとっていくとやり

やすい。 

・横のミーティングがとても増えた。担当が決めていたも

のを、まず話し合いがされるようになった。 

⇒周りの人もそれに慣れてきた、当たり前になってきた。 

 
（プレゼンテーションの様子） 

 

＜八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」＞

（八王子） 

・フェアトレードをテーマにした講座を、前期 5 回、後期

5 回実施。並行して学びあいに参加。当初はフェアトレ

ードについて私たち自身もよくわかっていなかった。調

べてもよくわからないこともあった。認知度が低く、複雑

だというところから始まった。 

・フェアトレードというキーワードが分かりすいと思ったら、

意外にそうでもなかったことに気付いた。 

・地域の視点での質問が多く、フェアの広がりができた。

具体的には地産地消、友産友消、ウェルフェアトレード

など。地域のフェアトレードを発信していこうということに

変わっていった。 

講座では、フェアトレードタウンである逗子市にツアー

に行った。これまでの市民の取り組みを直接聴き、逗子

コーヒー、ショップなどを具体的に見たことが大きかった。

八王子の将来像を具体的にイメージすることができた。

「世界と地域と」つながる私たちの暮らし、という地域にも

フォーカスする講座に変わっていった。 

フェーズ 3では、リソース探検ツアーを実施。様々なリ

ソースをめぐることで、直接話を聞き、地域のフェアを発

信したいという思いがますます強くなった。 

変化の 1 つとしては、移動型セレクトショップ「くらし・

つなぐストア」をスタートした。八王子にフェアトレードショ
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ップがないようなので、実際に商品を手に取ってもらう場、

生産者について知ってもらう場としてオープンした。現

在は、イベント出店なども行っている。 

・フェーズ 3では、他の地域から人が来るかもしれないと

いうことがプレッシャーになったが、背中を押してもらうこ

とにもなり、下見から含めて実際に自分たちも行くことで

学びが深まり、八王子のよいところの再発見にもつなが

った。 

・フェーズ 2 の時に、なぜフェアトレードなのか、フェアと

は何か、という質問を受けた。なぜ自分たちがこの地域

でこの講座をやる意味があるのかということはフェーズ 2

の後に考えた。講座の中で、世界と地域がつながるとい

う位置付けで、参加者と一緒に、自分たちの地域のフェ

アにつながる場所、もの、人は何かということを出し合っ

た。八王子は自然が豊かで農業も残り、福祉事業もさか

ん、面白そうな取り組みもあることを確認した。フェーズ3

で地域の福祉の現場や牧場を訪ねたりすることで、やり

たいことが一層増え、地域のリソースマップを作ったり、

ストアをつくることに発展していった。参加者の人数は多

くないが、参加者の中に、講座での学びを活用して、小

学校の授業で実践し、それを共有してくれたといった広

がりはある。 

・参加度を上げるにはどうすればよいか、学生に参加し

てもらうにはどうしたらよいか、といったところを考えなが

ら来年にもつなげていきたい。 

・3 人の学びあいが多かった。漠然と始めたところが多

かったが、ふりかえってみると、多くのことができていて

びっくりした。課題はまだあるが。 

・「バナナの逆襲」の上映会で、バナナを食べてもらった

り、フェアトレードチョコづくりなど実施したりする中で、

出会う人もいる。地域通貨を使った「てんぐ市」でフェア

トレードのファッションショーを実施する予定である。やり

たい人と一緒に作り上げ言っている。 

 

＜八王子への質問など＞ 

・参加者、若い大学生の参加の先に、何を見据えてい

るか。 

⇒講座と共に、まちづくりを見据えている。まちづくりに

は様々な世代の参加がよいと思っている。 

・そういった参加によってなされるまちづくりは、今とどの

ような違いがあると思うか。 

⇒参加することで、一緒に作っている実感があり、若い

世代から働く世代まで、それぞれができることがあり、一

緒にできたら楽しく、わくわくしながらお互いに参加して

もらえる。 

・ふりかえりのやり方が徐々に変わっていったということ

はあるか。 

⇒いつもは、ワークショップ後に小さいふりかえりはして

いるが、全体でどのようにやっていきたいかといったとこ

ろは参加者とは共有できていない。 

・3 人の学びあいが大きかったと言っていたが、講座の

中でのふりかえりの方法が変化したのか。何かふりかえ

りの中から、学んだことはあったのか。 

⇒リソース探検の後は、参加者どうしでのふりかえりがで

きなかったので、参加者に呼び掛けて打ち上げ的にふ

りかえりを実施した。それぞれの関心を受けて、可能性

を感じた。フェアトレードだと遠いと感じている人が多か

ったが、その意味を自分たちなりに読み替えて、地域を

作るということにつなげて、足もとで考えるようになった。 

・地産地消と言ったキーワードを通じて、新たにできた

地域のつながり、パートナーなどはあるか。 

⇒その後もつながりはあるが、一緒に何かやっていくと

いうところまでではない。 

⇒勝手なアイデアではあるが、来年一緒にまちチョコに

取り組み、パッケージを福祉事業所に作ってもらうような

ことは考えている。つながり自体はできたので、今後相

談していくことはできる。 

⇒オーナー制度で、一頭の羊を飼い、食べるところまで

のプロセスを皆で見ることも考えている。 

・フェアトレードはテーマとしてはよかったか。続けていこ

うと思っているか。 

⇒フェアトレードへの強い思いは引き続きあるが、自分

たちだけでやるのではなく、地域の人たちと一緒に作り

たいという気持ちがある。想いがあって始めたが、フェア

の意味や、地域でのフェアといったことに気付いたこと

で、次への展開はまだ途中という感じはある。 

・講座の参加者がその後、小学校でフェアトレードの実

践を行ったというフィードバックがあったようだが、具体

的に知りたい。 

⇒6 年生の道徳で授業を実施したという。詳細は分から

ないが、生徒からは、授業を通じてフェアトレードに自分

も関わりたいといった感想が出た、と共有してもらった。 

⇒地域探検を小学校の先生と一緒に行くなど、様々な

可能性があるのではないかと思った。 

・3 人が楽しくやっていることが伝わり、それが原点だと

思った。3 人は話しやすい人数。学生など増やすとなる

と、共有するのも大変になるかもしれない。意識の差が

あったり、方向性が違ったりということも考えられる。他の

メンバーが企画側に入ることも想定しているのか。 

⇒是非そうしたい気持ちはあるが、大変になることも分

かっている。緩やかに担い手になるのが理想的だと思っ

ている。いきなり中心メンバーというよりは、まずは講座

には来てもらいたいと思っている。一緒にやりたいという

気持ちはある。 

⇒講座に来ている方で、側面から見守ってくれる、支え

てくれる人が増えており、地域で何かをしたいと思って

いる人もいる。そういった周りで見てくれている人、何か

あったら一緒にやってくれる方々を意識しながら、もう一

段広げるということを考え、新しい人にも加わってほしい

と思っている。 

⇒ファッション・ショーでは自分たちはプロデューサー。

モデルは募集している。いろいろな人が関わってほしい。

ファッションという華やかさで、いろいろな年代の人に参

加してもらえると考えている。 

・なぜ、ファッション・ショーなのか。きっかけはあるか。 

⇒逗子に見学に行った際に、レンタルセットを借りられる

ことがずっと頭に残っていた。いろいろな人に来てもらえ

ると思った。 

⇒全研の自主ラウンドで意見を募った際、イベントもの、

楽しいものがよいのではないかと考えた。 

⇒逗子では市長がモデルとして参加している。 

⇒逗子の話を聞けたことはとてもよかった。図書館での
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フェアトレードの展示を見て、目に見える形になってい

ること、どのように取り組んだのか、ということが刺激にな

り、参考になった。 

・地域の人と一緒に作るために、講座以外でどのように

学びあいをつくっていこうとしているのか。実感を持って

もらうための工夫はどのようにしたらよいか。 

⇒ものを通して、人を通して、場所を通して、一緒に経

験ができると、自分たちもそうだが、刺激を受ける。参加

している人たちと共有できる。 

・場を提供していきながら、意識的に仕掛けていく必要

があるかもしれないと漠然と思っている。 

⇒リソースマップは、呼びかけて一緒にやっていく過程

が大事だと思っている。 

・いろいろな方に出会う中で、3 人が考えたり、学んだり、

働きかけることで、自分たちの周囲での変化などはある

か。参加者、訪問先など、自分たちの外側での変化は

あるか。 

⇒職場で使えるような講座を、今回の講座を受けて実

施したいということは聞いた。自分たちの講座で手一杯

なところがあり、そのようなところまで見えていないことが

ある。 

・学びつなぐという言葉をつかっていることから、潜在的

に学びのつなぎが意識されており、学びがつながって

いく姿が見える。ただ、将来といったときに、学びをつな

ぐ場として動いていくのか、あるいは学びから行動し、具

体的に何かを生み出していくのか。自分たちでフェアト

レードを行うという場合は、具体的な行動となる。行動を

つなぐよりは、軸としてなのか、または講座型の学びを

つないでいくのと、二本立てで行くのか。 

⇒そこまでは考えていなかったが、「まなび・つなぐ広場」

という名前をつけるときに、どのような場にしたいかという

ブレストした。今は、企画持ちより型で、学びの場から人

の関係をつなぐといった緩い運営の中でやっている。キ

ャッチフレーズは「知る―つながる―学ぶ―動き出す」

なので行動を生み出せればよいとは思っているが、とよ

なかのように、自分たちの位置を確認するようなことは特

にしていなかった。とよなかから学んだ。 

 
（プレゼンテーションの様子） 

 

＜FKG 米沢＞ 

・昨年2月に学びあいフォーラムへの参加はどうかという

誘いをもらった。地方の学校教員は刺激がないので

DEARからワークショップをしてもらい、勉強しようと思っ

て参加した。案内文が来て「あれ違うぞ」と思い、どうしよ

うかと思った。FKGは年一回集まれるかどうかくらいで、

活動は停滞していた。教員は 30代 40代で学校の中で

役割を与えられる立場になっており忙しい。高校教員も

小学校教員も忙しい。とにかく学校の仕事と FKG の仕

事を両立が難しいという認識が全員の中にあった。

FKG への思いは 1 円玉くらいだったが手を挙げたから

には参加することを決意。FKGは教材の実践や交流の

場として使っていた。将来的には「子どもたちの変化→

地域の変化」を目指していたが、学びあいに FKG が参

加するにあたって、目標を再度スカイプ会議で確認し

た。 

・フェーズ 1で、自分たちも地域の良さを知らなければ、

子どもたちには教えられないという話が出た。そこで知

る機会を作るためのスタディツアーという話が出た。当

初、私たちが思っていた米沢の魅力は、そこにいるから

こそ分からない「歴史的」「文化的」「産業的」「観光的」

なものに寄っていた。でもこれでは FKG らしさがないの

では、という話になった。そこから FKG らしさとは何かを

話し合うことになった。 

しかし、5月のカフェ会議で「国際理解教育がやりたく

て FKG入ったのに何か違うのではないか。なぜ地域の

ことをやるのか」というメンバーが出てきた。また、2 人し

か米沢に住んでいるメンバーがいない。地域に対する

想いや愛着に違いがある。イベントをやりたいメンバーも

やりたくないメンバーもおり、多様なメンバーがいること

が分かった。 

そこで、7月の会議で FKG とは何か、目指すところ、

などを再度話し合った。最初は皆忙しく、FKG のプライ

オリティが低かった。しかし話し合っているうちに自分た

ちには実践の場（教室）や保護者を通した地域とのつな

がりもある、という FKG の魅力に気付いた。さらに学校

の仕事と分けるのではなく、仕事の中で FKG の強みを

生かし地域に変化を与えられる活動ができることにも気

付けた。 

ツアーは 11 月に決定。中高生にツアーをする前に、

自分たちが米沢の魅力を知らなければいけない。しかし、

それは果たして歴史文化産業という観光地的なものな

のか、という疑問が浮かぶ。米沢で活躍し、米沢の魅力

を発信している人のほうが知っているのではないか。と

いうことで、観光から人に焦点が移った。 

地域に与えたい変化の 1 つに若者流出という課題が

あった。魅力がない、職がないということが若者流出の

原因とされているが、自分たちで仕事を生み出したり、

働き方を作り出している人に出会えば変わるかもしれな

いと考えた。そこで面白い人にインタビューすることにな

った。 

青少年支援の○○さん。無農薬のそばをつくってい

る△△さん。『資金ゼロでカフェをつくる』を出版し、県内

にいくつもカフェを展開、陸前高田のカフェ作りの協力

をしている□□さん。この三人に米沢で仕事をする面白

さ、目的を知るツアーを開催した。DEAR の人や、フォ

ーラム参加者、大学生、ALTなども参加した。地元の私

たちだけではない、外から見た米沢の魅力を聞いたり、

働くこと生み出すことの価値を大学生から聞いたりして、

新しい学びを共有することができた。 

当初、FKG メンバーは新しい取り組みについては、
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尻込みしていた。だがもともと教員なので本能的に目的

に向かって動いていけるメンバーが多く、楽しく学びあ

いをすることができた。スタディツアーで、私たちはやは

り組織として機能しながらお互いに新しいことを学んで

いきたいということを再確認した。自分の持っている情報

を出し合うこともなかったので、新しい試みだった。リソ

ースを学校に呼んで子どもに会わせようという展開に広

がった。また無農薬の△△さんと話していた時、直接し

くても FKGのような団体を通せば学校の子どもとも関わ

れる、ということも話した。 

FKG は今まで 4 人くらいの人が主となって引っ張っ

ていたが、今回は役割分担をした。誰がどの役になって

もうまく動くことができ、いろいろな人が主体的に会を進

めていく形の方がよいということに気付いた。人との出会

いは 1＋1=2ではなく 10にも 20にもなる。 

田舎だからこその適度なコミュニティの大きさで、新し

い仕事を生み出している人が見やすいし、その周りとも

つながりやすい。この強みを学校という現場で生かした

い。 

来年はどうするかという話をしたとき、自分たちのねら

いはやはり「研修」にある。それぞれ家庭や仕事が忙し

いという背景もあるので、できることを主体的に・細く・長

く活動をしていこうという結果になった。毎年大量に人を

呼んでツアーをするのは難しいが、友達を呼ぶなどして、

周りに還元していくような学習会は細々とでも続けてい

ける。その積み重ねによって学校での授業にも深みが

増すし、次の FKGの活動にも活かせるだろう。 

・最終的には目の前にいる子どもたちにプラスにならな

ければ、参加者のモチベーションにならない。今までは

話し合いが子どもにつながらなかった。今回はメンバー

の中で授業に呼ぶなどして実践の場に還元できている。

地元と FKG を分けるのではなく、参加することで地元も

よくなっていくという実感があることが大切。そのために

も主体的な参加が必要だと考えている。 

 

＜FKG 米沢への質問など＞ 

・疑問を呈した先生は国際理解をどのようにとらえてい

たのか。 

⇒その時は、帰った後に言われた。若くて実践経験が

なく、国際理解や開発教育を漠然と捉えている先生な

どの意見であった。JICA デスクからもあった。自分の今

までの活動などとのつながりが見えないと感じたと言う。 

⇒国際理解は足元から世界を見ることだという説明では、

あまり納得していない感じだった。しかし、実際やってみ

て自分が今までやってきたこととのつながりが見えてき

たようだ。 

⇒国際理解の捉え方は学校だと多文化理解が 95%くら

い。ただ、外国のことを知るだけではなく、世界を通して

地元や自分の生き方を捉えるということに落とさなけれ

ばいけない。実際に参加して、子どもの変化を見ること

で、変わるということがわかってくるだろう。 

・自分たちの研修の先にはどんなもの、どんな目標があ

るのか。 

⇒よい授業がしたい。たくさん情報を知りたいし、目の前

の子どもたちに必要なものを届けたいと教員は全員思

っている。学校によって子どもたちの状況も違う中でも。 

・よい授業とはなにか。 

⇒よいリソースがある地域と学校をうまくつなぐことので

きる授業、そういうコーディネートをできること。 

・今までは意識していたか。 

⇒今まではそれぞれだった。総合学習は名ばかりで全

然やらせてもらえない先生もいた。でも、今回で先生た

ちの地域へのイメージは変わったかもしれない。 

⇒自分の学校では国際理解教育はなかなかうまくでき

なかった。FKG に参加することでヒントは得られていた

ができてはいなかった。自分が目指すものがはっきりし

ていなかった。今回ツアーをやったことで、地域の良さ

や人に会うことの良さを自分で実際に体験したことで、

教員自身が体験を含めたものを知らなければと思った。

外国だけではなく地域、ということはよく意識するように

なった。活かすことでも子どもにもよい影響がある。 

・具体的にやりたいことは何か。 

⇒自然災害とか有機栽培とか。教科書で読んだだけで

は面白くないけど、○○さんと実際に話したら世界が変

わるかもしれない。感化のされ方も違うし、子どもの反応

も変わるかもしれない。 

・実際に呼んだというのは具体的にはどのようなことか。 

⇒○○先生は△△さんを呼んだ。自分も来週呼んで

WSをしてもらう予定。 

⇒あの根っこの話がよかった。早速授業で使っている。 

⇒地域学習は国際理解学習だと再認識した。教員なの

で、FKG をうまく生かすということを考えたい。また停滞

したらもったいないので、せっかくの機会を逃さないよう

にやっていきたい。 

・運営、やり方について変えたことはあるのか。 

⇒まだしっかり集まっては話せていない。 

⇒来年度から定期化しようかなと思っている。年 3～4回

は集まりたい。 

・新しいメンバーなどは入る予定か。 

⇒教師海外研修経験者に声をかけているが参加者は

なかなか来ない。こちらからもっと声をかけたい。 

・今回の経験はアピールに使えそうか。 

⇒今回のことをそのままやるわけではないので実践事

例を知ってもらいたい。イベントをやる団体でもないし。

子どもに還元できるものを得られる場であるということを

しっかりアピールしたい。 

・サークル的要素はないのか。遊びの要素があればより

集まりやすいのではないか。ストイックすぎないか。 

⇒クリスマスのプレゼント交換などもあった。飲み会だけ

では集まらない。 

⇒正直に言い合えるし、距離感も遠くない。「集まろう」、

「教材貸して」、なんていうときはすぐに反応が来るので、

このメンバーだからこそできることはある。 

・それは信頼関係がしっかりしているということか。 

⇒今回のツアーでもお互いの信頼関係がしっかりして

いることを再確認できた。 

 

（４）今後に向けて 

同じようなことを 2017 年度の学びあいフォーラムでも

やろうと考えている。CDN チームの学びあいと変化もま

とめる。各事例として 4 つの団体のものが出ているが、

開発教育や ESD などの視点からどのような位置づけが
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できるのか、解釈を CDN チームで行っていく。大変な

プロセスかもしれないが、やってみたい方はぜひ一緒に

参加してほしい。2018 年度は皆さんのような、いろんな

立場での学習の CDN 向けのもう少し一般化したような

ハンドブックとして再現し、成果物としてまとめようと思っ

ている。そのあとの計画は明確ではないが、今後具体

化していこうと思う。 

まとめていく前に、今のふりかえりをふりかえっていく。

ふりかえりの目的は色々あるが、次回もっとよくしていく、

ということが目的の一つとしてある。 

 

①3人組のバズセッション 

今までの発表を聞いて、最も印象的だった部分や心に

残ったことなどを 3人組になって話し合った。 

 

②全体共有 

私たちの「持続可能な（よりよい）地域づくり」を後押しす

る学習活動をコーディネートするときに大切にしたい（不

可欠な）ことについて、各グループで考え、全体共有し

た。 

 

＜FKG 米沢＞ 

・与えてもらうのではなく、自分たちで生みだしていく意

識が大切。雇用がないから若者が出ていくのではなく、

その前に働くことに対する考え方が必要である。与えて

もらうのではなく、持続可能であるためには、自分たちで

生み出していく視点が大事だということに気付いた。既

存の枠組みを一度壊して作り直す。結果として同じにな

ったとしても、そのプロセスが大事。とよなかの話を聞い

て、ビジョンとゴールの枠の作り直しを大事にしたい。 

会の新しいメンバーを入れていかないと、持続可能に

ならない。ただオープンにするのではなく、何を求めて

入りたいのか、フォローしないと続かないので、オープン

とフォローが大切。 

地域の良さを見直し、否定的に見ない。自分の地域

は何もない田舎だから、と思いがちだがそうではない良

さを再発見し、肯定的に見ていく作業を必ず入れること

で、持続可能な地域づくりにつながる。 

ふりかえりや活動のプロセスにおいて変化を意識し、

その視点を持って学習活動をコーディネートしていくこ

とが大事だという話になった。 

 

＜FKG 米沢への質問＞ 

・チョコレートの話を聞きたい。 

⇒会議に使った八百万はコワーキングスペース。そこで

フェアトレードのチョコレートを作ってみる、フェアトレー

ドショップ的なことを少しずつ、地味でもよいのでやって

いくのもよいという話になった。 

⇒学校でもできるとよいという話になった。まずは自分た

ちがやってみて、次は学校でという話になった。やり方

が分からないので、学びあいでつながった八王子に出

張に行くという案も出た。 

 

＜大牟田＞ 

・一年間通して、皆が集まる場で皆が話せる雰囲気が

大切だと感じている。人との関係づくりでは、笑顔、雰囲

気づくりを大切にする。話をよく聞く、わかりやすく伝える。

相手の気持ちを考え、多様な意見を大切にするなど、

話し合いの中からから出された。仕事の優先順位を大

切にする、向上心を持つことを大切にする、常になぜを

考えることを大切にする、緻密な計画を立てることを大

切にする、丁寧で分かりやすいことを大切にする、報連

相を大切にするなど。時間を大切にする、チームを大切

にする、チーム内の信頼関係を大切にする、共有し、分

かろうとする、学ぶ意欲を持ち続けることを大切にする。

健康に関して、良く食べ、良く寝て、心身ともに健康で

いることなど。チーム内で意見が出されたものを書き出

し、カテゴリーに分けた。 

 

＜大牟田への質問など＞ 

・カラーのメンバーで作ったのか。どれくらいかかった

か。 

⇒1～2時間で。学習会の中の一回で作成した。 

・気付いたことは何か。 

⇒11 人メンバーがいると、いろんな意見があるが、共通

していることはあるのでそれをうまくまとめることでリスト化

につながると思った。 

・大切にしていることの言葉のトーンが統一されているが、

整えたのか。 

⇒こういうやり方もある、ということを次長からきいたという

こともある。 

・これを作ったことでその後の会合はどうだったか。 

⇒内容を意識するようになった。まとめる方法や、まず

何を考えたらよいかわからないときに、アドバイスをもら

ったりすることでよりわかりやすくなり、言語化することが

できた。無理してすることではなく、日常的にやっている

事ではあるが、常に改める必要がある。 

・共有できている事がよい。 

⇒作成する際にステップを踏んだ。まず普段仕事で一

番大切にしていることを出して、学びあいフォーラムの

計画をつくるプロセスで自分たちが気付いた大切にす

ることを出した。すると、チームのところがいっぱい出て

きた。 

⇒そういった土台があったことが、今日の報告にも感じ

られた。 

 
（全体共有の様子） 

＜八王子＞ 

・キーワード的に出したあと、チェックリストのような形で

確認した。参加者の立場に立って、企画・運営ができた

か、運営者間でビジョンの共有ができていていたか。運

営者自身が地域から学んでいるか。運営者自身がわく
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わく取り組めているか。講座に関わる人や場所にとって、

つながりや学びといったメリットがあったか。参加の仕方

は自由であることを伝えられたか。ゆるやかなフラットな

雰囲気づくりができたか。参加型や、ワークショップなど

いろんな方法を取り入れられたか。今は順不同になって

いるが、これらを整理するともっとよいふりかえりツール

ができるのではないかと考えている。 

・地域の講座・企画が、参加した人が身近に始められる、

変化を起こせる要素が入っているか、企画のリソースの

方にとってよいことがあるのか、また、参加者も自分たち

も価値を再発見しているか。 

・講座の材料としてリソースを使うのではなく、心から応

援したい人と一緒にやっていきたい。 

・自分たちも住み続け、一緒に持続可能な地域を作っ

ていく視線に立ったときに、講座だと単に紹介するだけ

で終わりがちなので、その人・参加者にとっても継続で

き、つながりができるようなことを目指し、そういった視点

を忘れないようにしたい。 

 

＜八王子への質問など＞ 

・既存の価値の再発見とは具体的にどんなことか。 

⇒八王子は福祉の作業所が多いが、実は知られていな

い。よいものが眠っているのではないか。例えば、福祉

作業所で作られているもの、お菓子、アートなど。自分

たちが使える、つながれるものがたくさんあるが、知らな

い人が多いので知らせたい。 

 

＜TEN＞ 

・活動が多面的なので、各場面で具体的に大切にして

いる事を挙げて、その中から共通するものを挙げた。 

共通点の一つとしては、未来を考えているか。一回限

りの講座でできることは限られているが、例えば学校で

あれば先生ともコミュニケーションをとり、その後の学び

につなげる。ミッションである「行動を起こせる人」を育て

るためには、一回の講座では無理なので、継続的な仕

組みを考える。 

心の豊かさ、楽しさ。深刻な課題を覆いつくす楽しさ

なのではなく、楽しいことが多ければ不幸がなくなるとい

う考えのもと、積極的にかかわる姿勢という意味におい

ても、やっていて自分たちが楽しく、参加者も楽しい事

を大事にしたい。人と人とのつながりをより深くしていくこ

とにつなげていきたい。 

受け入れる、開く。協力者たちを限定せずに、できる

だけ開いていく。事業でもできるだけ開いておき、自分

たちのノウハウも広げる。ガダバに関わる人を広げてい

く。やっている人と同時に成果をみんなで共有しながら、

開いたハッピーな形でやっていきたい。 

共通の言葉として、ESD という言葉でしっくりくるので、

一つの指標にはなっている。 

・安心できる場が大事。言いにくいことが言える場、どん

なことをやっても許される場の雰囲気づくり。認めあえる

環境を整えてあげることも大事だと考えている。 

 

＜TEN への質問など＞ 

・面白い、楽しいの感じ方には個人差がある。どのような

意味においての面白さだと思うのか、話す時間があって

もよいのではないか。そうすることで目標の確認にもなる

のではないか。 

⇒フェーズ2で「おもろい」ことをやりたい、ということが伝

わらなかった。なぜ通じないのかという話になった。面白

いでも、興味深いでもない。やっている人も、参加して

いる人も共通に、そういう気持ちになれる状態を意味し

ている。 

・わくわくと似ているのではないのか。おもろいという意

味が分からないのではなく、それが何を意味しているの

か分からなかったので、説明してもらいたい意図だっ

た。 

・誰にとって面白いのか。学びを得ることが面白いのか、

人と出会うことが面白いのか。面白い中身を具体化する

ことが大事なのではということを DEAR の中でも議論し

たことがあることを思い出した。 

・心の豊かさを増やすという言い方をしていたが、どうい

うことか。 

⇒おもろいことをすると、結果的には心が豊かだと感じ

るし、楽しいも深い意味で良かったという気持ちになる。

それらは人のつながりの豊かさの中に成り立っている。 

・突き詰めていくと、それぞれのおもろいは違うということ

にはならないのか。 

⇒突き詰めて、それぞれが違うということを見出すので

はなく、これもあれもおもろい企画、というのを出してそ

れが重なるような感じ。 

・おもろいことの効用は何か。 

⇒わくわくすること。 

⇒新しいものが生まれていく動きが大切なのではないか。

東京では共有できなく、地域だから通じることは多かれ

少なかれ必ずある。それがよさであり、美しさであり、そ

れぞれの文化に根差したものである。その良さを具体的

な言葉で、どうにかして伝えらえるとよいのではないか。 

・ESD が指標になっているという話だったが、どんな点

がそうなのか。 

⇒ESD の中の要素として、例えば多様性を認め合う、

未来を考えるといった内容が、ESD にエッセンスとして

入っている。元々TENは ESD を実行していきたいとい

うところから始まっている。ふりかえると原点と照らし合わ

せることができるため。 

・ESDは共有しにくい概念だが、先ほどのような「未来を

考えているか」、といったような言葉の方が新しい人とも

共有しやすいのではないか。 

・ESD は膨大な概念で、下手をすれば何でもよいという

ことになる。共通認識のある場であればすごくよい。この

ようなものであるという解釈を共有している集団であれば

そのような使い方でもよいのではないか。 

・FKG のツアーで選んだ人が面白く、はずれがなかっ

たという話になった時に、選んだ人たちの感覚が同じだ

ったからだ、という結論になった。面白いという概念が違

ったら、人によっては面白くないと思ったかもしれない。

感覚的な話しだが。次も同じようにうまくいくわけではな

いので、今回面白いと思った理由を探る必要はある。 
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（全体共有の様子） 

 
 
 
 

④最後に 

・今回参加していない他のメンバーと一緒に、大切にす

ることのリストを作るということになった時に、参考にして

もらえる視点アプローチを紹介する。開発教育で学習

活動をするときに大切にしたい視点のひとつ。例えば、

「持続可能性」「よりよい未来につながるような学習活動

といったことを念頭に置いた学習活動だったか」、という

ことをふりかえりに入れたらどうか、という提案になる。全

てをリストにする必要はなく、当てはまる部分だけリストに

する。学習内容に関すること、場づくりに関すること、プ

ロセス、変化についての項目立てになっている。団体に

持ち帰って、自分たちのリスト作りの参考にしてもらえる

とよい。 
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報告：開発教育フォーラム 全体会でのパネルトーク 

 

日時：2017 年 02 月 19 日（日）全体会 13：30～16：00 

場所：JICA 東京 411 

 

パネルトーク 

・とよなか ESD ネットワーク TEN 

・FKG 米沢 

・大牟田市社会福祉協議会 

・八王子市民のがっこう まなび・つなぐ広場 

 
 
 

＜とよなか ESD ネットワーク TEN＞（TEN） 

・発足から2年目、これから活動を進めていこうというタイ

ミングで、このフォーラムから話をもらった。何を実施す

るかあまりわからない中で、わくわくしながら引き受けた。

いろいろなことがあったが、今日は私たちの学びがどん

なものだったか紹介したい。 

フェーズ 1では、10年でやってきたことと、とよなか地

域が持つ課題を発表した。生きづらい状況にあり、栄養

が偏りがちな若者や子ども向けの生きるための料理教

室をしようと計画を立て、宿題として持ち帰った。フェー

ズ 2では、TENの他のメンバーに企画を発表してもらっ

た。しかし、学びあいフォーラムの参加者に企画の意図

が全く伝わらなかった。なぜ伝わらなかったのか、議論

をした。 

そうすると団体のビジョンや目的を明確化していなか

ったことが分かった。よく考えると、私たちは ESDを通し

て何をやりたいのか全く話し合いをしてこなかった。理

事会などで、改めてじっくりと団体のことを話し合った。

まず自分たちが目指す持続可能な社会とは何か。住ん

でいる地域に誇りを持てる、居場所がある、など目に見

えないリソースもたくさんあるが、その恩恵を受けられな

い人達がいて、差別や格差などの問題もたくさんある。

こうした問題を伝え、紡ぐことが必要である。誰でも誇り

を持って暮らしていける社会を育むのが ESDだ。そうし

た中で育った人が次の段階に進んでいける、こうした社

会を作っていくことが私たちのミッションだということを再

認識した。 

 そして、フェーズ 3 として生きるための料理教室を行っ

た。DEARの人とふりかえりながら気付いたことは、私た

ちが当初ターゲットとしていた「しんどい」人たちは参加

してくれなかった。参加したのは時間的にも経済的にも

余裕のある人たちだった。でも、行動を起こせる人を育

てることができた。間接的には、社会を変えていく人を

育てたので、ミッションは達成できたということを再確認

した。 

これまではESDを賛同する個人の思いが集まっただ

けだったが、フェーズ 2 でのつまずきによって思いを団

体としてまとめ、ビジョンを共有できたおかげで、きちん

と組織として「どんな学びを目指すのか」が分かった。 

ここに紹介した以上に活動をこれから広げていく中で、

迷ったときに立ち返る場所ができたことは我々にとって

の財産となった。フォーラムに参加して、一度ショックを

受けたことで、次のアクションを起こせているという意味

で非常に大きな変化を受けることができた。 

 
（パネルトークの様子） 

＜FKG 米沢＞ 

・FKG とは何だろうと思う方もいると思うが、教員で構成

されているグループである。教員のなかでも、教師海外

研修や青年海外協力隊に参加経験のある人が多い。

学びあいフォーラムで考えた地域の課題は、地域に魅

力を感じられない若者が多いことと、若者の都市流出だ

った。せっかく育てた若者がいなくなってしまうのは教員

として寂しいことだ。解決のためには、若い世代が地域

に魅力を感じて様々な形で地域に貢献するための学び

の場を作ることが、私たちにできることではないかと考え

た。 

まずフェーズ 3 で行ったスタディツアーのねらいにつ

いて話す。若い世代に観光とは違った米沢の魅力を知

ってもらおうということ。そのためにまず自分たちが魅力

を知り、再発見する目的で、プレ・スタディツアーをフェ

ーズ 3 で実施した。様々な分野で町づくりに貢献してい

る方々、面白い人と出会うツアーにした。そして DEAR
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や他団体、地域の ALT や学生に参加してもらい、自分

たちとは違う、他からの視点を含めて魅力を共有した。

ツアーでは 4 人の面白い人に会った。無農薬のそばを

作っている○○さん、フリースクールや青少年就労支援

活動をしている NPO の代表を務める△△さん、カフェ

を通じたまちづくりをしているカフェラボラトリー代表の□

□さん、そして八百屋改修作業をしている◎◎さんから

話を聞いた。このツアーを通して、学んだことが 2 つあ

る。 

1 つ目は、与えられるのではなく自分たちで生み出し

ていく意識の大切さである。これまで私たちは地方に仕

事がないことで、若者が都市に流出してしまうと思って

いたが、このような人々の出会い中で自ら仕事を創造し、

新しい働き方を生み出していくという、発想転換が持続

可能な地域づくりに活きてくると感じた。そして話を聞く

ことを通してそれまで当たり前だったことをよしとするの

ではなく、新しい価値観を作りだす変化を受け入れてい

くことが、これからの地域づくりでは大切だということを学

んだ。 

2 つ目は、地域のつながりの特性でもあるが、お話を

伺っていく中で、新しいことをやり続けると、やりたいこと

が伝わって、周りの人が協力してくれることに改めて気

付いた。偶然会いに行った 4 人もいろいろな形でつな

がっていて、面白い人同士がつながっていく、つながり

がつながりを生むような土壌が米沢にはあること、あるい

はそういう場が生まれつつあるということを確認するがで

きた。 

私たちは教員なので、学校の役割を考えた時に、子

どもたちに地域の魅力的なものやこと、人材をセットにし

てつないでいくことが学校の役割になると考えた。そこ

で子どもたちは地域の魅力の活かし方を学んだり、これ

からの時代の生き方や働き方を学んで、持続可能な地

域づくりのヒント得られると思った。そういうことが、子ども

たちがこれからの自分のよりよい生き方を考える時に、

非常に生きていくのではないかと考えた。 

持続可能な地域づくりに参加すると考えた時に、その

ようなことを視点に事業をすることが、教員としての貢献

の仕方なのではないかと考えた。FKG の変化と今後の

やりたいこととしては、分析やワークを通して自分たちの

強みや課題を知った上で、方向性などを決めていくとい

う、今までにやってこなかったことを確認することができ

た。その結果、これからメンバー間の学びあいを深めて

いく機会を持ちたいという話になった。 

FKGだからこそできることとしては、人間関係が良く、

言いたいことが言い合えるメンバーなので、本音で総合

評価をすることができること。それによって実践がよりよ

いものになっていくのではないか。私たちが一番やりた

いのは授業実践だ。子どもたちの学びを向上していくと

いう実感を得ることが、これからのグループ活動を活発

にしていくためにも大切ではないかと思う。それに加え

て、今回ツアーで会った人たちとつながっていくことが、

これからの事業を良くしていくためには必要であることを

学んだ。 

もう一つ、今まではリーダーが引っ張っていくことが多

かったが、それが原因で活動が停滞気味になっていた。

個人への負担が大きかった。みんなで役割分担をした

ことでそれぞれが主体的に参加することができた。誰か

が中心にいることも大切だが、メンバーそれぞれが輪番

制でミーティングのファシリテーターをすることで、自分

たちが参加することの意識を大切にしていけば、これか

らもよい活動ができるということに気付いた。来年度から

やりたいこととしては、ビジョン・ミッション・ゴールの共有

を、とよなかと同じだが、共有していきたい。また継続的

にメンバーが学びあえる場を定期的に作っていきたい。 

 
（パネルトークの様子） 

 

＜大牟田市社会福祉協議会＞（大牟田） 

・私たちは福岡県の大牟田市から来た。私たちはここに

いる他の団体とは違って、社会福祉協議会という組織で

ある。誰もが暮らしなれた地域でいつまでも暮らしてい

けるようにという目標で活動している。さきほども行政と

紹介されたが、よく行政だと間違えられる。行政から補

助金を受け、その計画を実行しているが、民間で働いて

いるので行政ほど給料はもらっていない。 

社協とは、子どもから高齢者、障害がある人もない人

も、みんなが幸せだと感じながら安心して暮らしていけ

るような地域を目指している。今年度の取組としては、地

域に向けて何もできなかったが、私たち自身がこのフォ

ーラムで最も学びがあった。チームの中、職員の中での

学びあいでの学びを報告する。 

SDGs や持続可能な学びなど、言葉では聞いたこと

はあったが、自分たちの活動とどのように結びつくのか、

悩んで考えながら活動してきた。私たちはいったい何を

したらよいだろうと悩み、組織の中でチームを作ってや

っていこうと考え、社協で 11 人のチームを作った。地域

福祉担当、子育て支援、高齢者の福祉サービスや生活

困窮者・自立支援などの部署からメンバーがあつまり、

学びを深めてきた。フェーズ 1やフェーズ 2で様々な宿

題が出され、自分たちの地域が抱える問題は何なのか、

目標は何かを話し合うことにした。 

しかし問題が壮大すぎて何をどうすればよいのか迷

いに迷って、私と○○さんで何をすべきかを考えるチー

ムの学習会の時間を持った。しかし 11人ともなると、まと

めるのも難しいし、時間もかかる。そういったときに「遠い

将来に向けて支えあい、つながりのある地域をつくりた

い」ということが現代の社会状況の中での大きな目標だ

と認識した。その大きな目標のために何ができるのか考

えてみた。そして、「地域とつながりのある人が増えると

いいよね」ということをみんなで話し合った。目標が手段

となり、手段が目標となり、ということを経ていくうちに、メ

ンバーそれぞれがもっとスキルアップする必要があると

考えた。そこで、ミーティングの度にチームの中でアイス

ブレイクなどを持ち回りでやっていき、みんなが経験し、
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楽しく過ごせるようにした。これを続けることによって他の

人がやっている業務についてや、それぞれの素顔を知

ることができた。また、やる時に目的を考えるようになっ

た。横のつながりができることにより、物事を頼みやすく

なったり、それぞれの仕事のやり方がよい方向に変わっ

てきた。私たちは仕事の中で、当事者だったり利用者だ

ったり様々な立場の人と触れ合う場面があるので、そう

いった場面でこの学びを活かしていきたいと思った。 

最初、この学び合いフォーラムに参加したときは大丈

夫かなと思ったが、何かをやっていくときにはその目的

を考える事、横のつながりを大事にする事、みんなで話

し合うことが大事で、そういった場を作っていくことが本

当に重要なのだと気付いた。 

 
（パネルトークの様子） 

 

＜八王子市民のがっこう まなび・つなぐ広場＞

（八王子） 

・私たちは市民の学習団体で、メンバーの中には色々

なNGOに関わっている人や、リタイアした人なども参加

している。八王子市は東京の一番西の端にあり、隣は

山梨県で面積もかなり広く、人口も約 58万人である。ベ

ッドタウンで、都心に働きに出ていき、寝に帰る人が多

い地域である。市長選の投票率も 32～33％と低く、自

分たちの地域について考える人は少ないのではないか

と思う。震災以降、私たちは自分たちの地域のことを考

える必要があると考え、活動を始めた。高尾山やニュー

タウンがあり、一部里山農業もある、都心のなかでも自

然の豊かな地域だ。 

私たちは市民が講座の企画を持ちより、オープンな

運営ミーティングでどんな講座を実施するかを決めてい

る。「知る、つながる、学ぶ、動き出す、未来の人たちに

手渡せる社会を選び取ろう」というキャッチフレーズは、

私たちの活動を凝縮したものだ。設立当初に創った趣

旨としては「地域で動くことが世界の他の地域の人たち

の想いや動きともつながること」「今、生きる人たちとつな

がるだけでなく、未来の人たちにできること」「学びを通

じて自治体と協働した地域を作ること」「自然に恵まれた

歴史のあるこの地域に足をつけて、学びつなぐ広場を

作ること」を目標とし、市民の有志で活動を開始した。講

座を開設して 3年目。当初はみんな手弁当だった。 

今年度はこの学びあいフォーラムに参加し、私たち三

人はフェアトレードをテーマにした講座を八王子でも実

施しようと考えた。そして自分たちも学ぼうと、実際にフ

ェアトレード事業をやっている人や、逗子のフェアトレー

ドタウンの話を聞き、いずれは自分たちもやってみたい

と思った。また、八王子という地域をもっと知って、フェア

トレードをもっと伝えたいという思いから講座を企画・実

施した。 

・手元の資料に講座の具体的な内容を掲載した。前期

5 回はフェアトレードの基礎的なことを学んだ。コーヒー

からフェアトレードを学んだり、フェアトレード団体

「APLA」の人を呼んだり、フェアトレードタウンの逗子に

行ったりした。講座と並行して、学びあいフォーラムに参

加していたが、前期のフェーズ1、フェーズ 2でいろいろ

な問いかけをされた。なぜ八王子でフェアトレードなの

か、それで何を伝えたいのか等を聞かれたことによって、

そういえばなぜフェアトレードをやるのだろう、自分たち

も八王子のことを意外と知らないな、フェアって何だろう、

と再考する機会を得た。 

そういった問いかけを経て、後期はそれらの問いに答

えられるように、講座を作った。後期も 5 回あるが、バナ

ナからフェアトレードを考えたり、実際に国分寺のフェア

トレードショップに行ったりした。また 2 月にはフェアトレ

ードチョコレートを食べ比べたり、特別編として「バナナ

の逆襲」の映画の上映会も開催したりした。フェーズ 3

で「八王子リソース探検ツアー」として、福祉の現場や、

農業で街づくりに取り組む農場、地域密着型牧場、再

生可能エネルギーづくりの現場などに皆で行った。 

（スライドの写真を見ながら）ここは八王子駅前にある

お寺さんが所有している「アミダステーション」という場所

で、いろんな市民団体が上映会や講座等のイベントを

やる時にスペースを貸してくれる。これはコーヒーのワー

クショップをしているところだ。これは APLA の方の話を

聞いている。これは逗子のフィールドワークの中の様子

で、図書館でフェアトレードを紹介する本が展示されて

いるのを見たり、実際のセレクトショップに行ったりもした。

バナナからフェアトレードを学ぶ会では、元中学校の家

庭科の先生にバナナの授業をしてもらった。他にもいろ

いろな講座を実施した。 

学びあいと変化についてだが、私たちの講座は 1 年

前には何も決まっていなかったのに、今ふりかえったら

こんなにいろいろやっていたことに驚いた。学びとして

は、フェアトレードは世界との関係だけではなく、持続可

能な地域づくりにもつながると再認識した。 

また、フェアの捉え方も変わった。以前はフェアトレー

ド、というと単純に世界とのつながりだと思っていたが、

実は地産地消や友産友消など無限な広がりがあり、視

点が「世界」から、「地域と世界」の両方必要であると気

付いた。そして、私たちの八王子地域の豊かさを改めて

感じることができた。足元の地域コミュニティやその他の

地域など、私たちを取り巻く地域は本当にたくさんある。

これを受け、私たちは移動型ショップ「くらし・つなぐスト

ア」をスタートした。「八王子リソース探検ツアー」に行っ

たことで、実際に会う人たちや場所をもっとつなぐ講座

にしていこうと方向転換していった。 

講座をやってみて、たくさんの学びがあったり、達成

感や自信が得られたので、今はモチベーションが高まる

一方だ。「知る、つながる、学ぶ、動き出す…」が循環し

ていく。私たちはいつも「楽しそうだね、ワクワクしている

ね」と言われるが、これらは学びあいを通して得たものだ

ったと思う。これからも講座は続け、これからより地域に

クローズアップし、地域に出かけ、地域のリソースをもっ
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といろいろな人に知ってもらいたいと考えている。そして

私たち自身もつながっていく講座にしていこうと思って

いる。また、ストアを続けていく中で、私たちもフェアトレ

ードのプロジェクトを始めたいと考えている。例えば福祉

の現場と一緒に作業するなど、世界と地域と一緒につ

ながっていくことを実行していけるのではないだろうか。 

 
（パネルトークの様子） 

＜まとめと質疑応答など＞ 

・今の 4団体は、活動地域や取り組む立場、手法、軸な

どは多様で、それぞれバラバラであることこそがよいとこ

ろなのではないかと考えている。「持続可能な地域づくり」

には決まった形がある訳ではなくて、何を以って、何を

通して「持続可能な地域づくり」になるのかは、やる人に

よって考え方が違う。「持続可能な地域づくり」は、ある

一つの決まったモデルを当てはめれば済むことではな

いということが、一つの重要な気付きだったと思う。 

また、「学びあい」についてだが、それらを講座や座

学、WS などの小さなことにとどめることはないことを指

摘したい。例えば運営面が変わった、という話が多くあ

ったが、それは「学びあい」を通じて関係性の変化があ

ったことによって、組織の運営会議の在り方や私たちの

生活が変わったと言えると思う。関わりあいから学びあい

が起こっていて、私が受けた気付きや変化によって相

手も変化し、相互に変化しあうことから地域の変化、「持

続可能な地域づくり」が生まれるのだと思う。 

 

大牟田 

・司会：日常の取り組みの中で、組織横断的な取り組

みがあると紹介されていたが、その中でも地域の高齢者

などとの関わり方にも変化があったという具体例につい

てお話しいただけるか。 

⇒地域福祉では、地域のリーダー的存在のお年寄り

の方とのコミュニケーションが変化した。19 回程の会議

を通して、学習会を経て単なる形式的な活動報告では

なく、いかに会長たち自身が話しあいの場を、自分たち

のものとして積極的に話しあうことができるかについて学

ぶことで、意見がとても活発に出るようになった。各人の

特性や性格までも考慮した話しあい活動をすることで、

一方的でなく双方向的な活動が可能になったので、距

離も近づき、互いの変化・影響が見て取れたと思う。 

 
TEN 

・司会：組織の中で議論があった際に、重要とすること

の共有ができたとの話があったが、そのことについてお

話しいただけるか。 

⇒私たちも八王子の方と同じように楽しくノリノリになって

話し合ったが、学びあいの発表会で話し合いの結果を

披露したら、他には全然伝わらなかった。企画は面白い

とは思ったけど、組織としてまとまっている物ではなかっ

たので、「組織としてのミッション」という考えを持つことで、

組織としての面白さを考えることができるようになった。

色々な課題があってしんどいこともあったけど、みんな

楽しく参加できた。個々人の面白さを組織として生かし

ていくことができるようにブラッシュアップしていけたらよ

いと思う。 

 

FKG 米沢 

・司会：ひとことお話しいただけるか。 

⇒もともとは学校の先生は仕事が忙しすぎて、FKG の

活動に対する負担感がとても大きく足が遠のいていた。

しかし学びあいフォーラムを通して、学校の仕事の中に

FKG の活動を取り入れてリンクさせることで活動も広が

り、負担感も減り、深まりが生まれてよい流れになると気

が付いた。活動を FKG の中だけでやるのではなく、他

の学校の先生などにも「ここにこんな人材がいる」など話

をして興味のある人が集まっていき、学びが広がってい

けばよいなと思う。負担ではなく、上手くやる方法を考え

ることで、停滞から活動に変化させられた。また、これま

では DEAR の人たちを呼んで何かやってもらうというよ

うな受動的な面があったが、これから活動をしていく上

で自分たちが主体的に何かをやっていくという姿勢が大

事だと、昨日気付いた。これはとてもESD的で、主体的

な担い手を育てる私たち自身が主体的でないといけな

いと思う。 
 

八王子 

・司会：ひとことお話しいただけるか。 

⇒学びあいの場で「フェアってなに？」と問いかけてもら

えたことで、フェアというものの広がりに気付いた。講座

にも生かすことができた。自分の学びでもあり変化でも

ある。 

持続可能な地域のためには、自分自身が持続可能

でなくてはならない。世界のことだけではなく、どんどん

地域が見えてきた。魅力的で面白い人が見えてきて、

結果的にはいつも以上に面白い活動をしていた。暮ら

し以外の場で学ぶことができた。 

今まで私たちは「次の講座は何やる？」と最初からす

べてかっちり決めず、やりながら後の講座を計画してい

った。無計画だったかなと思っていたが、余白のように

決めていないところがあったからこそフレキシブルにで

きた部分もあった、という変な自信が持てた。 

 
   （学びあいフォーラム参加者による集合写真）
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■コーディネーター会議 実施概要 
 

・第 1 回「学びの場づくり支援」事業検討会 

日時：2015 年 7 月 23 日（木）18：00～20：00 

場所：DEAR 資料室 

研修参加者（＝パートナー団体）の想定と本事業で

目指したいことについて説明および意見交換した。 

 

・第 2 回「学びの場づくり支援」事業検討会 

日時：2015 年 9 月 5 日（土）～9 月 6 日（日） 

研修参加者・内容、資料・教材についての検討、及

びスケジュールについて話し合った。 

 

・第 3 回 「学びの場づくり支援」事業検討会 

日時：2015 年 9 月 26 日（土） 

場所：DEAR 資料室 

研修内容の検討、参加者の想定とそのニーズ、成果

物やアウトプットついての話し合った。 

 

・「学びあいフォーラム」コーディネーター会議 

（第 4 回検討会議） 

日時：2016 年 3 月 4 日（金） 17:30～18:45 

場所：DEAR 資料室 

「学びあいフォーラム」のパートナー団体呼びかけ

先、および「市民による教育ネットワーク会議 2016」

分科会のすすめ方について話し合った。 

 

・「学びあいフォーラム」コーディネーター会議 

（第 5 回検討会議） 

日時：2016 年 3 月 6 日（日） 15:00～17:00 

場所：JICA 横浜 3 階 ポートテラスカフェ 

「学びあいフォーラム」パートナー団体の希望や絞

り込みについて、参加申込の内容について確認した。 

 

・「学びあいフォーラム」コーディネーター会議 

（第 6 回検討会議） 

日時：2016 年 3 月 27 日（日） 

場所：JICA 横浜 セミナールーム 8 

学び合いフォーラムの成果、コーディネーターの役

割、及び、フェーズ１のねらいや方針について意見

交換した。 

  

・「学びあいフォーラム」コーディネーター会議 

（第 7 回検討会議） 

日時：2016 年 4 月 17 日（日）13：00～17：00 

場所：DEAR 会議室 

各コーディネーターからのパートナー団体に関する

情報共有をおこなった。また、フェーズ 1 のプログ

ラム、教材や配布物、役割分担などを確認した。ま

たフェーズ 2 と 3 の内容について話し合った。 

 

・「学びあいフォーラム」コーディネーター会議 

（第 8 回検討会議） 

日時：2016 年 5 月 8 日（日）16:00～17:00 

場所：JICA 横浜 やまゆり、いちょう 

フェーズ 1 のふりかえりをおこない、達成できたこ

と・できなかったこと、コーディネーターの課題、

今後のフォローの方法や記録の方法ついて話し合っ

た。 

 

・「学びあいフォーラム」コーディネーター会議 

（第 9 回検討会議） 

日時：2016 年 5 月 24 日（火）19:00～21：30 

場所：各拠点からのスカイプ会議 

ふりかえりの共有、ふりかえりから次回の実施事項

を抽出しコーディネーターの役割について確認した。

また、フェーズ 2 のプログラムづくりについて検討

した。 

 

・「学びあいフォーラム」コーディネーター会議 

（第 10 回検討会議） 

日時：2016 年 6 月 6 日（月）19：00～21：30 

場所：各拠点からのスカイプ会議 

ふりかえりの視点、及び目的について確認し、フェ

ーズ 2 の目的およびプログラム内容やコーディネー

ターの役割について検討した。 

 

・「学びあいフォーラム」コーディネーター会議 

（第 11 回検討会議） 

日時：2016 年 6 月 18 日（土）18：15～19：15 

場所：DEAR 資料室 

次回の CDN 合宿について検討をし、フェーズ 2 の

ふりかえりをおこなった。 

 

・「学びあいフォーラム」コーディネーター会議 

（第 12 回検討会議） 

日時：2016 年 7 月 18 日（月）9：00～12：00、13：

30～16：00 

場所：DEAR 資料室 

各団体における変化、気付き、学びの共有をした。

また、団体指標やフォローアップ、成果物の把握や

評価の指標について話し合った。 

 

・「学びあいフォーラム」コーディネーター会議 

（第 13 回検討会議） 

日時：2016 年 10 月 23 日（日）10：00～12：30、

13：40～16：00 

場所：DEAR 資料室 

コーディネーターからの近況報告のあと、フェーズ

４について検討した。また 2017 年度末までに目指

される状況、変化の連鎖について話し合った。 

 

・「学びあいフォーラム」コーディネーター会議 

（第 14 回検討会議） 

日時：2017 年 1 月 21 日（土）10：00～13：00、

14：00～17：00 

場所：DEAR 資料室 

次年度の内容と参加団体、フォーラムの目的につい

て確認した。また、ハンドブック（ＨＢ）について

検討し、フェーズ４の進め方について確認した。
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【フェーズ１：第 1回パートナー団体研修会概要】 

○日時：2016年 5月 7日（土）～8日（日）一泊二日 

○場所：JICA横浜 

○目的：自らの地域における「持続可能な社会・地域」のあり方を（再）認識し、そのための教育・学習の役割を考える。 

○内容（予定）： 

・事前にワークシートに記入した実践課題（何を目指し、なぜ、どのような実践しているか、など）を持ち寄り共有。 

・持続可能な社会・地域のありかたについてワークショップ形式で議論し深める。 

・講義：よりよい社会をつくるための学習の役割を理解する。 

・ケーススタディ：各地域における学びのプロセスを具体的にイメージする。 

 

※これに先立ち、パートナー団体は 2016年３月の「市民による教育ネットワーク会議」で実践共有と顔合わせをします。 

【フェーズ２：第 2回パートナー団体研修会概要】 

○日時：2016年 6月 18日（土）（全日） 

○場所：富坂キリスト教センター1号館 1階会議室  

○目的：6月以降の実践にむけた教育・学習活動の企画を具体化する。 

○内容：各パートナー団体が作成した実施企画案をもちより意見交換することで、企画内容

をさらに向上させる。 

【フェーズ３：パートナー団体による実践】 

○日程：2016年 6月～2017年 1月頃 

○場所：各パートナー団体の実践現場 

○目的：各現場に見合った「持続可能な社会・地域づくりのための学習」を創り出すためにどのようなことに考慮

する必要があるかについて、経験を通してそれぞれの学びを得る。 

○内容：・パートナー団体は、各地の現場で教育・研修従事者を対象とした学習実践を行う。 

   

・実施の全プロセス（準備～実施～フォローアップ）で、コーディネーターチームによるコンサルテーションを実施。 

 

【フェーズ 4：活動報告とふりかえり】 

○日時：2017年 2月 18日（土）〜2月 19日（日） 

○場所：JICA東京 

○目的：学習と活動のプロセスをふりかえることで、「どのような学習（学びあい）」が「どのような変化」を生

みだしたかについて確認する。 

○内容：各現場での実践のふりかえりを通して、成果と課題を把握、共有する。 

2016年度学びあいフォーラム内容 
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