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　この冊子は、「持続可能な社会・地域づくりのための学び

あいフォーラム（「学びあいフォーラム」）」の実践を通して、

「持続可能な開発を後押しする学習のあり方」の枠組みをど

のように考えているのかについて、その実践のプロセスと

ともに提示するものです。

　「学びあいフォーラム」では、持続可能な社会・地域に向

かう学習活動のあり方を、各地域からの参加団体がともに

学びあいながら見つけることを目指してきました。ここで

は、地域を越えた参加団体が活動のプロセスを共有しつつ、

各地域の問題意識に基づいてそれぞれの学習のあり方や方

向性を見つけるとともに、主催者である開発教育協会のコ

ーディネーターチームも、立場は異なりながらも一参加者

として各地域の学習の実践に学びながら、地域における持

続可能な開発のために開発教育がどのように役に立てるの

かを、見出そうとしてきました。

　「学びあいフォーラム」は2015年度に始まった事業ですが、

その考え方は開発教育協会が2000年代以降に「地域」と「開

発教育」をキーワードにしながら実施してきたいくつかの取り組

みの経験と、そのプロセスで蓄積してきた議論を土台としてい

ます。それらは例えば、「『世界の開発問題＝私たち地域の

問題』という一体的視点に立つ」こと、「私たちの足元の地域

において『公正・共生』のありかたを見いだし社会変容して

いく」という視点、そして「各地の地域づくりと連動した様々

な教育活動の取り組みから学ぶ」意識（※）といったものです。

　開発教育協会は開発教育を「私たち一人ひとりが、開発を

めぐる様々な問題を理解し、望ましい開発のあり方を考え、

共に生きることのできる公正な地球社会づくりに参加する

ことをねらいとしている」と説明しています。そして実践に

おいても、学習者が「公正・共生の実現に向けた社会づくり」

へ参加すること、様々な問題を知り考えるだけではなく、

そうした社会づくりのために「行動すること」が、重視され

てきました。しかし一方で、具体的な実践に対しては、参

加や行動のありようとしては国際協力・援助や個人のライ

フスタイルの転換にとどまっているという指摘や、実際に

公正・共生を実現するという社会変革のための行動には結

びついていないという批判を受けてきたことも事実です。

　そこで「学びあいフォーラム」コーディネーターチームは

これらの点を省みながら、開発教育を普及推進する立場と

して、どのような学習のあり方が公正・共生の実現に向け

た社会・地域の変革を後押しするものなのか、また、その

学習をどう作り出していくことができるのかを検討し、広

く共有していきたいと考えました。そのために取ったアプ

ローチが「学びあいフォーラム」です。つまり、公正・共生

に向かう社会・地域づくりが行われる具体的な場である地

域において実際に展開される、そうした方向性を持つ地域

づくりと連動した学習活動に注目し、それを実施する各地

の団体がお互いの活動のプロセスを共有しながら、そして

同時にコーディネーターチームは各地の団体とは異なる立

場としてそこに参加しながら、学習のあり方と地域づくり

の方向性をともに考える、という方法です。そのような方

法を取ったのは、それぞれの地域の状況に即した地域づく

りと連動する教育・学習のありようを、参加と行動の主役

である地域の人々とともに考えることが重要だと考えたた

めです。また「学びあいフォーラム」では、開発教育が考え

る方向性としての「公正・共生」について、同様の問題意識

を背景にもつ「持続可能な開発」の概念に置き換えて、その

事業名を「持続可能な地域・社会づくりのための学びあいフ

ォーラム」としていますが、そのことで地域の学習活動に関

わるより幅広い層の人々と問題意識を共有し、意見交換し

やすくなることを目指しました。

　本冊子では、最初に「学びあいフォーラム」を通して目指

そうとしていることはなにか、特に本事業が持続可能な社

会・地域づくりにむけた「学びあい」をどのようなものとし

て捉えているのかを説明します。次に、「学びあいフォーラ

ム」の2017年度の事業プロセスのなかでどのような学習が

行われたかを報告します。最後に、今後の課題を共有します。

　「学びあいフォーラム」の取り組みは端緒についたところ

です。その概念的な枠組みは、今後さらに実践と分析を積

み重ねてより具体化し、根拠を伴ったものとしていくべき

でしょう。そのためにも、この冊子をきっかけに、持続可

能な社会・地域づくりに連動した学習についてたくさんの

実践や議論の共有が進み、地域における公正・共生が具体

化していくような、より豊かな学習が紡ぎ出される一助に

なるのであれば、たいへん嬉しく思います。

はじめに

（※）山西優二、上條直美、近藤牧子編
　　『地域から描くこれからの開発教育』新評論、2008
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1.『学びあいフォーラム」の全体像

地域において「学びあい」を創り出し、「学びあい」

が持続可能な社会・地域づくりに向かうように形1
作っていく（※これを「学びあいのコーディネート（コーディ

ネーション）」とよびます）にはどうすればよいのかを、「学

びあいフォーラム」で他地域の人びとと経験共有しながら考

えます。

「学びあいフォーラム」では、地域における学びあ

いと、地域間の学びあいの両方を可視化します。2
それぞれの学びあいは連動しているものと考えています。

「学びあい」によって起きた学びや変化を、持続可

能な地域づくりに向かってつむぎ、つなぎ、広げ、3
地域の変化につなげていくには、どのような「学びあいのコ

ーディネーション」（働きかけの視点、態度、方法など）が有

効なのかを可視化します。

　「学びあいフォーラム」における「学びあい」には、いく

つかの形が想定されています。1つは、参加する団体が、

それぞれの地域での「持続可能な社会・地域づくり」とは

どのようなものか、また、そのような社会・地域づくり

をめざした学習活動のありかたとはどのようなものかを、

地域の人たちと一緒に考え創り出していくという「学びあ

い」です。もうひとつは、各地域において生まれた学びや

変化を掬い取り、それらと学びあいのコーディネーショ

ンの関連を「見える化」して、「学びあいフォーラム」の他

持続可能な社会・地域づくりのための学びあいという共通の目的を共有する団体が、1年をかけて学びあう場です。

【それぞれの地域がもっとよくなっていくための学習の方向性を一緒に見つけようというフォーラム】

の参加団体やコーディネーターチームと共有することで、

それぞれの目指す地域や学習のあり方、そのコーディネ

ーションのあり方をさらに深めていく、という「学びあい」

です。そして、この2つの「学びあい」も連動しており、自

分たちの地域における「学びあい」の成果やプロセスを共

有することは他の地域にとっても意味がある学びである

のと同時に、他の地域との「学びあい」を自分たちの地域

での学びあいに活かすことができると考えます。

はじめに・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
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	 「開発教育実践フォーラム2018」での報告・ ・・・・・・・・・・・・・・・・43

「学びあいフォーラム」 コーディネートの分析・・・・・・・・・・・・・・・・49

附録：コーディネーター会議　実施概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
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3.「学びあいフォーラム」における「学びあい」のとらえ方

地域において、「学ぶ人（教わる人）─教える人」と

いう関係性を越えて、住民一人ひとりが学習の主1
役であり、地域づくりの主役であることを前提としていま

す。パートナー団体もそうした地域住民の一つであると捉

えます。

パートナー団体とDEARのコーディネーターチー

ムが、異なる立場からそれぞれの目的をもって「学1
びあいフォーラム」に貢献しています。

2.「学びあいフォーラム」における各参加者の役割とアウトプット

アウトプット１（パートナー団体）：地域における

学びあいのコーディネーション（学びあいが持続可2
能な地域づくりに向かう）のプロセスと方法を考え、学びあ

いの活動が改善されている。

アウトプット２（パートナー団体）：学びあいをコ

ーディネートする側としての、地域との向き合い3
方を問うための省察の方法やプロセスを理解する。

アウトプット３（DEAR）：どのような「学びあいの

コーディネーション」が、地域の持続可能性に向け4
た変化を生むために機能するのかについて、各地域の取り

組みから学び、それらを分析・可視化し、発信している。

　「学びあいフォーラム」における「学びあい」という考え

方の前提には、「学ぶ人─教える人」という関係性ではな

く、一人ひとりが学び（あい）の主役としてその場に関わ

っているとの考えがあります。「学びあいフォーラム」に

は、パートナー団体やDEARコーディネーターチームは異

なる役割を担いながら、それぞれが学びあいの主役とし

て参加します。そして、パートナー団体間およびDEAR

との学びあいにおいては、お互いに経験共有や意見交換

をする中で学習を進めるという対話型の方法で進めます。

　パートナー団体は、地域における「学びあい」をコーデ
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「学びあい」は学校の授業などの予めしつらえられ

た空間や時間でのみ起こるものではなく、人と人2
とが関わる様々な場面でも起こります。

学習や地域づくりの主役である一人ひとりが、各

々の経験や観点を共有・交換することによって「学3
びあい」は進みます。この「学びあい」のプロセスでお互いが

相互作用しあうことで、自分自身の物の見方や認識の仕方、

地域や社会のあり方などについて気づきや学びを得て、自

己が変化していくと捉えます。

「学びあい」によって個人の変化や個人と周囲の関

係性の変化が生じ、それが積み重なることで、地4
域の変化につながると捉えます。

　「学びあいフォーラム」では、地域住民の一人ひとりが

地域づくりと「学びあい」の主役であり、パートナー団体

もそのうちの1つと捉えています。それは、後述するよう

に「持続可能な社会・地域」のあり方として、「地域の人た

ち自身がそれぞれの地域を創造していく」ということを重

視しているからです。地域での「学びあい」は、そうした

“主役”たちが互いに交わり、相互に各々の経験や考えを

交換・共有することで進むと捉えます。そして、こうし

た相互作用による「学びあい」のプロセスで、個人の気づ

きや学びが生まれ、それが周囲との関係性に変化を及ぼ

し、そうした変化が積み重なることで地域の変化につな

がると捉えます。また、「学びあいフォーラム」のフェー

ズ１、２、４における地域間の学びあいは、こうした相

互作用が促進されることを目指して対話型の学習方法に

よって進めます。

　「学びあいフォーラム」で考える“学びあい”は、教室で

ィネートし、それによって得られた経験やその基にある

考え方などを他地域のパートナー団体と共有する役割を

担います。一方DEARは、パートナー団体間の「学びあい」

の機会をつくり、そこで共有されたコーディネーション

の経験や学びと変化の関係性を整理・分析する役割を担

います。

　「学びあいフォーラム」に参加することで、それぞれの

参加者が何を得るのか（＝アウトプット）については、上

記 を想定しています。

の学習活動やワークショップ・プログラムなど、予め準

備され組織化された教育・学習に止まりません。学びあ

いは日常生活においても、人と人や、人とものごととの

さまざまな相互関係の中にも起こります。それは、たと

えばサークル活動や行事や日々の組織運営などの場かも

しれませんし、あるいは自治会・町内会の会合や飲み会

かもしれません。したがって「学びあいフォーラム」では、

講座などの学習プログラムを考えればそれでよいという

ことではなく、地域における対話的な場面や、企画立案

や実施までの準備など、組織運営や活動に関わるさまざ

まな場面における学びあいについても、同じように重要

であると捉えています。そしてそれぞれの場面における

学びの質に目を向けて、どのような学びあいが持続可能

な社会・地域づくりにとって重要であるかを考えていき

たいと思います。
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地域における「持続可能な社会・地域づくり」のあ

り方には特定の形があるのではなく、地域固有の1
歴史や文化に基づいたそれぞれの発展のあり方を、それぞ

れの地域の人々が決めるものであるとの前提に立っています。

学びあいフォーラムにおけるふりかえりの目的の

ひとつは、「『学びあい』の活動がどのような気づき1
や地域の変化につながったか」という学びあいと変化の関連

を把握することです。もう1つは、「『学びあい』をコーディ

ネートする自己の地域への向き合い方」を問うことです。

4.「学びあいフォーラム」におけるふりかえりのとらえ方　※フェーズ４

「学びあいのコーディネート」においては、コーデ

ィネートする側の考え方や視点が影響します。そ2
こでコーディネートする側が、地域の一人として、地域や

人々とどのような考えや視点をもって向き合っているのか

について、意識的であることが必要と考えます。

　「ふりかえり」という行為はさまざまなところで展開さ

れますが、それぞれの目的や場面に見合った「ふりかえり」

であることが必要でしょう。「学びあいフォーラム」にお

ける「ふりかえり」の目的は、大きく2つあります。1つは、

学びあいと変化に関するふりかえりです。つまり、どの

ような「学びあい」が行われ、どのような気づきや学びを

生み出し、それがどのような個人や地域の変化につなが

ったのか、について事実を確認しながらふりかえること

です。

　もう1つは、「学びあい」をコーディネートする側が、自

らがどのように地域に向き合っているかについてふりか

えることです。パートナー団体は、他の地域住民と同様

に地域づくりや学習のアクターではありますが、同時に、

「学びあい」をコーディネートするという役割を担います。

コーディネートのプロセスでは判断や意思決定をした

り、何らかの方向づけをしたりする場面に出会うことは

避けられませんが、そこには、コーディネートする側の

「持続可能な社会・地域づくり」の方向性を、社会

的公正（世代内での資源の公平な配分）と環境的適2
性（将来世代の資源を枯渇させない）の実現を目指すもの、

という定義に基づいて捉えています。

　「学びあいフォーラム」では、持続可能な社会・地域づ

くりの考え方として2つの方向性を前提としています。

　1つは、持続可能な社会・地域づくりは、それぞれの地

域によって多様なものであり、地域の人びと自身が形作

っていくものであるということです。もう1つは、社会的

公正、つまり現在の世代において公正な社会であること

と、環境的適性、つまり未来世代の資源利用に対しても

公正な社会を実現するということです。これらの考え方

には、従来主流であった開発のあり方に対する反省と問

題提起が含まれています。

　まず1点目について、これは「内発的発展」という考え方

に基づいています。そもそも、それぞれの地域には固有

の歴史や文化があり、その社会・地域づくりのあり方も

多様であるはずでした。ところが近代化の過程で、どこ

の地域であっても近代化が進んだ経済的に豊かな社会こ

そがめざす社会であるとされ、そのような一様な社会・地

域づくりが主流となりました。そこでは、地域の外部か

ら経済的利益を生み出す様々な「近代的なもの」が一方的

に持ち込まれて（＝外発的に）社会・地域づくりがすすめ

られ、地域住民がどのような社会・地域にしたいのかと

いう決定に参加する機会はほとんどありませんでした。

これに対して「内発的発展」とは、そうした一様の方向性

をもつ社会・地域づくりに疑問を投げかけ、それぞれの

社会・地域の人々が、自力更生的に自らの社会を創造し

ていくことができる、という理念に基づく考え方です。

　第２の点については、「持続可能な開発」という言葉が

初めて登場した「ブルントラント報告書」に「将来の世代が

自らの欲求を充足する能力を損なうことなく、今日の世

代の欲求を満たすことである」とあります。この報告が発

表された当時、地球規模の公害・環境破壊や天然資源の

枯渇、そして貧困や格差といった問題がますます深刻化

し、そうした問題の解決に取り組むべきであるという認

識が広がりつつありました。同報告書では、持続可能な

開発の実現にむけて必要なのは「意思決定過程への市民参

加」と「富める人々の生活様式の見直し」であるとも記され、

問題解決のためには構造的な変革や価値観の変化が不可

欠であるという考え方につながっていきます。

　学びあいフォーラムでは、社会・地域づくりの方向性

としてこれらの2つを前提としながら、各地から集う参加

者（団体）が地域固有の社会・地域づくりのあり方を見出

し、それを後押しする学習のあり方を考え、それらの共

有を通して参加者が学びあうことを目指します。

見方や態度が影響してしまいます。そこで、自分自身が

どのような見方や態度で地域と向き合っているか（向き

合ったか）、つまり自己をふりかえることによって、コ

ーディネートの際に自分自身の与えうる影響を意識する

ことができます。これによって、コーディネートする側

の「何が」「どのように」地域に影響したのかを把握しなが

ら、学びあいをコーディネートしていくことを目指します。

　「学びあいフォーラム」におけるふりかえりの目的は以

上の2点で説明されますが、必ずしもこれらのふりかえり

が別々のプロセスでなされるわけではないことに、注意

が必要です。つまり、上述の「地域の学びあいと変化に関

するふりかえり」と「コーディネートにおける自己に関す

るふりかえり」が同時になされるというふりかえりのプロ

セスもあり得るでしょう。いずれにしても、こうしたふ

りかえりのスキルを身に付けることは、「学びあいのコー

ディネーション」を担う人にとって不可欠であると考えて

います。

5.「学びあいフォーラム」における
 「持続可能な社会・地域づくり」のとらえ方　※フェーズ１

キーワード
（1）内発的発展　それぞれの地域、社会の人々が、自力更生的に自らの社会を創造していくことができる、という理念に基づいている。地域に根差し、

経済だけでなく環境・教育・医療・福祉・文化など総合的な目的を持った地域住民主体の発展論。（参考：鶴見和子『内発的発展論の展開』筑摩書房、
1996）

（2）持続可能な開発　1987年に国連の決議に基づき作成された、環境開発世界委員会による「我ら共通の未来（ブルントラント報告書）」で初めて明示
された用語で、「将来の世代が自らのニーズを充足する能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすような発展」と定義された。これは
開発と環境を対立的にとらえるのではなく、地球の生態系が持続する範囲内で経済開発を進める考え方である。この考え方は2015年に世界中で
合意された「持続可能な開発目標（SDGs）」に引き継がれている。（参考：『持続可能な開発のための学び　別冊開発教育』開発教育協会、2003）

（3）オルタナティブな開発　「内発的発展」「持続可能な開発」「参加型開発」などは、従来の開発の方法への問題提起を含みオルタナティブな開発とさ
れた。「参加型開発」は開発の主体は住民であるという観点から、開発事業への住民の参加度をできるだけ高めていこうとするアプローチである。
（参考：『地域の問題解決を促進するファシリテーターハンドブック』開発教育協会、2012）
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大牟田市社会福祉協議会

「 学 び あ い フ ォ ー ラ ム 」
2 0 1 7 年 度  参 加 パ ー ト ナ ー 団 体

■主な活動
　地域社会において民間の自主的な福祉活動の中核とな

り、住民の参加する福祉活動を推進し、保健福祉上の諸

問題を地域社会の計画的・協働的努力によって解決しよ

うとする公共性・公益性の高い民間非営利団体で、住民

が安心して暮らせる福祉コミュニティづくりと地域福祉

の推進を使命とする。

■団体の事業や活動の概要
　※	2017度に地域福祉担当が実施する事業のみ記載

	 1.	福祉教育推進事業

子どもたちや市民による社会福祉についての理解や

参加の促進を目的とした教育活動。地域福祉を担う

主体の形成、児童の健全育成の2つの目的がある。他

者とのかかわり、対話・共生がキーワードである。

	 	1.）	福祉教育を推進する人財の育成

	 	2.）	地域を基盤とした福祉教育の展開

	 	3.）	福祉教材の貸出

	 2.	ボランティアセンター機能充実事業

	 3.	小地域ネットワーク活動推進事業

	 4.	地域組織活動促進事業

	 5.	ふれあいサロン活動支援事業

	 6.	協働型災害支援体制強化事業

	 7.	地域支え合い活動の推進事業

	 8.	共同募金を活用した支え合い活動の推進事業

	 9.	大牟田市社会福祉法人地域公益活動協議会への

	 	参加・連携・協働

10.	大牟田市居住支援協議会への参加・連携・協働

11.	知的障がい児・者医療支援プロジェクトへの

	 	参加・連携・協働

12.	大牟田市ファミリー・サポート・センター事業

13.	大牟田市地域子育て支援拠点事業

とよなかESDネットワーク（TEN）

■主な活動
　ESDを通じて持続可能な地域をめざした学びの場づくり

■団体の事業や活動の概要
　・行政や学校職員の研修

　・小中高等学校へ向けてESD出前授業

　・地域課題解決に向けての講座や

　　ワークショップの開催

　・市民向けESDワークショップや

　　イベントの開催など

にいがたNGOネットワーク 
国際教育研究会（RING）

■主な活動
　にいがたNGOネットワーク（通称Nネット）は新潟県内

に拠点を置く国際協力NGOとサポーターの集まりです。

会員同士で情報交換をしながら、イベントなど、お互い

の活動を助け合っています。会員相互の情報交換や連携、

協力を図るとともに新潟県、市町村、国際交流協会など

の国際関係団体と連携して、国際協力を推進し国際化の

進展に寄与することを目的に活動しています。

■団体の事業や活動の概要
　特定非営利活動法人「にいがたNGOネットワーク」内の

研究会で、「Glocal（地球的規模で考え足元から行動する）」

を大事に、草の根のつながりを育みながら、学校現場等

での国際理解教育の充実、および学生や市民の国際理解

や国際協力への意識向上や参加を促すことを目的に活動

しています。具体的には、新潟県国際交流協会やJICA新

潟デスクとも連携しながら、年に3回程度セミナーを開催

し、国際フェスティバルへの出展もしています。10名程

度の企画委員で、企画・運営をしています。

■主な活動
　八王子地域を中心に、さまざまなテーマの講座やワー

クショップを開催。市民の学びを通して人をつなぎネッ

トワークを広げ、未来に手渡せる地域をつくる。

■団体の事業や活動の概要
　八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」は、市民

による運営会議で企画・運営を行っています。各種講座・

講演会から少人数のワークショップ、上映会、手作りカ

フェまで、市民が自由に学びの場を作っています。

IVYyouth

■主な活動
　カンボジアへの教育支援活動／国際理解教育	

■団体の事業や活動の概要
　2010年からカンボジアのスヴァイリエン州、スヴァ

イチュルン郡の小学校の1人1冊教材を持っていない環

境を改善するために、自分達でオリジナルの算数ドリル

を作り配布する活動を始めました。

　そこから7年が経ち、2017年春には私たちの支援活動

の目標として掲げていたスヴァイチュルン郡内の全部の

学校60校にドリルを配ることができました。

　今までの算数教育支援活動の第一目標を達成し、現在は、

来春から行う新規プロジェクトに向けて動き出していて、新しい

支援地域の検討や、算数教育の分野の中で、自分達ができる

こと、そして相手側が必要としていることを主軸にプロジェク

ト内容について議論を進めています。また、国内では環境問題

や国際問題をテーマにしたワークショップを山形と宮城の学生、

一般市民に向けて行うイベントを月に1回開催しています。

　また、今年は自分たちにとって今までの支援を振り返

るという事とたくさんの人達に私たち学生が悩みながら、

選択したこの7年間を知ってもらうために自分たちの活動

をテーマにしたワークショップを作ることを考えています。

八王子市民のがっこう
「まなび・つなぐ広場」

「学びあいフォーラム2017」参加申込書から抜粋（2017年4月時点） ■2017年度のスケジュールと内容

【フェーズ２：第2回パートナー団体研修会概要】

○日時：2017年7月22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：評価指標を共有のうえ、7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評価指標をもちより意見
　　　　交換することで、企画内容をさらに向上させる。

【フェーズ１：第1回パートナー団体研修会概要】

○日時：2017年6月24日（土）～ 25日（日）1泊2日
○場所：JICA東京
○目的：
①「学びあいフォーラム」の趣旨目的および、地域で取り組む
　ことが「持続可能な開発のための学びあいのコーディネーシ
　ョン」であることを理解する。
②「持続可能な地域・社会づくり」に密接なキーワードである
　「開発」「参加」「持続可能性」について、参加団体それぞれの
　地域の現状に即して考えながら、具体的にどのような意味
　をもつかを理解する。
③地域における「持続可能な地域・社会」のありかたを具体性
　をもって考えるとともに、そこに向かっているかどうかを
　確認する指標（評価指標）を作成するための考え方とスキル
　を身につける。

○内容（予定）：
　・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。
　・事前に記入した団体紹介を持ち寄り共有し、分析をする。
　・自分たちの評価軸を作成する。

【フェーズ３：パートナー団体による実践】

○日程：2017年7月～ 2018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：
　・パートナー団体はフェーズ2までに作成した計画にとりくむ。
　・実施の（準備～実施～フォローアップ）で、コーディネータ
　　ーチームやパートナー団体相互の学びあいを実施すること
　　も可能。

【フェーズ4：活動報告とふりかえり】

○日時：2018年2月24日（土）～ 2月25日（日）1泊2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。
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「 学 び あ い フ ォ ー ラ ム 」
フ ェ ー ズ 1

日時：2017年6月24日（土）
　　　13：00～ 21：30
場所：JICA東京（講堂）

1 日 目

プログラム
（1）	導入

（2）	自己紹介・アイスブレイキング・ルール作り

（3）	エピソードトーク

（4）	「学びあいフォーラム」とは

（5）	「豊かさと開発」ワークショップ

（6）	各団体の活動紹介とコンパス分析

（１）導入

　2日間の趣旨とスケジュール、配布資料を確認した。

（２）自己紹介・アイスブレイキング・ルール作り

　参加者がお互いに知り合い、緊張をほぐすことや、安心して話ができる環境づくりのために、自己紹

介とルール作りをした。

　自己紹介は「4つの窓」の手法で、紙を4分割して①呼ばれたい名前、②所属、③自分の地域自慢、④最

近あった嬉しかったことを各自で記入、その後、自由に2人組になってその用紙を使いながら自己紹介を

する、という活動をペアを変えて3回行った。次に4人組になり、「2日間、みんなが話しやすい環境にす

るためのルール」をグループで話して、全体で紙に書いて貼りだした。

（出されたルールの例：分からないと言えるような雰囲気をつくる、ゆっくり考える時間がある、共感的

に聴く、など）

（３）エピソードトーク

　「学びあいフォーラム」には、2年目の参加団体と初めて参加する団体がある。初参加団体に「学びあい

フォーラム」がどのようなものかを知ってもらうために、2年目の参加団体から昨年度どのような思いを

持ったか、どんなことで気持ちが揺れたかなどを紹介してもらい、初めての団体からの質問を受けて率

直なやり取りをしてもらうこととした。

　手順は、2年目の参加団体には、「学びあいフォーラム」で起こったことを「足跡カード」に、「心が動いた」

エピソードを「心の動きカード」に、記入してもらった。また、初参加団体には参加動機や期待を別のカ

ードに記入してもらった。その後、それらのカードをホワイトボードに貼りながら各自に発表してもら

い、他の参加者と質問などのやり取りを行った。

エ ピ ソ ードト ー ク の 共 有

昨年の参加メンバーと違うメンバー

が参加している。昨年の参加した○○

さんは、カラーという担当を超えた話

し合い、学習を持つ場の一員として、

参加していた。△△さんは初めての参

加になる。

はじめは成果物を作ろうという形で

動いていた。活動を進めるうちに自分

たちがお互いの異なる価値観の認めあ

いを内部からしていかないといけない

のではないかということになった。

カラーのメンバーは介護保険、困っ

ている人の支援、支援している人の支

援など様々な担当者で、そういう人が

集まって話した。いろんな視点で物事

を考え、話し合うことができた。

話し合いの過程で、地域に出ていっ

て地域の方と話すときにどのように話

すのか、研修会を作るときに、昨年と

同じではなく、今年はどうするのかと

いうことを話し合いながら一年間仕事

を進めていった。

カラーという、担当を超えたメンバ

ー間の話し合いでいろいろな視点で話

し合いができた。色々な視点が大事だ

ということは知っているつもりだった

が、自分の中では当たり前の言葉が、

相手の使う言葉ではなかったというこ

とが衝撃だった。

一緒に仕事する職員に感想をきいた

ら、「難しい、難しくて耐えられない」

という感じだった。自分はいつも提案

という形で話していた。1年間かけて、

みんなの話したいことを引き出す話し

方ができるようになったことが学びあ

いフォーラムの成果。

「難しかった」「何をしたらよいかわか

らなかった」という感想が多かったので

不安ではあるが、変化した様子も見ら

れたのでで、今度の3月にもその姿が見

られるのではないか。

昨年はずっと□□さんが悩んでいる

姿をみて、難しいのだな、よく考えな

きゃいけないのだなということを感じ

ていた。だから、フォーラムに誘われ

た時は不安だった。DEARって正直何

だという感じだった。でも、変わりた

い、何かを持ち帰りたいと思っている。

NPO法人格を取ったのが一昨年の年

度末だったので、昨年度は事業を始め

るほぼ1年目にあたる年だった。団体発

足時に団体内で話し合いを重ねていた

ので、フェーズ1は団体の全体像やビジョ

ンの紹介や発表で、雰囲気良く終わった。

同じ人が参加するのではなく、フェ

ーズごとに参加する理事が変わり、多

くの理事がかかわる形になっており、

フェーズ2は事業の話をすると聞き、フ

ェーズ2に参加する理事は具体的事業に

関しての準備していた。参加してみる

とフェーズ1で聞かれた全体像やビジョ

ンについての質問が多く、フェーズ1に

参加していないことで流れがわからず、

そのことに対するショックが大きかった。

フェーズ3は3回の連続講座を行った。

予算を助成金でまかなったため、講座

対象は当初想定していた対象より年齢

が低い小学生となった。

昨年1年参加して、このフォーラムの

話が出てくると、「フェーズ2ショック」

の話になる。フェーズ2に参加した理事

は、事業の内容の話をすると思ってい

たのに、何をしたい団体なのかやたら

と聞かれ、その想定外の質問に十分に

答えられなかったことや開発教育協会

の人が鋭く突っ込んでくることへの苛

立ちや怒りがあったのだと思う。そこ

から、改めて理事みんなが説明できる

ミッションやビジョンを作ることにな

った。

フェーズ3でやった事業は団体として

は、フォーラムに参加しなくてもでき

たことなので、むしろフェーズ2に参加

し、それぞれの理事が自らの言葉で団

体のミッションやビジョンを話せる状

態になっていなかったことに気づかさ

れたことに、このフォーラムに参加し

た意味があったと思う。

ミッションやビジョンをわかりやす

い言葉で伝えることが重要だと再確認

できた。ミッションやビジョンを一か

ら自分たちの言葉で作るという作業は

なかなか経験できない。多くの場合、

すでにそれらを持った団体に後から所

属する。今回、自分たちで時間をかけ

て作ることができ、その経験は興味深

かった。それらを作るのは大変な作業

なので、その原動力として「怒り」をい

ただき、ありがたい。

フェアトレードの講座を企画して実

施した。フェーズ１ではいろんなこと

を話し合った。前期の講座を実施し、

見直しをして、後期を行った。自分た

ちの気持ちも変わった。フェーズ３で

は地域のリソース探しをした。
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スとして考えたいと思う。

　学びあいフォーラムに参加することで、それぞれの団体の学習活動やプログラム内容が、より持続可

能な地域づくりを支援する内容に改善されていくということが、参加者のアウトプットになると考えて

いる。「学びあいフォーラム」には、DEARのコーディネーターチームも、立場や求めるアウトプットの

形は異なるが、一参加者として参加している。コーディネーターチームは、学びあいが起きるようにこ

の場をコーディネートしたり、意味ある学びになるようにコーディネートしたりすることが役割と考え

ている。

　学びや学習ということをこのフォーラムでは広くとらえている。「一人ひとりが教える人であり学ぶ人

である」という考えに基づき、地域にいる人たちも、みなさん自身も同じ「学ぶ人」である。一方的に教え

る・学ぶという関係ではない。「学びあい」の機会はワークショップの場に止まらず、「理事会」など会議

の場、「講座」の準備、日常の様々な場面なども、含まれると考えている。

　「地域がもっとよくなる」や「持続可能な」という言葉については、定まった定義があるわけではない。

配付資料ではブルントラント報告書の定義を書いているが、「社会的公正」を具体的なものにしていく場

が「地域」だと思っている。より良い地域の具体的なありようは地域によって違い、違うということも尊

重されるべきである。それぞれの地域における形をこのフォーラムで１年かけてみつけていきたい。

　今回のフェーズ１はそのうちの何を、どんな位置づけで行うかと言うと、みなさんの考える「持続可能

な」とか「公正・公平」とは何かという、一人ひとりの価値観を深掘りしていこうと思う。もう1つはそれ

を学習活動にしていく、というプロセスを体験してもらおうと思う。

地域とつながりを持ちたいということ

で、フェアトレードや地域の良いもの

を扱うモバイルストアを始めた。フェ

アトレードの他にも私たちのつながり

を活かした地域の商品やNGOの商品を

置いた、店舗がない移動型ショップで

ある。

昨年度よりJICA教員研修参加メンバ

ーが中心となって活動し始めた。学校

で実践したい、実践を続けたいと思っ

ているが、個々の活動にとどまってい

るのが現状であり、情報を共有してチ

ームとして頑張っていきたいという思

いがあった。県の国際交流協会からは、

教員だけではなく地域市民も巻き込ん

でやってほしいという願いがあり、学

校にとどまらず地域も巻き込んでいこ

うとしたが、学校現場もままならない

のに地域を巻き込んでいくことはでき

るのかとモヤモヤしている。当初は、

個々の教員をつなげてネットワークを

構築することを第一にしていたが、市

民や地域を巻き込んでいくというニー

ズに対して、私たちができることとは

何か、今回はそのヒントを得たい。ビ

ジョン、ミッション、パッションを明

確にしたい。

フェーズ１で、なぜでフェアトレー

ドか、フェアとは、などいろいろ聞か

れた。そこで、逗子にフィールドワー

クに行き、フェアトレードタウンの実

際を見た。逗子は地域の良さを生かし

たまちだったので、私たちも地域を生

かした取り組みをしようと思った。フ

ェーズ３で地域のフィールドワークを

実施し、豊かなリソースがあることを

知った。そこで今年度は多くの人にこ

のことを知ってほしいので、リソース

マップを作ろうと考えている。

また、普段やっている講座以外にも

ここに来る前は新しい団体のかたち

というのを期待して考えていた。私た

ちは学生団体だが、今のビジョンとか

ミッションとかを見直すことで新しい

形が見えてくるのではないかと思って

いる。ただ、今は話を聞いて不安にな

っている。この先にビジョンが見えて

くれば新しい形が見えてくるのかなと

思っている。

今回参加するにあたって、いろいろ

な団体が参加するので、考えや視点を

学べるかなと期待していたが、話を聞

いて、他の人から見た自分たち、自分

たちの知らない自分たちを知ることで

自分たちの姿を見直す機会・気付く機

会になるのではと期待している。

（４）「学びあいフォーラム」とは　（3～7頁を参照）

　コーディネーターチームが、「学びあいフォーラム」の全体像を紹介した。

「学びあいフォーラム」は「持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム」という名称で、そ

れぞれの地域がより良くなっていくための学習の方向性とはどのようなものなのかを、みんなで学ぶと

いう趣旨の事業である。みなさんの団体が地域に何らかの働きかけをすると、地域の人たちから働きか

けに対して何らかの反応がある。みなさんは、その反応を受けてまた地域に働きかけをする。働きかけ

によってこうしたやりとりを「学びあい」と捉えている。働きかける側であるみなさんの団体にも、地域

とのかかわりの中で学びが起きていく。それぞれの関わり合いの中で学びが生まれて、その学びや気づ

きによって「自分たちが●●だから△△になったんだ」というように、次にとる行動や態度、物の見方な

どが変化していく。このように、学びや気づきと変化が連鎖していくことで、地域全体が「持続可能な地

域」に向かっていく、というように捉えている。

　このフォーラムでは、学習が持続可能な地域づくりを後押しするように学習活動を展開していくこと

を「『学びあい』のコーディネート」として、どのような「『学びあい』のコーディネート」が効果的なのかを

可視化しながらみんなで学び合っていく。参加団体は地域も活動内容も立ち位置もそれぞれ異なってい

るので、お互いからたくさん質問を受けると思うが、こうして聞きあう作業そのものが「学びあい」であ

り、「学びあいのコーディネート」、つまり「持続可能な地域づくりへ近づいていくもの」の一つのプロセ

（５）「豊かさと開発」ワークショップ

　DEAR発行の教材『豊かさと開発』のうち、アクティビティ「私にとって『豊かな社会』に大切なこと」を

アレンジして行った。豊かさとは、開発とはどういうことだと考えているかという、自分自身の価値観

を知ることとともに、地域には多様な価値観を持っている人がいるということに思いを至らせ、「学び

あいのコーディネート」のプロセスではそうした多様な価値観を扱うことが必要であり、時には葛藤も

生じるということを理解することを、ねらいとした。

　同教材から選択した17枚のカードと白紙のカードを1枚、全員に1セットずつ配付した。17枚のカード

には、いろいろな「豊かな」社会像が書かれており、個人作業で、自分自身にとって“豊かな社会”だと思

うカードを9枚選んで（選択肢になければ白紙に自由記入する）もらい、その後、何を選んだのかを3人グ

ループで共有した。グループで紹介し合ったら、9枚のカードを各自で3枚に絞って、さらにグループで

その考えとともに共有した。

　次に、各自が地域における「学びあい」の活動の中で働きかけたい対象の人を思い浮かべて、その人だ

ったらどのカードを選ぶのかを考えた。特定の誰か、というより、たとえば「高齢者」であればどういう

状況の高齢者かといったように、どのような状況や立場にある人かということで考えた。団体のミッシ

ョンとして想定している人や、団体として働きかけたい人で想定した。ただし、このアクティビティで

はあくまで想像で考えていることには注意が必要である。そこで、実際にその人たちがどんな“豊かな社

会”を望んでいるのか、本当に考えていることを知るには何が必要か、また、そうした人々とともにどう

やって活動していくかということも同時に考えてもらった。

　最後に次のことを確認した。日ごろの活動の中では、働きかけの相手に関してこちらが想定や想像し

ていることもあるが、「学びあいのコーディネート」を担う際には先入観にとらわれないように、それら
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10番は4人とも共通して出した。基

本的な最低限の安心は必要。2人共通は

15番。地域に仲間と居場所がある。興

味深かったのが、入院していた時、隣の

おじいちゃんがお金のせいで、生き方を

制限されていたという話題。お金が欲し

いのと、働かなくてもいいという生き方。

経済面で生き方が制限される世の中は

豊かではないのでは。今の世の中は豊

かじゃないね、という話になっている。

3人とも全部バラバラだった。○○

さんは他のものでも代用できるものは

抜いていた。□□さんと△△さんは自

然に重きを置いている。自然は社会と

経済が変わっていく中でも変わらない

ものという事で一致した。仲間がいれ

ば社会が回っていく。そういった自然

が壊れるという点では、仲間ときっち

り話し合っていけなければ、自然を守る

こともできない。3人ともバラバラのカー

ドが残ったが、話してみると、根幹にな

っている想いには近いものがあった。何

かを維持していくためには話し合い、自

分たちが考えて行動していく場が必要。

自然の捉え方がそれぞれで違った。

自分の生活のベースになっている土壌。

いろんな生物がいることで私たちは生

かされている。

3つに絞った時は、人と人との関係に

関連したカードが多くなった気がした。

10番のカードは共通していた。環境に

ついて今回は挙がらなかった。仲間と

話し合う中で環境についても考えてい

けるようにしたいという事で15番を挙

げた人もいた。○○さんは、先ほど、

9つの時は挙げていなかったが、大人も

また勉強したい時に勉強できることは

大切だということを納得して選んだ。

その辺りはやはり話し合いが大切なの

だと思った。

14番の地域の文化を若者に継承しよ

うと思うと、それが好きなうちはよい

が、強制されてやっていると自分の自

由な時間がないと感じてしまう。

3人とも10番を選んだが、それぞれ

の理由が違った。○○さんは、自分自

身の価値観として、多様であることを

否定されることが豊かではないと言っ

環境のカードが2つあったが、より大

きな意味を持っているカードを持つ5番

のカードを選んだ。

14番のカードを選んだ。自分の地域

の良さがぱっと出てこなかったことが

悔しかったので、選んだ。

私は働いた経験がないから2番を選ば

なかったが、立場によって、豊かさの

視点が違うのだなと思った。

9 枚 の カ ード を
選 ん だ 後 の 意 見 交 換

3 枚 に カ ード を
絞 り 込 ん だ 後 の 意 見 交 換

地域に信頼できるリーダーがいるこ

とが大事だという話をグループでした。

困った時に助けてと言える団体が地

域にあることが大切だと考えた。

みんなそれぞれほとんどばらばらだ

った。3人とも軸が違う。今の自分にと

ってうらやましいとかいいなという主

観で選んだのが14、15、10。自分が今

後就職する時に、男なんだから家族を

養える大企業に勤めろと言われるが、

自分はそれに関心がないので疑問に思

う。3枚に絞るためにレベルを考えて、

豊か・ちょっと豊か・とても豊かで分

けて、上の方にあるものを選んだ。

自由という言葉は出てきたが、自由

という言葉一つでも、自分は意見表明

ができる自由を選んだ。どのような状

況の自由を求めるのかは人によって違う。

選び方について、経験、立場、地域、

住んでいる場所がかかわっている場合

もある。○○さんの周りには自然があ

ふれていて、意識しなかったかもしれ

ないし、自分の活動では、見ている課

題、テーマが違う人、地域の中でも住

んでいるところが違うひともいる。そ

れぞれの背景を見据えて進めていくこ

とが次のステップなのではないか。

が本当にそうなのか、という事を検証していく姿勢が大切である。また、自分にとって“豊かな社会”が

そのまま持続可能な社会、公正な社会というわけではない。選んだカードをどう見直すと公正な社会に

繋がっていくのか、ということは、「学びあいのコーディネート」を担う役割として持っておく必要のあ

る視点だと考えている。「自分たちが望むこと＝みんなの幸せ」ではない、ということを考えていくこと

が、開発教育のいう公正さに繋がっていくのではないだろうか。

ていた。△△さんは小学校のクラスの

エピソードの話で、違いを攻撃の方向

にもっていってしまって、納得したり

我慢したりができない状況の話をして

くれた。自分は、大阪で在日、同和地域

の子に対する差別的な発言をした同僚

にショックを受けた、という話をした。

学びあいで、協働することの意義が

まだわかっていない行政の人々を対象

として考えている。理由としては、協

働することの意義や経験値があり、文

化が根付けば、自分たちが地域課題に

ついて、誇りを持って生きていける、

持続可能な地域につながると考えてい

る。協働の意義が分かってもらえてい

ないと、課題解決をするときに必要だ

と思ってもらえないと思い、選んだ。

「地域経済の活性化」が「豊かさ」と考え

るのではないかと考えた。協働するこ

とがまだわかっていない行政の人々は

大規模な商業施設や土木工事が豊かだ

と考えるのではないかと思った。

（協働することの意味が分かっていな

いことについて）色々困ることはあるが、

今まで何とか協働をしてもらっていた。

特にジョブローテションで変わってし

まう。どの部署も協働できるはずなの

に、住民は協働することで行政を育て

る徒労に終わるのは違うのではないか。

地域の課題を解決するときに、人を育

てるところからになる。そこからのス

タートではなく、それを踏まえたスタ

ートをしないと、課題解決できない。

協働はわかっておいてほしい文化。自

分で解決しようではなく、誰かと一緒

にできるのではないかと考えられるよ

うになれば行政も変わるのではないか。

地 域 の 人を 想 定 し た
カ ード 選 び の 共 有

対象は民生委員、福祉委員、福祉活

動をやっている人。高齢者、地域で気

になる人の見守り、訪問をしている人た

ち。カードは14番の地域の「歴史や文

化が若者に引き継がれている」を選んだ。

田舎で自分の地域を大事にする。若い

人が参加しないということがどこの地域

でも絶対に出てくる。若い人に参加して

ほしい気持ちが強すぎで、強制的な出

席が求められることがあり、自由な時間

が削られることにつながり、いやになる、

という悪循環につながっている。

　自分は消防団に入っている。無理や

り入れと言われたことが発端だが、自

分自身を納得させるために、地域のネ

ットワークに参加できると言い聞かせ

た。会議や訓練に時間が割かれる。仕

事優先と言うが、3回目ともなると断り

づらくなる。お互いが嫌な思いをする

ことになる。若い人たちが参加しない

状況で、どうやったら参加してくれる

ようになるのか。年長者が自分の経験

を1回リセットしないといけないのでは

ないかと考えている。

国際理解教育、開発教育にあまり関心

のない、教員や教育委員会を考えた。「大

人でも子どもでも必要な教育が受けられる」

を選んだ。国際理解教育、開発教育を行

っていくと大切だということが見えてくるの

ではないか。

研究会の定期セミナーに来て、何か

したいのにもやもやしている人。15番

の「地域に居場所がある」を選んだ。関

心があるが、やり方が分からない、仲

間がいない、という人は、意見が言え

る場所がほしいと思っているのではな

いか。何かやりたいと思っている人の

関心をつないでいくのが、自分のミッ

ションではないかと考えている。

県内小中高教員で、開発教育に興味

がない、仕事をこれ以上増やしたくな

いと思っている人…。2番の「尊厳をも

って…仕事に対価」を選んだ。15番、11

番も入るのではないか。根底では子ど

もたちが、思いやりがあってたくまし

く育ってほしい、と考えているのでは

ないかと思った。

セミナーを年に3回開いているが、打ち

上げ花火的な感じで、計画するが汗はか

かない。教員の人に打ち上げ花火として

お膳立てしない会を催したい。我々自身

も参加者と一緒になって考える会にしたい。

話題提供として、以前は先生のため

の「ゆるカフェ」をしたら、教員が来な

かった、教員が主催したからだろうか、

という話があがった。教員だけが地域で

はない。ニーズは団体の方針の中にある

から、そこからターゲットを絞っていく。

自分の考えと団体としての役割とい

う視点しかもっていなかった。今まで個

人を対象とした仕事をしてきて、何を求

めているかを聞いて、その上でお手伝い

をしてきたが、まだ自分自身地域の人々

が何を求めているかを十分に把握でき

ていなかったという事を知れてよかった。
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（６）各団体の活動紹介とコンパス分析

　コンパス分析は、「自然」「経済」「社会」「意思決定」の４側面から物事を見ていくためのツールである。

各団体の活動において設定した地域の課題についてコンパス分析を使って分析することで、課題認識や

活動内容がある特定の分野（たとえば「自然環境」や「経済」といった分野）だけを見据えていないか、考慮

が足りない側面がないかどうかについて考えることをねらいとした。この話し合いを通して、各団体の

活動が持続可能な社会にどう繋がるのかを考える入口とした。

　分析作業をする前に団体紹介として、各団体から「学びあいフォーラムの活動を通して取り組む地域の

課題」「活動をとおして目指したい地域」「課題を設定したプロセス」「活動の内容」について紹介してもらっ

た。発表団体以外の人は、発表を聞きながら付箋紙に「質問したいこと」「気になること」を記入した。そ

の後グループに分かれ、自分の地域以外の一つの活動について記入した付箋紙をもとにコンパス分析の

４つの軸で活動について分析の話し合いをした。このようにして、各団体の課題設定や活動について自

分たちの思惑を離れて他者の視点を通して見るというプロセスを通すことで、自分たちがどのようなフ

ィルターを通して地域を見ているのかが再確認できるとよいと考えた。最後に、他団体の参加者からの

コメントを受けて、活動計画をどう改善していくかを検討した。

【八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」】
◯今年やりたい事を重点的に話したい。2011年の震災の後

に、自分たちのやりたい事を市民と一緒に学んでいこうと

いうことになった。市民との学びを通じて、ネットワーク

を広げ、未来につなげたいと思った。フェアトレードの講

座をフォーラムの1年を通して実施。今年はそれを受けて、

地域のマップ作りを行う予定。助成金をもらうことが決ま

ったので、何が何でも実施する。事の発端はフェアトレー

ドが知られていないということにある。魅力的な資源が八

王子の中であまりにも知られていないことが課題。その理

由は、地域が好き、期待感、わくわくする体験が少ないと

いうことにつながると思う。わくわくすると次の活動につ

ながる。

◯マップ作りはメンバーを公募してやっていく。9月に募集

をかけてマップ作りの方法を学ぶ。10月に地域を知り、場

所の策定をする。11月にフィールドワークを実施し、12月

に候補地を選びながら、さらにフィールドワーク、話し合

いの場を設定する。1月にマップの最終デザインコンペを行

い、2月にマップの完成記念パーティーをする予定。候補地

をどう選んでいけばいいのかを皆さんから知恵をいただい

て考えていけたらよいと思っている。

【IVYyouth】
◯IVYyouthがこれまでどんな活動をしてきたか紹介する。

パンフレットと資料も一緒に見てほしい。2010年から仙台

と山形の学生が中心になり活動している。カンボジア教育

支援プロジェクトがメインだが、どういったものかという

と、カンボジアのスバイリエン州の農村部、スバイチュル

ン郡で活動している。小学校で活動をしているが、教科書

や教員などの数が足りない状況で、教材不足を解消するこ

とで学力を底上げすることを目的に活動してきた。春と夏

の2回、学生の長期休みを利用して算数ドリルを配布してい

るが、スバイチュルン郡の60校すべてに配布することを目

的にして活動をしてきた。今年の春に配布し終えたので、

この後、IVYyouthがスバイチュルン郡に残って活動するの

か、他のところに行って活動するのか、迷っているという

のが課題になっている。

◯自分たちの地域が抱えている課題を私たちがどのように

拾っていくのか、どう見つけるのか、というのがまだ見え

ていないのが課題になっている。現地の人もどんな課題を

持っているのか見えていないという状況なので、私たちと

現地の人両方に必要なものや方法を、このフォーラムを通

して考えていきたい。この取り組みの先に、どのような地

域を目指すのかというについては、今は自分たちが支援す

団 体 紹 介 の 共 有

る立場だが、将来は現地の人が自分自身で解決していける

地域を目指していきたい。

◯60校配った後にどうするかについて。スバイチュルン郡

の先生たちのコミュニティが形成されてきていて、最初は

そこに入ろうとしたが、先生たちどうしで話し合う環境が

できてきていた。新しい支援地域に行くのか、または同じ

ところで違う支援をするのか。今は考えている状況である。

カンボジアは出ずに、活動するならばカンボジア国内で続

けていきたい。

【とよなかESDネットワーク（TEN）】
◯リーフレットは主にESDを学びたい人を対象としている。

ここでは学びあいフォーラムでやりたいことについて説明

する。ESDを通じて、地域を持続可能にしていきたい。描

く地域は、どんな環境にあっても誇りを持って生きていけ

る社会。豊中の中で、誇りを持ち、自分の場所があり（心身

ともに）、という地域を目指しているが、そのような土壌が

あったとして、アクセスできている人、気づいていない人、

知らない人がいる。そういう人をつないでいき、コーディ

ネーションすることで社会課題に有機的なつながりを持た

せて解決していきたい。変革できる人のための講座などを

行政などでやっている。

　対象は、子どもや若者。未来を担う人たちが、どんな環

境でも自分らしさを持って生きていけるよう、そういう場

を作りたい。子どもと若者だけにアプローチするのではそ

ういう場はできないので、多様な場、学校、行政などにア

プローチしている。事業数は多い。

◯学びあいフォーラムの中では、特に「協働の文化づくり」

をやりたい。現在、行政の協働担当者の研修を請け負って

いるが、行政職員からは協働は面倒と声がどうしても出て

くる。地域の社会課題の解決やそのコーディネーションを

するとき、「協働」という考え方はとても重要になってくる。

それが、豊中でいちいち言わなくても、文化のように根付

いてくれればいいと思い、TENでは「協働の文化づくり」を

すべきではないかという話になっている。しかも、それを

団体だけでするのではなく、豊中市の協働市民事業提案制

度を利用し、団体から提案することで、行政と協働で、こ

の「協働の文化づくり」を行うことを考えている。すでに提

案は終えていて、今、行政と具体的な事業の内容について

話し合っている。事業の内容としては、「豊中市内の協働で

【大牟田市社会福祉協議会】
◯私たちは福祉コミュニティづくりと地域づくりの推進と

いうことをしている。今年のフォーラムでとりくみたいこ

とは社協の福祉教育である。障害のある人、関わっている

人のコーディネートや学校の先生と一緒に話したりしてい

る。そんな中で私たちが行う福祉教育ってなんだろうと考

えた。障害者や高齢者のこと、正しい理解だけではなく、

正しい理解から自分たちの地域を考えることを進めていき

たいなと思った。暮らしやすい社会にしていくには住民同

士の声掛けなど、住民自身が考えられるように福祉教育を

通して、地域に住む人たちを互いに認められるような、福

祉教育を作りたいなと思う。

◯社会福祉協議会自体、みなさんどのくらい理解されてい

るか。私たちは地域の人たちが地域のことを自分たちで考

えるサポートをしていく。地域の人が「この部分は行政に」

「この部分はNPOに」「この部分は社協に」というように、自

分たちで選択できるような地域を作っていきたいと思う。

これまでの福祉教育は車いすの貸し出しなど、体験のもの

だったが、この人たちとどのように同じ地域で暮らしてい

くのか、という視点がなかった。これは子どもだけでなく

行われた事業がどのような成果を生んだかの評価」や「協働

とはなにかを話し合って、方向性を考える話し合いの場の

設定」、「今後の協働の評価指標を作成」、「協働の研修で使

う教材開発」などを考えている。

◯こういった取り組みを通じて、地域の課題に多くの多様

な人が協働でかかわれる状態が定着することで、課題を解

決しやすい地域づくりにつなげていきたい。それは、TEN

が描くどんな環境にあっても誇りを持って生きていける社

会の土壌になると考えている。
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大人も考えないといけないことである。今回はこうした視

点で進めていければと思う。

【にいがたNGOネットワーク 国際教育研究会】
◯「にいがたNGOネットワーク」は、新潟の国際協力NGOを

つなげてなにかできないかと考えてできたもの。なかでも

教育に特化したのが「国際教育研究会」。本年度で2年目。年

に3回程度のセミナーを実施し、国際フェスティバルにも出

展した。

◯チーム新潟のモヤモヤの方向性を見出したい。打ち上げ

花火的、やりっぱなし、単発の講座になっていて、やりた

い思いへのアプローチ不足で、気持ちのある人をつなげら

れていないという課題。そうした教員を対象に、フォロー

アップ、私たちのアプローチの仕方、次のステップの持ち

方を見出したい。教員に限定しない多様なテーマや、教材

開発を通じた国際教育の展開も考えたい。これ以上に人と

人をつなぐアプローチの仕方を、フォーラムを通じて見出

せるかもしれないので、ご助言いただきたい。ビジョン、

ミッション、パッションを明確にしたい。

他 の 人 か ら の コ メ ント を 受 け て

【にいがたNGOネットワーク 国際教育研究会】
◯セミナーを年3回開いているが、インプットだけだった。

集まった人と私たち自身がどうアウトプットしていくのか

が盲点だった。我々自身がお互い切磋琢磨してフォローア

ップしあっていくことが草の根の仲間づくりを深くしてい

くのかなと思う。また、学校と地域が水と油だと思ってい

たが、学校も地域の中にあるもの。でもどっちに力を注ぐ

のかなどまだもやもやしている。

【大牟田市社会福祉協議会】
◯気付いた点で大事にしていきたい点は、いろんなところ

でやっている福祉教育のコーディネートはどこがするのか

ということ。答えは社協かな。国際的な視点はなかったな

と思った。社協の存在があまり知られていないことは気づ

いていたが、付箋が3つも出てくると、広報もがんばらない

と、と思った。

【とよなかESDネットワーク】
◯一番たくさんシートをいただいた。協働は分かりづらい

概念で抽象的なので、みなさんが書いてくださったことは

もっともだと思った。なぜターゲットが若者・子どもなの

か、というところは今後もうちょっと考えていかなければ

ならない。リーフレットにこれまでの活動が紹介されてい

ると分かりやすいというありがたい助言も。興味のある方

は個別に質問をしてほしい。

【IVYyouth】
◯盲点は、なぜ農村部の貧困に取り組むのに算数教育なの

か。自分たちにできるのは教育支援というのを、流れのよ

うにやってきていて、そこを考え直す必要を感じた。また、

問題解決の主体は誰かという視点。先生たちを主体にやっ

ていこうと思っていたが、先生たちは乗り気ではなく、結

局自分たちが主体になっていた。これから考えていきたい。

【八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」】
◯フェア感を持って帰ろうと思う。誰がマップ作りに参加

していくのか。どうチームを作っていくのかを持ち帰って

検討したい。マップをつくるにも、エコなマップ、紙に地

域の素材を使うなどこだわっていきたい。八王子に住んで

いる色々な背景の人が関わる、作業のプロセスで出してい

けたらいいという事に気づいた。

「 学 び あ い フ ォ ー ラ ム 」
フ ェ ー ズ 1 　

日時：2017年6月25日（日）
　　　9：00～ 15：30
場所：JICA東京（講堂）

2 日 目

プログラム
（7）	アイス・ブレーキングと前日のふりかえり

（8）	評価指標の作成（グループワーク）と発表

（9）	ふりかえり

（7）アイス・ブレイキングと前日のふりかえり

　参加団体の新潟NGOネットワーク（RING）がアイスブレイキング「バインダーリレー」を企画・進行した。

3グループに分かれ、各グループが輪になってバインダーを手を使わずに1周させスピードを競った。

　その後、前日のふりかえりとして、どのようなことをしたかを確認した後、一連のプログラムやプロ

グラム外の会話などから、気づいたこと・発見したことなどを書きとめ、3人1組になって共有した。

（8）評価指標の作成（グループワーク）と発表

　演習は、「どのような社会・地域をめざすのか」を明らか

にしたうえで、その実現のためには誰が・何がどのような

状態になることが必要なのかを考え、その状態を測ること

ができる指標と目標値を立てることで、改善点を見出しな

がら、つねに手段を見直していく考え方を身につけること

をねらいとした。

　最初に、評価の定義、評価の目的、評価の視点、目的と

手段の関係、問題の類型を確認した。また、今回は設定型

問題を解決する過程を扱うことを説明した。まず団体・組

織ごとに「ミッション」を確認し、次に「誰が・何が」「どのよ

うな状態になっているのか」という具体的な状態を書き出し、その状態が実現しているのかどうかを測る

ことができる指標を考えた。最後に、作業を通じて気づいたことやもっと知りたいと思ったことを発表

した。

　演習では、この一連の作業を完了させることが目的ではなく、考え方と進め方を理解してもらい、各

団体・組織で話し合いながら進めることが重要であることを確認した。加えて、自らが描いた持続可能

な社会・地域づくりのどこに現在の取り組みが位置づいているのかを意識することによって、「私たち」

だけではなく市民と一緒に進めていくことの必要性に気づくこと、めざすアウトカム（成果）を実現する

ために関係者が協働していくことで責任を分担していくシェアードアウトカムの考え方を共有した。

【八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」】
◯地域がどうなっている状態を目指すか、そのために私た

ちができることってほんの一部。他の団体と連携していか

ないと、目指す地域が出来ないことに改めて気づいた。

気 づ い た こ と な ど の 共 有

◯難しかったが、やっていくことが大事。自分たちがめざ

していることがあいまいだという事が分かった。想定して

いる対象が存在するのか、独りよがりになっている、でも

やらなければならないということを再確認した。
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【IVYyouth】
◯一番上に行くためには、やらなきゃいけない課題が最初

は大きく感じていたが、段の下に行くと自分たちがやらな

きゃいけないことが見えてきた。文章や言葉にしていなか

ったので、ワークを通してできてよかった。

◯プロジェクトのやり方に固執していたが、一つ一つが何

のためにあるのかということが整理できて、自分たちが目指

す地域のためには何をすればいいのかが分かりやすくなった。

【とよなかESDネットワーク】
◯去年「共有した」と思っていたが、言葉足らずでどっちと

もとれる言葉を使っていたのだと気づいた。ビジョンやミ

ッションから出発したときに「こういう状態」と「課題」の関

係性が少し難しかった。

◯書き出して見える化することは大事だと思った。文字に

おけないということは見えてないということだと思う。

【大牟田市社会福祉協議会】
◯地域の人が安心して暮らせる状況になるためには？その

ためには？⇒そのためには？と順を追うことで私たちがで

きることがわかってきたし、取り組み方も変わってくるこ

とが分かった。相手を変えるのではなくこちらが働きかけ

を変えていくことが必要だと思う。

◯自分たちがやるからには「具体性」をもたせないと、その

中の誰がやるのか、主語を具体的にするとやることがもっ

と見えてくると思った。

【にいがたNGOネットワーク 国際教育研究会】
◯「セミナーに来た参加者」のあとに続く「そのために」とい

うオレンジの部分が「私たち」になることがわかり、結局変

えたい・変わりたいというのはあるものの出発点は自分た

ちにあるのだと気づけた。

◯ビックビジョンはあったが、そのために具体的に何をや

っているのかを明らかにしないと、評価を明確にできない。

自分たちはどうしていこうかという事をこの時間に掘り下

げることができた。

◯ミッションを掲げることは大切だが、これまでの活動歴

によって変わってくる。昨年度に研究会としてやってみて、

課題やモヤモヤが見えて、1年間やってきたからこそ、この

課題が見えてきたよねということが分かった。ただ、ビッ

グミッションは変わらずに持っておく必要がある。

◯目指す姿に向かってやっていくんだという事が明らかに

なる。誰々がこうなるために自分たちは何ができるかとい

う事が明らかになる。こうやって可視化できる方法はいい

なと思った。

Q　私たちが課題と思っていることはどう書いて行けばい

いのか。

A　コーディネーター（以下CDN）：課題という用語は人に

よって使い方が異なるため、具体的な言葉で表現すること

によって認識のズレをなくす。そのために、めざす状態と

現在の状態という「状態」で表現し、そのギャップを埋める

質 問

ために必要なことを設定する。現状を書き出せないという

ことは、地域をみる（分析する）ことが意識されていないと

いうこと。問題意識をもつことは難しいが、コンパス分析

などを用いて、自分たちにはない視点で地域をみていくこ

とが必要だろう。多様な視点でみることができるようにな

ると、様々なところと協力できるようになる。

ムが高まるってどういうことなのだろうかと考えた。生徒が言ったことは、ワークショップに参加する

中で「発言する機会が増えた」、「自分で手を挙げて発言した」、ということだった。これがその子にとっ

てはセルフエスティームが高まったということなのかもしれないという仮説を立て、評価していけるよ

うな調査をした。ワークショップを通して働きかける住民と一緒に話したりする中で、評価指標を考え

ていくことが大切だと気づいた。ある女の子は、自分にとって重要な7つの事がある。友達がいる、支

援してくれる人がいる、など…それが彼女にとってはエンパワーメントの指標となるものだった。この経験は、

私がエンパワーメントとは何かを考えるきっかけになった。働きかける住民と一緒に活動しながら、指標をつ

くっていく。「その人たちがこうなりたいと思う状態」を住民と一緒に指標化していく、という考え方である。

　よく自治体の研修を行うと、「指標リストをください」と言われることがあるが、それで本当にみんな

がなりたい状態になるのかは疑問である。自分たちの指標をぜひつくっていただいて、地域の計画にも

取り入れてもらうと、これまでと地域の取組みが変わってくる。指標を変えることで、今の活動を変え

ていける、それを後押ししてくれるようなものにもなる。

　評価というのは、「社会の改善活動である」。評価とは何かを切り捨てたり、排除するためのものでは

ない。力を貸してくださった人たちと、活動を分かち合って、また一緒に活動していく。評価アレルギ

ーの方もいると思うが、改善活動だと思えば、お互い学びあいになる。

　今日は評価をどのようにするのか、どのように測るのかを明らかにするのかが大事だということを共有して

きた。測れないものを指標にしても意味がない。なるべく簡易な、コストがかからない方法で集められる情

報というのも大事になると思う。よく、アンケートに書いているような質的なものは評価できないのではない

かと言われることがある。質的なものを評価したかったら、たとえば今回のプログラムで参加者が「どれくら

い参加を実感できたか」という指標をつくって評価することもできる。最後のふりかえりの時に選択肢に〇を

つけてもらい「なぜ」そうなのかも書いてもらう。こうした記述を参加型の手法では大事にしている。

　アンケート以外の評価方法だが、たとえば、セミナーを受けた人が実際に行動するということを目標

にしている場合は、参加した人が自分でセミナーを開くとか、他の人に話をしているとか、そういうこ

とを指標にして測ることができるだろう。

（9）ふりかえり

　ふりかえりシートに個人で記入し、その後少人数で話し共有するバズセッションを数回行った。ふりかえり

シートでは、2日間を通しての学びや今後、地域で活かしていけることなどを考えた。その後のバズセッション

では、自分が最も周囲の人たちに伝えたい事や、もっとも印象に残ったことを中心に話し合った。

　本セッションの最後に、コーディネーターから次のようにコメントがあった。

　指標に置き換えられないものは、代替指標をつくる。もしもできなければ一緒に考える。以前、セ

ルフエスティームが高まるとはどういうことなのかと聞かれて、私たちは答えられなかった。それで、

実際にカンボジアに行って高校生と一緒にそれをワークショップで考えた。

　自分や地域を見つめ、それによって考えた必要な取り組みを地域リーダー（長老）、地域住民、保護

者の前でプレゼンするという内容だった。参加者にふりかえりをしてもらう中で、セルフエスティー

（1日目「豊かさと開発」のワークショ

ップについて）自分たちが働きかけたい

人、届けたい人を改めて言語化するこ

とで、いかにつながりが実際にはない

か、今の声を聞けていないかが分かっ

た。

ふ り か えり シ ート の
コ メ ントか ら（ 抜 粋 ）

「よりよい地域」とは、そこに住む人

々にそれぞれにとって「良い」ものでな

くてはならず、立場や状況によってそ

れは異なる多様なものなのだと認識が

変わった。

地域と私たちの活動は分断された関

係ではないということ。地域と学校も

同じ。地域の中の“私”としてよりよく

持続可能な社会の実現に向けて行動し

ていく必要がある。
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「 学 び あ い フ ォ ー ラ ム 」
フ ェ ー ズ 2 　

日時：2017年7月22日（土）
　　　11：00～ 17：00
場所：富坂キリスト教協会1号館

（1）導入

　フェーズ2の趣旨説明とスケジュール、配布資料の確認をした。

　フェーズ2の主な趣旨は、前回の宿題として各団体で作成してきた、評価指標を確認し、各団体でフェ

ーズ3の活動計画を作成することである。フェーズ2のふりかえりシートを配付し、プログラムごとに書

いてもらった。

（2）アイスブレイキング・ルール作り

　初対面の人も多いので、自己紹介を兼ねた「自己紹介ビンゴゲーム」を行った。

　最初に個人作業で、ワークシートの9つの枠に書かれた項目について、自分自身のことを記入する。

記入したら、順番に1人1項目ずつ発表しながら自己紹介をする。聞き手は、発表者と同じ回答であれば

〇をつける。ビンゴをめざすが、最後の一枠を自分で言ってビンゴにするのは禁止。（参考：こどもとあ

そぶ	http://kodomotoasobu.com/）

　「自己紹介ビンゴゲーム」で全員が自己紹介をした後、「みんなが参加しやすい環境をつくるためのルー

ル」を、フェーズ1で出されたルールを参考に、今回のルールについてグループになって考えた。

プログラム
（1）	導入

（2）	アイスブレイキング・ルール作り

（3）	フェーズ１のふりかえり

（4）	フェーズ１の宿題の共有

（5）	「学びあいフォーラム」での活動計画の具体化と指標の作成

（6）	「学びあいフォーラム」におけるふりかえりの確認

（7）	本日のふりかえり

個人で何を考えるか、社会で何が必

要かということを自分も考えたかった

と思った。

「 豊 か さと 開 発 」に
つ い て の コ メ ント

豊かさと開発。それぞれの立場、地

域によって選ぶカードが違うので、考

え方が違うということに気づいた。

評価指標の妥当性について。子ども

の実態とずれていることが多く、しっ

かり調べる必要があると思った。狙っ

たことの指標をつくる時に何に気を付

けたらいいのかが分からないので聞き

たいと思った。

話し合いをする中で、目指す姿を共

有して何ができるのか。目指す姿をど

ういう基準で考えるのか、何を目指す

姿と考えるのか、発見だった。

他の団体からよくわからないと言わ

れて、自分の中でもはっきりしている

つもりだったけどはっきりしていなか

ったというショックと気づきがあった。

今まで考えたことがなかった視点を

得られた。地図づくりの素材について

の言及もあってよかった。

「 コ ン パ ス 分 析 」に
つ い て の コ メ ント

私は前回出席しなかったので、コン

パス分析がよかったといわれて、何が

どう良かったのか興味がそそられた。

他の地域について分析をするのが難し

かったと聞いた。

フェーズ2ショックのことが他地域に

も共有されていて、僕は何をしに来た

のかと去年思った。団体が学びあいフ

ォーラムに関わる意味はあるのかとい

うことを話し合う機会になってよかっ

た。

自分たちの活動を見直して、あらた

めて考えていく必要があるなと感じた。

自分たちが行っている支援を、地域

の人たちから評価してもらえたことで、

より自分たちの活動が明確になったの

ではないかと思った。

フェーズ1に参加したメンバーと、し

なかったメンバーで意見が違った。参

加したメンバーはもやもやして帰って

きた。しなかったメンバーは、違った

意見が出て面白いと言っていた。

CDNチームとしても指標づくりをし

たが、具体的にステップを踏んでいく

のが難しいことを実感した。

「 活 動 の 評 価 指 標 づ くり」に
つ い て の コ メ ント

（3）フェーズ1のふりかえり

　今回初めての参加する人もいるため、簡単にフェーズ1のふりかえりをした。

　A4サイズの紙を配り、フェーズ1の参加者が、最も印象的だったことや嬉しかったこと、衝撃的だっ

たこと、びっくりしたこと、気持ちがクリアになったこと、まだしっくりこないことなど、何でもよい

ので思い出して一言記入し、その後全体で共有した。

　共有の前に、コーディネーターからフェーズ1について説明した。説明の後、参加者が紙に書き、それ

を全体で共有したところ、下のような意見が出された。
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（4）フェーズ1の宿題の共有

　宿題を他団体に共有するにあたり、次の項目を中心に、各地域に分かれて宿題を補足する作業をして

もらった。項目の1つ目は団体の簡単な概要、2つ目は団体がどういう社会や人の状態を目指しているか

というビッグビジョン、3つ目はミッション、4つ目が「誰が/何が○○な状態となる」という形で考えてき

た「目指す状態」、5つ目は活動の名称。まだ定まっていないところは午後に考えればよいとした。

　作業に先立って、コーディネーターから「学びあいフォーラム」の趣旨と作業のねらいについて再度、

次のように確認された。

　「学びあいフォーラム」では、持続可能な社会・地域づくりとしての2つのポイントがあると考えている。

1つは、地域づくりのありようは地域それぞれであるべき、ということだ。地域の固有の文化や歴史、経済、

人々の暮らし方などに基づいてそこの人々自身がつくっていく、という意味である。もう1つは、「公正」

な社会・地域をつくっていくという方向性がある、ということ。例えば、SDGsは「誰も取り残さない」と

掲げるが、それはつまり誰か一人でも取り残されれば公正とは言えない、ということを意味している。

地域でも同様のことが言える。

　「学びあいフォーラム」では「学び」を広くとらえている。教室の中で起こることだけが「学びあい」では

なく、事業を企画するために誰かに相談しに行くなどの、人と人が双方向で知恵を出し合ったりお互い

の働きかけがあったりすることを「学びあい」ととらえている。したがって日常生活でも学びあいは起こ

る。そのようなものとして「学びあい」を考えると、この場で起きていることだけを「学びあい」としてと

らえているだけでは不十分となる。それに加えて、ここに来るまでに誰が関わって、何をつくってきた

かという所までを考える必要がある。ここにいる人たちは、地域で色々な「学びあい」を形作っていこう

としている人たち、つまり「学びあいのコーディネート」をしている人と考えることができる。

　各団体で一通り作業をしたあと、全体で各団体の計画を以下のように共有した。

うフォローアップができていなかったことが課題。今年は

来ていただいた方へのフォローアップをしていきたい。

　ビッグビジョンが大きすぎてどのようにやっていったら

いいかわからない、教育界にも逆風が吹いている。何かや

ってみたいという人が1人でも2人でも増えたらいいのかな。

興味を持った人たちに仲間になってもらう。セミナー

後しばらくたってから「どうですか?」とかメールで聞いてい

けたら。せっかくDEARから声をかけてもらったので、他団

体からも学んでいきたい。

◯CDN：担い手を育てるためには賛同者を得たい。仲間に

引き込んでいく。そのためにフォローアップ。そのために

は他団体から学ぶ。このように段階的に進んでいくことで

ビジョンに近づいていく。それでは、宿題に取り組んで気

づいたことを。

◯去年は3回のセミナーをどう成立させるか、何人来てもら

うかということばかりだった。宿題出されてから、フォロ

ーアップしていないじゃないかということに気づいた。

【大牟田市社会福祉協議会】
◯福岡県の大牟田市で地域福祉の向上に取り組んでいる。

主に地域で活動している人から相談を受けたり一緒に活動

したりしている。ビッグビジョンは誰もが安心して暮らせ

る地域づくり、ミッションは住民が安心して暮らせるコミ

ュニティづくり、目指す状態は住民が地域の福祉課題に気

付き考え行動すること、そのためにはわたしたち地域支援

担当が住民と一緒に地域課題を考えるWSプログラムがある

といいなと思っている。名称はWSプログラム作り（仮）。昨

年チーム「カラー」を作った。地域の方の声を募集してやっ

ていきたいと思っている。

◯CDN：安心して暮らせる状態になることとは、地域住民

が考えているだけか。話したことがあれば。

◯地域の住民が課題に気づいている状態で、私たち職員が

一緒に考えている状態、といった話は出た。

◯CDN：課題に気づくために具体的に校区住民と一緒に考

える、ということになぜ気づくことにつながったのか。

◯課題は何かということが、私たちと住民の感覚が違うか

もしれない。話し合う中で一緒に作っていければと考えて

いる。

◯CDN：実は住民の人の方が地域のことをわかっているか

もしれないし、専門職のもつ目指す状態に対して地域の状

【とよなかESDネットワーク】
◯小さい子供からシニアまで幅広い層への学びを考えてい

る。ビジョンはどんな状況でも誇りを持って生きていける

⇒多様性が尊重され誰もが生きやすい社会である⇒そうな

るために行動できる人を育てる、言い換えると、誰もがお

もろく生きていける社会だと、2段階に分けて考えた。誇り

を持てること、おもろく生きられること、そうした人たち

を育てていけること。

　おもろいとはどういうことか。一般的な言葉で置き換え

ると、前向きだったり楽しかったり、心が動く行為など。

いろいろなことを包括した言葉なのだと。子どもたちがお

もろいを探す力をつけられるようになっていけばいいなと。

私たちや学校、周りの人、行政などが協働することが必要

だと。活動の内容をもう少し詰めていきたいと思う。

◯コーディネーター（以下、CDN）：この宿題に取り組んで

みて気づいたことがあれば教えてほしい。

◯おもろい、というのがなんなのか共有できたと思う。イ

メージの状態を具体的なものに落とし込むという作業がで

きた。

【にいがたNGOネットワーク 国際教育研究会】
◯海外の社会で地域社会に溶け込んで日本人が活躍してい

ることに感銘を受けて、それを新潟に活かそうという想い。

残念ながら指導要領にはESDの記述はほんのちょっとしか

なく、英語化に押されていて風前の灯。我々が頑張ってい

くということに存在意義があるのではないか。セミナーを

開くというの

を毎年やっている。今年の9月は阿部さんに来てもらい、シ

リアについてのワークショップをやってもらう。去年も3回

やったが、参加していた人たちがその後どうなったかとい

態が今どうなんだろうと一緒に話すことで、住民の人が気

付く機会を与えることにもなるだろう。それが一方的では

なくて学びあい、ということになると思う。

◯宿題に取り組んで気づいたことは、最初はマップ作りと

いう今やっていることから考え始めたが、WSプログラムの

中で手段の一つとしてマップ作りなんだと気づけた。住民

と私たちの課題の見方が違う中で、共有したければ課題と

思うことを共通の指標で測れれば考えられるのかなと思う。

【IVYyouth】
◯山形と仙台の学生が中心となった団体。2010年から活動

していて、カンボジアの地域の教科書不足に取り組んでい

た。それが一段落ついたので、新しい活動に取り組んでいく。

　ビッグビジョンが貧困削減。そこに向かって、子どもた

ちが自由に選択できる社会・地域。そういう地域にしてい

くためには、まず児童たちが義務教育を受けていることが

大切なのではないかということが意見として出た。義務教

育をみんなが達成するためにはどうしたらいいのか。例え

ば、児童が意欲的に学習に取り組むことによって積極的に

学校に行く。大人が教育の大切さを理解している。では、

子どもが意欲的になるためには、教員が分かりやすい授業

を行っている状態。教材・教具が整っている状態。教員が

分かりやすい授業を行っている状態とは、教員が生徒のつ

まずきを理解している状態。学校の整備が整っている状態

とは、教材を1人1冊持っている、副教材が充実している。

IVYユースは新地域に行くためにユースがどういう状態にな

っているべきか、ということで、カンボジアの教員や児童

と一緒に課題解決を一緒にしていける状態、教師にユース

が信頼してもらっている状態。活動名称としては、支援地

域新プロジェクトのための調査。

　宿題に取り組んで気づいたことは、学生団体なので3年た

つと人が入れ替わる。したがってビッグビジョンが共有さ

れないまま活動が始まってしまっていたことに気付いた。

◯CDN：自分たちの変化も周りの人たちに含めて考えてい

こうとしているところがよかった。

【八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」】
◯市民の有志が企画発案してさまざまな学びの場を作ると

いうことをしている団体。憲法カフェや福島の勉強会など

のようなテーマの講座やワークショップを企画している。ビ

フェーズ 1 の 宿 題 の 共 有



26　持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム 持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム　27

ッグビジョンは「未来に手渡せる地域を選び取ろう」である。

　市民の学びを通して、人をつないでいきたい。手渡せる

地域というのは持続可能な地域だと思っている。ミッショ

ンの実現のためには、まず知り合う、つながる、学ぶ、そ

して学ぶだけではなくて具体的な地域の活動につなげてい

きたい。そのために学びの場に参加したり、自ら作り出せ

る、語り合える、他の地域の市民を犠牲にせずに生きてい

ける、豊かな自然環境の中で生活できるなど。たとえばフ

ェアトレードやエシカルなものを買えるとか。私たちがそ

のためにする活動は、持続可能な地域を描くマップ作り。

こういう状況になりたいという地域を可視化したマップ作

りを進めていきたい。終了時には、作成にかかわった人の

学びあいが進んでいること、人や場にアクセスしやすくな

っていること。3年後はバージョンアップしたマップを作っ

ていきたい。人を巻き込んで作っていけば学びの場になる

う一度検討しながら書くようにした。

　作業のあと、いくつかの団体から作成した計画について発表してもらった。

し、ツールにもなると思う。

　気づいたことは、大きなビジョンをかかげると、こうな

ってほしいということがたくさん出てくる。その一方で具

体的に私たちができることへの絞り方が難しかった。頭の

中がぐるぐるしてしまう。自分たちの活動がどこに位置づ

くのかをはっきり意識しないと漂流しそうになるとやりな

がら感じた。

◯CDN：自分たちの団体の活動の位置づけをきちんと関係

者が共有することで、ぶれがなくなってくると思う。評価

指標のところを楽しみにしたい。最後、位置づけといって

もらったが、理想は高く持っている。部分だけではなくビ

ッグミッションを意識するのが大事。参加が大事、では参

加のためにはミッション・プロセスを共有していく、のか

なと思った。

（5）「学びあいフォーラム」での活動計画の具体化と指標の作成

　「学びあいフォーラム」のフェーズ3で取り組む活動計画の具体化作業を、各団体で取り組んだ。作業に

あたり、コーディネーターから、活動計画と評価指標を作成することの意味について、次のように説明

があった。

　評価とは「事実を特定して価値判断すること」である。価値を判断するためには、自分たちが何に価値

をおくのかということを明らかにする必要があり、それがこれから作る評価指標にあたる。活動を改善

するためには、どういう意図をもって実施し、実施した結果をどう評価するのか、を考えていくことが

重要になる。皆さんが何に価値を置いて活動に取り組むのかということを、意識して取りくんでいけれ

ばと思う。テクニカルにやろうとすれば計画はできてしまうが、ここでは、言葉をきれいにまとめ抽象

化することではなく、まずはとにかく徹底的に具体的に書いて、自分たちが実現したいことを考えて文

字化したい。たとえば「参加度」とか「就業率」とかいう言い方ではなく、「どこどこ小学校の6年生何人が

小学校を卒業する」、というように具体的な表し方をしてほしい。まずは具体があって抽象化というステ

ップを踏んでいけたらと思う。

　宿題と先ほどの作業では、大きなビジョンから具体的な活動を考えたが、この時間の趣旨は、具体的

な活動が大きいビジョンにつながっているのかを各団体が考えることである。つまり、活動が持続可能

な地域社会づくりにつながっているのかということを確認することがねらいである。

　作業手順は、次のように行った。模造紙を各地域に配布し、一番左側にフェーズ3で取り組む活動名称

を記載する。次に、フェーズ3の活動によって何を目指したいのかという目標を記載する。複数ある場合

もすべて記載する。その次に、その目標が達成されるとどういう変化が起こるのか、という、起こした

い変化を記載する。その変化が起こることで何をどうするのか、さらにその変化が起こるとで何をどう

するのか、というように、より上位の目標を考えていく。活動目標の書き方は、対象：誰が、何が、ど

うなるのかということを具体的に書いてもらった。それまでに作成した資料を見て写すというより、も

【八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」】
◯私たちが予定しているのは持続可能な地域を描くマップ。

目標で上げたのは、作るのに関わった人が持続可能な地域

についてよく知っている・学んでいるということ。一緒に

共通理解をつくっていけるからである。関わった人が掲載

の基準といった細かい基準や、そもそもの持続可能な地域

というものの共有ができている、横のつながりがある状態。

掲載された様々なものの情報を知って、そこへのアクセス

が容易になる。実際にモノを売るストアとマップが連動す

る、というのが来年までの目標である。21年までは、マッ

プを見た人が自分たちの地域が魅力的だと感じること、実

際に行って訪問者やお客さんが増える。その場の事業に参

加する人がふえる。マップもより良くなることを挙げた。

ウェブでもマップをつくるかもしれない。それを見た人が次の

マップづくりに参加したり、市民がもっと紹介してくれる。

新たなマップを別の市民が作り出すといいなと考えている。

「 学 び あ いフォ ー ラム 」で の 活 動 計 画 の 具 体 化 と 指 標 の 共 有

　発表をうけて、コーディネーターから次のコメントがあった。

　ただ「魅力的になる」ではなくて、訪問者が増える、のように具体にするとわかりやすくなることに気

づいたと思う。新たに参加した人の割合や、紹介されたお店の数などで測ることができる。これが実は

指標になっている。つまり具体を書けば、それがそのまま評価指標になる。ベースとなる訪問者が何人

で何人増えたのか、マップの影響なのかどうなのか、などをお店の人と一緒に考えてやっていくと、よ

りよくなっていくと思う。計画は頭の中で考えるものなので、プロセスでは想定外のことが起きること

が多い。想定外に起きたことは、どうしてこういうことが起きたのか検証していくと、プロジェクトの

価値が上がっていくと思う。

　今のようにマップ作りのプロセスに参加することで、地域を知る、地域を学ぶ。対象がそこに参加す

る、学ぶ、伝える、自分もよくなる、ように対象が変化を重ねられる工夫を入れていくとよいのではないか。

　また、IVYyouthの計画は調査と位置付けているが、調査のプロセスでカンボジアの先生がユースのこ

とを知る、信頼関係が築ける、ユースが地域を知る、というように信頼関係を築いて協働して地域の活

動をしていくとなっている。これらをチェックしていくことで、自分たちの活動が持続可能な地域づく

りになっているか検証できると思う。

　もうひとつ、評価指標とは直接関係しないが、誰と一緒にやるのか、ということ、つまり一方的な「対

象」ではなくて、先生と一緒に、研究会のメンバーと一緒に取り組むことで、賛同者が増える、といった

ことも目標に入れるとよいのではないか。



28　持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム 持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム　29

（6）「学びあいフォーラム」におけるふりかえりの確認

　ふりかえりの趣旨と「ふりかえりの問い」の作成方法を理解することが、ここでのねらいである。ふり

かえりの趣旨について、コーディネーターから次のように説明があった。

　ここまでの作業では、事業の計画をビッグビジョンに向かって立てていくのか、どうやってチェック

していくのか計画の立て方を学んだ。フェーズ3が終わってフェーズ4の前に、これまでの活動のふりか

えりをしてほしい。「学びあいフォーラム」のふりかえりには2つの側面がある。1つは、活動として自分

たちの計画したことが達成できたか、活動による変化についてのふりかえり。もう1つは、コーディネー

トする立場として、活動のプロセスでどのように地域に向き合い接したのか、のふりかえり。皆さんが

地域で様々な「学びあい」をコーディネートする立場として参加していると思うが、コーディネートの時

にどうしてもコーディネートする人の視点・考え方・偏見の影響を受けてしまう。それは逃げられない

が、コーディネートする人が自分の癖や特徴を知っておくことが大切である。客観的まではいかなくて

も、自分の考え方や行動を振り返る癖をつけることが、コーディネートする人にとって大切だと考えて

いる。

　上述の説明のあと、「ふりかえりシート」の構成を説明した。シートにある枠組みについて、各団体が

大切だと思うものを選び、その枠組みに関する「問い」を考えた。その後、他地域の人と一緒に、どのよ

うな問いが考えられるか、なぜそれが大切と思うか、などについて話し合った。一連の作業をとおして、

この「ふりかえりシート」の趣旨と作業を理解してもらうことに努めた。

（7）本日のふりかえり

　最初に配付した本日の「ふりかえりシート」に各自が記入したことを参考に、特に印象に残ったことを、

1人1分ずつくらいで話してもらった。

　その後、終了後の作業や計画の共有の仕方、コメント方法などについて、参加者の意見を確認したと

ころ、計画は各団体間でメーリングリストで共有した上で、お互いにコメントを送り合うこととしたい、

という意見が出され、その旨が全体で確認された。

「 学 び あ い フ ォ ー ラ ム 」
フ ェ ー ズ 3 　

　テーマや目的
　（どんな課題にどのような問題意識から取り組んだか）
　テーマ 「豊中市における協働の文化づくり」

　目的 「持続可能なまち」をつくるためには、多様なセ

クターが「協働する」つまり「つながり協力する」ことが重

要。そのために、豊中市では市民が協働事業を提案でき

る制度があるが、うまく活用されていない現実がある。

そこで市と協働で、制度そのものを見直すことを提案し

た。翌年度からの事業実施に向けて、まずは担当課の職

員と共に、協働に関する認識の違いを知ると同時に、ESD

の学び合いを通じて、互いに成長できるような持続可能

な仕組みづくりを協働で進めている。

フェーズ3は、各団体がフェーズ２までに作成した計画に取り組んだ。

そして、実践後にふりかえりを行うことで、経験を通してそれぞれの学びを得ることをねらいとした。

またいくつかの団体では、フェーズ３のプロセスでパートナー団体メンバーが相互に参加して学びあう

機会をつくった（32頁～ 33頁）。

各団体による、「学びあいフォーラム」フェーズ3の活動内容と経緯

特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク（TEN）
メンバー
小池繁子、上村有里、森　由香、浜本裕子、ほか理事全員

　誰と活動したか、働きかけた相手は誰だったか
フェーズ1～3：豊中市コミュニティ政策課の職員

フェーズ3、4：フェーズ3に参加した市民

　　　　　　　（学びあいフォーラム参加者）

　何をやったか、どんなプロセスだったか
1．	「協働の文化づくり」を市と協働で進めるための提案

2．	成案化に向けての検討会

　　・次年度事業内容の作り込み

　　・「協働」を行う上での課題出しワークショップ

3．	市民も交えた対話の場作り（フェーズ3）

　　・進捗報告と「検討会」の見学

　　・協働担当職員向けゲームの体験

4．	3のふりかえり（TEN理事のみ）

にいがたNGOネットワーク 国際教育研究会RING
メンバー
小黒淳一、関　愛、渡辺　登、細谷賢吾、増田有貴、北　愛子、脇坂聡美、佐藤健太、落合一行、駒沢玲子、荒　幸男

　はじめに…学び合いフォーラム参加までのRINGの経緯
　RINGメンバーのほとんどはJICA教師海外研修のOB・

OGです。当初は自身の経験を元にした国際教育に関心が

ある「個」でしたが、県内に散らばっている「個」をつない

で新潟の国際教育をもっと盛り上げたいというのが活動

スタートの目的でした。

　そこで、何ができるかと考え始めたとき、RINGのメン

バーが関わっていた「にいがたNGOネットワーク（通称N

ネット）」の三役から提案をいただきました。それは、そ

れまで三役が中心となって企画・運営をしてきた「国際教

育研究会（Nネット主催のセミナー）」を、教員主体でやっ

てみないかという提案でした。

　こうして、国際教育研究会の企画・運営をRINGが担う

という形で、平成28年3月に始動し、年に3回のペースで

セミナーを開催しています。セミナーを開催してみると、

教員だけではなく、多様な立場の市民にもこうした学び

の場のニーズがあることを感じました。また、このセミ

ナーは新潟県国際交流協会（県協会）の委託事業にもなり、

「活動をもっと広く一般市民にも広めてほしい」という思

いも託されました。

◯フェーズ1と団体内での考から、フェ

ーズ3で取り組むための行動計画をより

具体的に、ビッグビジョンが達成でき

るような活動をもう一度考えたい。と

思った。

◯具体的な目標を考えられたので、い

ろいろと整理できた。

◯視野が狭くなっている中で、半年後、

3年後にどういう状態になっていたい

か考えることができた。

「 ふ り か えり」の コ メ ント
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	 9月31日	 RING企画委員会（アクションプラン・

	 	 振り返りシート作成）

	 	 ※阿部さん、佐藤さん同席

	11月11日	 第15回セミナー

	 	「SDGs ～世界とのつながりを考える～」

	 	 上越市

	11月26日	 にいがた国際フェスティバル	新潟市

	 	（RINGの紹介、世界を知るゲーム）

	 1月	8	日	 RING企画委員会（第16回打合せ、

	 	 アクションプランシート作成）

	 1月20日	 第16回セミナー

	 	「2017年度JICA教師海外研修報告会」

	 	 新潟市

	 1月21日	 RING企画委員会

	 	（アクションプランシート作成）

	 2月	3	日	 Nネット理事会（来年度の提案）

持続可能な社会に向けて、セミナー等を通じて「種を蒔

き続ける」ことを行ってきた。

セミナーで「個」がつながるきっかけづくりとして、セ

ミナーの最後に「まったりタイム」を設定し、参加者同士

が情報交換をできる場をつくり、好評だった。

セミナーのアンケート内容を見直し、「持続可能な社会

づくりについて考えを深められたか」というRINGの目的

に沿った項目を追加した。

RINGの活動に賛同し、市民の立場でRINGメンバーに

加入した人が出た。

今年度計画していた「フォローアップカフェ」について

はほぼ実施できなかった。しかし、「まったりタイム」な

どで、参加者のニーズも把握でき、来年度に生かしたい。

RING企画委員で話し合いを重ね、今後の方向性が明確

になってきた。

　そうした状況の中で、学びあいフォーラムに参加させ

ていただくことになり、RINGが目指す方向性や課題、今

後の活動の在り方を、じっくり話し合いたいと考えました。

　テーマや目的
　（どんな課題にどのような問題意識から取り組んだか）
　新潟県内において、持続可能な社会のための担い手お

よび教育実践者を増やすために、持続可能な社会に向け

て考えを深め、学びあう場や環境をつくっていく。

　・SDGsの目標に当てはめて考えてみても国内外の社

会には課題がたくさんあり、持続可能な社会の実現に

向けて行動できる人を増やすことが大切ではないか。

　・人材育成の大きな役割を果たすのが教育であり、

RINGが教員中心のメンバーという点を強みとし、教育

現場での実践を充実させていくことが必要ではないか。

　・県内NGOも学校現場とつながる機会を探っている。

Nネットに所属する団体とRINGの協働をもっと強化し

ていくことで、双方の活動がより活発になるのではな

いか。

　・大学生や一般の方々と協働で学ぶ機会をつくるこ

とで、想いを持った人同士がつながり、新たな考えや

活動への土壌が生まれていくのではないか。

　誰と活動したか、働きかけた相手は誰だったか
　RING企画委員、セミナー参加者、県内NGO、県協会、

Nネット理事に働きかけた。

　何をやったか、どんなプロセスだったか
	 8月27日	 RING企画委員会（第14回打合せ、

	 	 アクションプラン・振り返りシート作成）

	 9月24日	 RING企画委員会（第14回打合せ、

	 	 アクションプラン・振り返りシート作成）

	 9月30日	 第14回セミナー

	 	「難民を知るワークショップ」	新潟市

　テーマや目的
　（どんな課題にどのような問題意識から取り組んだか）
　2016年度フェアトレードについての連続講座を開催し、

その中で出会った地域資源、出かけたくなる場所、会い

たい人、地域の豊かさをより多くの市民に知ってもらい

八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」
メンバー
花崎晶、福島智子、大野のどか

　誰と活動したか、働きかけた相手は誰だったか
講座参加者

地域の個人商店や団体

　何をやったか、どんなプロセスだったか
	 3月：	 助成金応募

	 4月：	 参加型WS/連続講座（世界一大きな授業）開催

	 5月：	 助成決定、参加型WS/連続講座

	 	（豊かさと開発）開催

	 6月：	 参加型WS/連続講座（フェアトレード）開催

	 7月：	 参加型WS/連続講座

	 	（地域通貨、パーム油）開催　前期終了

IVYyouth
メンバー
坂下弥春、樺沢大樹、伊藤成美、富樫航、新井太智、渡辺詩織

　テーマや目的
　（どんな課題にどのような問題意識から取り組んだか）
　私たちの団体は、「新規プロジェクト立ち上げ」という

課題に対して、「カンボジアの全てのこども達が自由に将来

を選択できる社会」という自分達が設定したゴールへの道

のりが不明瞭であるという問題意識から取り組みました。

※新規プロジェクト立ち上げ

　カンボジアで一番小学校の修了率が低い地域で、子供

達に算数の教育支援を行う。

　誰と活動したか、働きかけた相手は誰だったか
　自団体のメンバーと、母団体の理事の方を中心に活動

しました。

　働きかけた相手は支援先であるカンボジアの小学校教

諭、郡の教育庁です。

　何をやったか、どんなプロセスだったか
　自分達のゴールから下に根を伸ばし、そのためにはど

んな状態であるべきかを細かく段階にわけしました。そ

してその結果、達成すべき小ゴールがあることに気付き

ました。それは「支援対象校における留年者０」です。私

達は児童が留年する理由に仮説を立て、それに対するプ

ロジェクト案を抱えて2017年夏、現地に渡航しました。

しかし調査で明らかになったのは、仮説とは異なる現状。

そこで初めて小学校の修了率が低い原因が全体的な学力

不足でなく、一部の毎日学校に通えない児童たちによる

留年であることがわかったのです。そこで私達は彼らが

進級するために必要な条件を調査しました。そこで挙が

ったのは、2点。学校の進級テストを受験すること、そし

て進級テストを合格する学力をつけること。私達は、自

分達の用意したプロジェクトが、この2点に対して有効な

アプローチではないと判断し、プロジェクト内容の改訂

を行いました。

たい、そのためのマップを作成したいと考えた。今年度

はマップ作成を参加型で進めるため、前期は「豊かさって

なんだろう」と題した連続講座を開催、後期は実際にマッ

プ作り連続ワークショップを開催し、持続可能な地域を

描くマップ作りを進めてきた。

	 8月：	 開発教育全国研究集会にて

	 	 自主ラウンド開催（地域資源）

	 9月：	 参加型WS/連続講座

	 	 開催/後期マップWSスタート

	 	（地域資源）、

	 	 特別講座（ポートランド住民主導まちづくり）

	10月：	 マップWS（真鶴出版）、他地域訪問（岐阜・垂井）

	11月：	 マップフィールドワーク

	12月：	 マップWS（作成）

	 1月：	 マップWS（作成）

	 2月：	 マップWS（作成）

	 3月：	 完成見込み
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現地訪問内容

日時：2018年1月19日（金）

（とよなかESDネットワーク）

＜オプショナルツアー＞

ランチタイムまちあるき

11：00	阪急電車岡町駅集合

12：00	土手嘉さんで昼ごはん

13：10	豊中市役所着

＜メイン事業＞　会場：豊中市役所

13：20	豊中市役所第二庁舎ロビー集合

13：30	「豊中における協働の文化づくり」

	 制度の説明・TENの提案説明

	 意見交換

15：05	休憩

15：25	協働ゲーム体験会・意見交換

17：00	終了　（希望者のみ、18:00 ～懇親会）

＊庄内ツアー（1/20）

10：00	阪急電車庄内駅集合→しょうないガダバ

11：00	豊南市場で買い物→解散

1. とよなかESDネットワーク

2. にいがたNGOネットワーク 国際教育研究会RING

3. 八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」

１day	わくわく八王子　おでかけ	＆	ワークショップ

持続可能な地域をつくる　まちの魅力を見つけよう！

日時：11月25日（土）　朝９時	集合、午後４時半	終了

場所：アミダステーション（八王子市東町３－４）

＜当日のおもな流れ＞

9：00～

9：55	 オリエンテーション、グループ分け、

	 訪問先の決定、役割分担

10：00～	グループごとにまち歩きに出発。

	 わくわく魅力を見つけに行こう！

	 写真や記録をしながら歩く。途中で昼食

14：00～	アミダステーションに再集合、ワークショップ

	 グループごとにまとめる、発表＆全体共有

16：00～	ふりかえり

16：30	 終了・解散
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「 学 び あ い フ ォ ー ラ ム 」
フ ェ ー ズ 4 　

日時：2018年02月24日（土）
　　　11:00～ 20:40
場所：JICA東京
　　　セミナルーム411

（1）開会・導入

①アイスブレーク
　全員円座になり、氏名、所属団体、「実は私、○○です」とエピソード紹介の自己紹介を行なった。

②2人組になり、話し合いのルールを確認した。ワークシートを使って下の問4番を考えた。
　「話し合いのルール：1．多くの人が意見を発表できるよう、1回の発言時間があまり長くならないよう

にしよう。2．話している人の意見を最後まで聴こう（傾聴）。3．相手を傷つけずに、自分の考えを伝え

よう。4．（4番目は、自分たちで考えよう! !）」

話し合いの結果出た4番目のルール
「小さなことも、遠慮せずに発信しよう」、「質問をしやすい雰囲気を」、「『すごく基本的な質問

なんですけど』を気軽に出せるようにしよう」、「話を聞く時はうなずく」、「のびのびとした空間

を創ろう」、「結論を急がないでおこう」、「自分の考えや気づいたことを遠慮せずに共有しよう」。

③趣旨説明
　2日間の趣旨と流れ、配布資料を確認した。また、グループ作業の目的と方法について、次のように説

明された。

　各々の団体で事前にふりかえりをしたことに基づいて、ふりかえりを可視化し団体間で共有すること

が本日の作業である。フォーラムでは、共通のふりかえりツールとして「ふりかえりシート」を利用して

いる。フェーズ3の計画と評価指標作成に使用したアクションプランシートは、「どのような状態を目指

し、何をするか」に着目するもので、「ふりかえりシート」は実践のプロセスに着目したものである。

　このあと進めるグループ作業では、一連の活動でどんなことに気付いたか、学んだか、それが地域に

とってどんな意味を持つのかを確認し、模造紙上に可視化していくことを目的としている。地域の団体

ごとに分かれて作業する。その際、CDNも各団体に入り、共に作業する。可視化の方法は自由。昨年度は、

時系列順にできごとと気づきを書き出したり、自分たちの学びと地域の学びを連動して書くなどされて

いた。

　自分たちが意図していた働きかけ以外にも、無意識的に働きかけたことが地域の人々の学びにつなが

ったことなどもあるかもしれず、作業のプロセスでそうしたことにも気づけるとよいと考えている。決

して、最初に立てた計画通りにことが進んだかどうかや、評価指標に沿ってどうだったかということを、

このふりかえりで重視しているのではない。

プログラム
（1）	開会・導入

（2）	グループ作業

（3）	各団体によるプレゼン

（4）	本日のふりかえり

（5）	報告準備

（2）グループ作業

　各地域に分かれてグループ作業に取り組んだ。地域との関わり合いの中で自分たちが学んだことは何

であったかを模造紙に書き出した。

（3）各団体によるプレゼン

　（2）グループ作業でのふりかえりの内容を1団体45分（15分発表＋20分討議）で報告した。ふりかえり

の中で悩んだり、もやもやしたりしたことを中心に報告した。聞き手である団体は付箋紙に「いいね」「も

っと知りたい」を書き出し、報告終了後に模造紙に貼り出した。最後に、コーディネーターチームの発表

も15分で行った。

自分たちの活動を見直して、あらた

めて考えていく必要があるなと感じた。

2年目の参加で、昨年はフェアトレー

真鶴出版という、夫婦2人で経営する

地図作製会社の方にお話を伺った。

社会、自然、歴史、経済という4つの

視点をどのようにマップに取り入れる

かなどもメンバーで話し合い、11月に

歩いて回るフィールドワークを実施。

その後、具体的にマップ作りへ。

こ れ ま で に 実 施 し た 内 容

マップ作りに取り組もうと思ったきっ

かけは、学びあいフォーラムに参加す

るなかで、自分たちの地域に興味深い

ものがたくさんあることに気づいたこと。

それを可視化する上でマップ作りが最適

であると考えた。そして、マップ作りの

過程をそのまま講座にすることにした。

まち歩きをする中で、自分たちが気づい

ていなかった面白い気づきがたくさんあった。

「つづく地図」という名には、持続可

実 施 し た 内 容 に 対 す る
気 づ き

●八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」

能性の意味が込められている。今後も

更新されていく地図である。

マップを作成するプロセスで、自分

たちがどんなものに価値を置いている

のかという事に少しずつ気づいていった。

観光マップにも載っていないお店に

持続してほしいと思った時に、私たち

はそのお店を持続させることのできる

生活をしているのだろうかということ

が疑問として出てきた。

参加者一人ひとりと、持続可能性と

自分たちのライフスタイルとの関係性

について話し合いたいと思った。

ドを中心にした講座やワークショップ。

今年は、マップづくりに取り組んでい

る。今年の前半は講座を行い、9月から

マップ作りを行った。
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豊中市における協働の文化づくりに

取り組んでいる。市民公益活動団体が、

豊中市に協働事業を提案できる協働事

業市民提案制度がある。しかし、市民

にだんだん活用されなくなっている。

市側が「協働」を理解できていないので

はないだろうかと考えている。市側と

市民側が双方で「協働」の意味を共に考

えられる事業を、豊中市の市民協働部

コミュニティ政策課の協働担当職員と

共に考えている。

7月から何度か話し合いを重ねてい

る。学びあいフォーラムフェーズ3で

他団体のメンバーやコーディネーター

にも来てもらい、話し合いの現場を見

学してもらった。「協働ゲーム」の体験

にも参加してもらった。

●とよなかESDネットワーク

を想定している。

行政では配置換えがある。

誰が担当になっても「協働」

ができるように、ゲームの

導入を進めている。

「協働」の共通認識ができ

たら、市側から市民側に「協

働」の方向性を示し、制度へ

の応募を促進してもらう。

「協働」のイメージのずれ。その背景

として、行政は「協働」したくても市民

団体の情報が分からない。メリットが

わからない。新しい団体と組む変化へ

の恐れ。

　行政と市民が組むことは、NPO側か

らすると豊中市がバックにつくことで

信頼が生まれる。豊中市と協働してい

るということで市民側は信頼を得る。

その一方で、行政でどうしても手の届

かないところも、市民だとできるとい

うこともある。

豊中市がやっていることは本来すべ

て市民に関係があるが、「協働」がつく

ことで特別視されてしまう現状がある。

同じテーブルで話すことで、公務員

もいろいろ考えている、勉強している、

というところが見えてきた。

実 施 し た 内 容 に 対 す る
気 づ き

こ れ ま で に 実 施 し た 内 容
昨年度のフォーラムで、団体の方向

性を問われた。結果として、「協働ゲー

行政と市民がお互いに敵対していた

ようなところがあるが、顔が見える個

人の関係が作られてきていることに気

付いた。お互いに温度差がある、とい

うことに気付いた。2018年度は、まず

は豊中市で「協働」の事業について特定

の職員だけではなく全体の職員に認識

してもらう。キックオフミーティング

として市民や市職員などの参加により、

共同の文化づくりを進めたい。

TEN自身の位置づけは中間支援組織

であり、支援の形にもいろいろあるこ

とに気付いた。行政と市民の間の中間

支援なのだと気づく。

行政と市民の距離を縮めるにはどう

したらいいか。中間支援団体への支援

はどうできるかを考えていきたい。

行政職の人に実際に会って顔の見え

る関係ができたことが大きい。行政職

の人のもののすすめ方の論理、効率的

な進め方や背景にある条例との関係な

どを、初めて知ることができた。どの

ような仕組みで動いているのか、自分

自身も豊中市民なのに知らなかったこ

とがたくさん。市民提案制度のこと自

体も知らなかった。なぜ知らなかった

のか、活用できなかったのか、一市民

として考えることができたのが自分自

身としても大きい。

学校開放について大学院で研究してい

たが、協働をめぐる市民と行政との関係

に通じるものがあると思う。学校開放と

は、神戸市などの大都市で取り組まれ、

校庭を地域の公園として開け放つことで

地域コミュニティの核とし、コミュニティ

づくりの場として機能させようとするもの。

当初は衝突があったけれども、今では当

然のように全国的に実施されている。

温度差やめんどくさいという気持ち

は何かを生み出すときには生まれるも

の。これを2018年度は乗り越えていか

なければいけない。

Q1 マップに載せるお店について意見

が割れなかったか。掲載地を決める方

法はどのようなものか。

A1 訪問した中からベスト3を選出し、

たくさんの時間話し合ったので、特に

もめたりすることはなかった。

Q2 どんな経済だと持続可能性に繋が

っていくのか。

A2 地域の中で生業があって成立して

いる。それが続いている。

Q3 ふりかえりをしてみての気づきが

あれば教えてほしい。

作成することに気を取られ、活用でき

なかったことは反省。大きいビジョン

をとらえる視点はなかなか難しかった。

Q6 八王子の魅力を伝えるとは、誰に

とっての魅力のなのか。

A6 今回はあくまで八王子だったとい

う例で、他の地域でも同じように見つ

けられる。したがって、八王子市民に

限られたことではない。マップ自体は

八王子市民に向けたものではあるけれ

ども、マップ作りの方法としては、他

の地域でも使える。「地域の見え方が変

わるマップ」ということ。

質 疑 応 答
A3 マップ作りを始めると、そちらの

作業に引っ張られがちになるが、ふり

かえりシートがあったおかげで、それ

が置き石のような役割で、自分たちだ

けでは出せなかった視点に基づいてふ

りかえりをすることができた。

Q4 ふりかえりの問い自体は変化したか。

A4 参加者の人たちとの話し合いなど

はまだ途中の段階。

Q5 アクションプランについて、目指

すところの変化はあったか。

A5 正直なことを言うと、アクション

プランのことを忘れていた。マップを

作ることで満足し、自分事にできてい

なかった。アクションプランシートを

Q1 協働の「文化」とはなにか。市民へ

の働きかけはどのようなものか。

Q2 協働の「文化づくり」ということへ

の行政の対応はどのようなものなのか。

訪問した際、「協DO」と書いたジャンパ

ーを市の職員が来ていた。熱意がある

ように感じられた。

A1，2 豊中市としては協働していこう

といっているが、実際関わっている職員

に聞くと「何をすることが協働なのかわか

らない」という声がある。何か一緒にやる

質 疑 応 答
ことなのか、市民の声に応えることなのか。

　市民からの提案に対し、行政がお金

を出す、というように市民がお客さん

状態になっている現実がある。しかし、

本来双方で物事を進めていきたい。

　「協働の文化」＝○○という答えはTEN

としてもまだできていない。2018年度

中に市民に提案できるようにしたい。ま

ずは行政への働きかけから。市職員の

誰が担当になっても「協働」を認識できる

ように。行政の意識改革や、協働～制

度の広報の仕方などを考えていきたい。

Q3 今まで協働したことによって解決

できたこと、協働できず解決できなか

ったことの具体例を知りたい。

A3 できたことは「しょうないREK」の

事例。

Q4 協働できない理由はどんなものが

あるのか。

A4 制度上、今年度何度も話し合いの

時間と労力を使うにもかかわらず、予

算自体は次年度からしかつかないので

NPOとしてはつらい。

ム」を商品化することを一つの方針とした。

市の職員研修などで使ってもらうこと
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A4 渡航後に、渡航者が作成した報告

書をもとに内部報告会を行っている。

時系列順に報告ならびに、渡航者の感

じたことを共有する。

Q5 ふりかえりシートをまとめるにあたっ

て意識したこと、そのなかで気づいたこと

はあるか。作成されたふりかえりシートを見

ると、小さいサイクルでより良くしていくため

のふりかえりが丁寧にできていると思った。

A5 上級生が決めていい内容、いつま

でに内容を決めなければならないかな

どを意識した。

こ れ ま で に 実 施 し た 内 容

実 施 し た 内 容 に 対 す る
気 づ き

質 疑 応 答

●にいがたNGOネットワーク 国際教育研究会RING

セミナーを3回実施

ゆったりまったり過ごす時間（1時間

弱）の設置。この時間を通して教員以外

のメンバー（消防士、主婦）がメンバー

に加入。

今後進む方向が見えてきた。

学校社会に開発教育や国際理解教

育を根付かせたいという考えから、今あ

るものを根付かせる方向に。大学生が

学校に出向いてワークショップを実施す

る仕組みがあるものの、RINGの取り組

みには参加してくれない。自分たち自身

もつながりたい。こうした大学生と来年

度はつながっていく方向で動いている。

　RINGは教員主体のため、NGOとのつ

ながりが薄い。NGOに対する教材づく

りをすることで、距離感を縮めたい。

　大学生との距離感、RINGと同じ母体

にいるNGOの距離感、2つの距離感を

縮めていきたい。3～5年後までのイメ

ージはこのような感じで考えている。

一番変化があったのは私たち自身。

来年度以降の方向性が見えた。

原点は「つながり」をつくること。単

体で活動していた教員がつながること

で実践に応用し、子どもへの還元、教

育現場へ生かすこと。

Q1 NGOとのコラボとは具体的にど

んなことをする予定なのか。

A1 教材づくりを一緒にしたい。教材

づくりセミナーのような形で、NGOの

人を呼んで活動を紹介してもらったり、

RINGが作った教材を提案したりしたい。

Q2 教材を作りたいのはRINGで、そ

のリソースがNGOということか。

A2 RINGも作りたいが、NGO側から

も学校とつながりたいという声もある。

Q3 アクションプランシートを作る過

程で何が一番大変だったか。

A3 対象を学校現場に絞るのか、一般

の人も含めるのかを決めるのが難しか

った。セミナーに教員以外の人も参加

してくれるようになってきていたので、

対象を学校に絞らなくてもよいのでは

ないかという声も上がっていた。

Q4 毎年連続講座を行っていて、今年

度はフォーラムの一環だったかもしれ

ないが、フォーラムをやるのとやらな

いのとで違いはあったか。

A4 アクションプランシートがあった

ことで、自分たちはもともと何をした

いのかという話し合いがメインになっ

た。今までは講座がメインだった。

　セミナーアンケートでは「持続可能な

地域づくりについて理解を深められた

か」という項目を増やしたが、どんな姿

が「持続可能な地域づくり」なのかが後

いざやってみると、ビジョンが地域

づくりのような面にも広がってきた。

地域論と教育の関係性をどのようにし

ていくのか。注力すべき方向が、学校

教育への還元か、地域社会づくりか、

学びの場づくりか、迷っている。

今のRINGには地域を知る視点が足り

ていない。どうしたらその視点を持て

るだろうか。

まったりタイムのようにゆったりつ

ながる時間のフォローアップも課題。

で、コンポントム州に移動した。なぜ、

学校に行けないのかという仮説を立て

た。1つは学力不足、もう1つは児童労

働。調査の結果、親の出稼ぎに付いて

行くことはあっても、働いている形跡

はなかった。そこで、出稼ぎ先でも、

1人で勉強できる教材の支援をすること

になった。

カンボジアには留年制度があり、進

級テストにパスしなければならない。

出稼ぎについて行っている子どもたち

●IVYyouth

昨年のカンボジアへの渡航をフェー

ズ3として、渡航前と渡航後で考えた。

学校に通えない、留年・退学者の子

どもたちの底上げを行いたいという事

こ れ ま で に 実 施 し た 内 容

留年者を減らすためには、教材作成

のプロではない自分たちが作成してい

る算数ドリルだけでは厳しい。この後

の渡航で、通訳者が横にいる状態で算

数ドリルを解いてもらって、フィード

バックをし、進級テストにつなげても

らう。

実 施 し た 内 容 に 対 す る
気 づ き

将来的には、現地の先生方自身で再

試を実施したり、勉強会したりしてほ

しいが、そのためにはどうしたらよい

のかということがふりかえりで出た。

カンボジアに行ったことがないと意

見が言いづらい。カンボジアに行った

ことがない人や新入生の意見を拾う事

が出来ていない。

自分たちの組織の構図も見直すきっ

かけになった。

Q1 寺子屋とはいえ、誰かが常駐する

わけではないのか。

A1 私たちは年に2回しか渡航できな

い。寺子屋をやって、進級につなげる

中で、最終的には、現地の先生方に行

ってほしい。

Q2 カンボジアの現地の人たちとIVY	

youthの人たちの学びあいはあるか。

A2 スバイリエンを支援していた時は、

先生と一緒に教材づくりをしたり、日

本の教え方やカンボジアの教え方の情

報交換をした。

Q3 IVYyouthのなかで、意見を出せる

人に差が出てきたことの背景は。

A3 渡航していない人も含めて、情報の

偏りが出ないように情報共有する。上級

生は下級生に意見を聞くことを意識する。

Q4 渡航経験の共有方法の具体例を知

りたい。

質 疑 応 答

は、進級テストを受けることができて

いない。そこで、進級テストの再試を

行うというプロジェクトも立ち上げた。
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半は特に悩んだ。

　所属メンバーの地域が多岐に渡るこ

とで、「地域」とはどこを指すのかでも

悩んだ。現在では、「すべての地域でセ

ミナーを」ということを目標にしている。

Q5 「地域」を地理的に捉えている理由

はあるか。

A5 新潟県国際交流協会からの受託事

業でセミナーをしていて、「県内幅広く」

「教員だけでなく一般も」と強く言われ

ている点もある。大学生のワークは県

内5大学でやっていて、県の職員はそこ

と組むことには前向きなので、まずは

この件について提案していきたい。

Q6 フェーズ2のあとのアクションプ

ランシートを改善したのが今回のもの

か。ビフォーアフターを比較できると、

なぜ変えたのかがわかるのでより良いか

もしれない。煮詰めたアクションプラン

シートはどれくらいの煮詰まり度なのか。

A6 5年後のビジョンは達成できるか

もしれないものの、10年後のビジョン

は描きづらい。

意見6 10年後のビジョンはビッグビ

ジョンとのつながりを考えてもらうた

めに入れているので、教育実践者が何

人増えているのかというストックを指

標に入れるとよい。一緒に参加してく

れる人数、講座に参加する人数など。

教育実践者のビジョンも自分たちで決

めるとよい。

●大牟田市社会福祉協議会

こうありたい地域の状態の表現の仕

方が以前と変わっている。以前は対象と

しての地域住民が、自分たちの生活課

題に気づいて、考えて行動している状態

になること表記していたが、今は対象が

「多様な主体」。そこには自分たち社協

も入る。これまでは、地域の一人ひとり

という個人を対象としていたが、今は自

分達も含めて協働していくことが視点と

して入っている。お互いが助け合う環境

づくりをすることを捉えるようになった。

こ れ ま で に 実 施 し た 内 容

実 施 し た 内 容 に 対 す る
気 づ き

子ども食堂プロジェクトを社協が地域

の人を対象に行うようになった。最初は、

地域の人たちから、貧困の子どもはどこ

か、貧困の家庭を支援するから補助金が

欲しいということを聞かれ、働きかけが必

ずしもプラスにはならないことに気づいた。

伝え方もコント形式など工夫するよ

うになった。

昨年は、子どもと貧困ではなく、子

どもと豊かさというテーマで、みんな

でわいわい食べることを関係づくりと

いう体で実施した。関係団体5団体と

ネットワークを構築した。

今までは福祉といっても反応しても

らえなかったのが、九州北部豪雨災害

が起こったことで、災害というテーマ

には反応することが分かった。地域の

人たちが何に反応するのかということを

考えるようになった。そこで、地域の人

たちが講座のテーマを選べるようにした。

質 疑 応 答

Q1 仕事だからこそ、話し合いがまめ

にできている印象があった。ただ、今

回の学びあいフォーラムは、災害や仕

事の関係で参加できないということだ

が、来年度以降はこれまでの動きをど

う続けていくのか。

A1 仕事でやっているからこそ良い面

と良くない面がある。上司が変わった

時に、意味を見いだせないと続けてい

くことが難しい。ただ、学びあいフォ

ーラムに関わった本人たちは、良い面

地域への働きかけは、地域活動に自

分たち自身が参加すること。住民と一

緒に考えること。

ただ、話し合いは、学びあいフォーラ

ムに参加したメンバーに限られてしまう事

が多く、広がっていかないつらさもあった。

アクションプランは活動の中で更新さ

れていっていいものであることに気づいた。

関わりと働きかけの違いを考えるよ

うになった。

コーディネーターは地域の空気のよ

うな存在という意見や、地域担当にな

って1年目の職員からは、コーディネー

ターという肩書があるからこそ地域に

入れるという意見があった。

を知っているので、続けたいとも考え

ている。ただ社協の仕事は激務で3年以

内にやめる人が多い。学びを得た人が

周りに理解されないと続けていけない。

したがって、周りとの関係をどう築い

ていくかが課題。

●DEARコーディネーターチーム

昨年から合わせると1日がかりのコー

ディネーター会議を23回重ねてきた。

今回は、地域団体の皆さんと同じふ

りかえりシートを用いてふりかえりを

行ったが、私たちは地域に入っている

わけではないので、その視点のふりか

えりが難しかった。

ふりかえりによって、地域団体の皆

さんの問いから私たちが学ぶ、という

視点が確認された。

ふりかえりシートの構造に関する気

づきとして、Aの部分は開発の視点に

立って問いをたてる。Bは学びのコーデ

ィネートという視点。Cは成果と変化

の共有のシステムという視点から整理

できるということに気づいた。

こ れ ま で に 実 施 し た 内 容
A-1の4つの視点で私たち

が立てた問いは、パートナー

団体の地域を知るために誰

とどこで何をしたのかという

こと。このことは、事前準備

のところだけではなく、フェー

ズ4のところまでずっと心掛

ける必要があると確認した。

2つ目の従来の社会・地

域づくりのありかたを問い

直すという点も同じ。地域

がどのような社会づくりを

してきたかを「公正」の観点

から掘り下げて問い直した。

私たちにとっては今日のフ

ェーズ4までが一連の活動の

ため、これから全体のふり

かえりをする。したがって今

の段階では、事実情報を確認すること

を重視した。また、ABCの3つは、開

発の視点から地域を見て、地域におい

て学びのコーディネートを行い、それを

共有するシステムを作るという一連の流

れ、構造であることを確認した。

「ふりかえりのふりかえり」は、現時

点でチームとしてのものを出すことは

難しかったため、個人の気づきを模造

紙の下部に記載した。
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（4）本日のふりかえり

①発表のコメント整理
　（3）で聞き手に書いてもらった付箋紙のコメントを、各団体で整理・確認した。

②ふりかえりシート（個人用）の記入
　ふりかえりシート（個人用）を配付し、これまでのセッションをふりかえった。

③②の共有
　違う地域の人と3人1組になって、ふりかえりシート（個人用）に記入した内容をシェアした。

（5）報告準備

　翌日の「開発教育実践フォーラム2018」では、学びあいフォーラムを通した学びを報告するため、その

準備を行った。次の2点に関しての報告内容を団体ごとに話し合った。

1）	 団体のプロフィール、団体による「地域への働きかけ」の内容（実施したこと）

　今回、報告用に選んできてもらった「地域への働きかけの様子を表した写真」を選んだ理由は何か、ど

のような働きかけの場面なのか、働きかけをどのように捉えたのかを考えた。

2）	 何を学んだか、どんな変化があったか（地域として／団体として）

　各団体によるふりかえりを通して「ハッとしたこと」のキーワードを3つ紙に書いた。それらの中で、最

もハッとしたキーワードについて、その背景などを説明するように準備した。

「開発教育実践フォーラム2018」
での報告（パネル・トーク）

日時：2018年2月25日（日）
　　　10：00～ 15：50
場所：JICA東京

（1）あいさつ、課題提起 （上條直美／ DEAR代表理事）

　フォーラムで皆さんと「SDGs時代の開発教育を考える」というテーマで議論していくにあたり、その前

提となるところをお話しする。DEARが開発教育を推進する中で、「開発」「地域」「SDGs」をどう捉えてき

たかということである。

プログラム
（1）	あいさつ、課題提起

（2）	学びの共有（パネルトーク）

　まず、「開発＝地域・社会づくりか？」という問題提起から始

めたいと思う。SDGsにおける基本的な認識は、「社会問題と環

境問題は相関関係にある」「グローバル化した世界ではすべての

問題がつながっており、途上国、先進国を問わず共に問題解決

と創造に向けて取り組まなければいけない」ということである。

とりわけ、従来の開発のあり方へ疑問を投げかけ、オルタナテ

ィブな開発（内発的発展、人間開発・社会開発、持続可能な開発、

参加型開発）の価値をもとに社会変革をめざすことが目指されて

いる。また、変革の主体は人であり、地域コミュニティである

とうたわれている。開発教育の考える地域・社会づくりは、こ

うした開発概念に基づいたものである。

　開発教育では、『地域から描くこれからの開発教育』（2008年）

において地域の機能を「参加する」「歴史に学ぶ」「対抗し創る」と

整理し、地域とは、「特定の問題解決や課題達成に向けて住民の

共同性に基づき形成される生活空間」と規定している。

　DEARは1987年から全国開発教育推進セミナーを開催し、全

国の開発教育の担い手とネットワークを形成してきた長い歴史

がある。そのプロセスの中で、開発教育を地域へ普及すること

から、地域課題と開発教育をどう結び付けるかへ、「向き合い方」

を変えてきた。そして、2004年からの持続可能な開発のための

教育の10年（ESDの10年）を契機に、地域が変革の主体であると

いう認識を深め、地域とともに課題解決、持続可能な社会づく

りをめざす事業として、2016年度より「学びあいフォーラム」に取

り組み始めた。

　SDGsの中で、ESDは達成に向けた「エンジン」であると言われ

ている。17の目標達成のいずれにも教育の役割は重要であり、

とりわけ目標4.7では、すべての世代にわたって持続可能な開発

のための教育が必要だと書かれている。持続可能な地域・社会

づくりのために「対話と学びあい」を皆さんと大切にしていきた

いと思っている。
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（2）実践事例報告（各地域の4団体による報告） 

　　　（進行：西あい／ DEAR事業コーディネーター）

　「学びあいフォーラム」の位置づけ、目指すもの、これまでの取組みについて説明したうえで、各参加

団体が「学びあいフォーラム」を通して得た気づきや変化を中心に報告した。

①「学びあいフォーラム」の趣旨説明
　「学びあいフォーラム」とは「持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム」の略称として

使っている。ここでは、「持続可能な社会・地域づくり」と「学びあい」の意義をどう捉えているかについ

て説明したい。

　ここで言う持続可能な社会・地域づくりとは、地域における持続可能な開発のことと捉えているが、

まず大前提として、持続可能な地域のあり方は地域それぞれのものであると考えている。同一のものを

すべての地域が目指すものではない。そのうえで、持続可能な開発の基本理念である「世代間・世代内の

公正」を実現するという方向性は共通して持つものと考えている。公正な社会や地域のありようの具体性

は、地域それぞれと考えている。

　またここで言う「学びあい」とは、地域の一人ひとりが学習と地域づくりの主役である、という前提の

もとで、お互いの経験やものの見方や考え方などを交換するプロセスで学びが生まれる、と捉えている。

こうした相互の交換を通して、個人間の学びあいが広がり地域の学びにつながっていくという考え方で

ある。注意したいのは、この「学びあい」は、教室内だけやワークショップのようなものだけではない。

たとえば、団体の運営や会議の場、日常のインフォーマルな関わりの中など、人と関わるあらゆる場面

で学びあいは起こると捉えている。

　これから報告する4団体は、「学びあいフォーラム」の活動を通して、それぞれの「持続可能な地域」とは

どんな地域なのかを考えながら、そうした地域づくりを後押しする学びあいを地域でどう形作っていくかを、お

互いの実践のプロセスを共有しながら考えてきた。具体的には、フェーズ1～4の間で、年に3回各団体が集

まり、お互いの地域での経験から学び合った。フェーズ3では、互いの地域を訪問して学びあう期間も設けた。

　今日は、「学びあいフォーラム」の活動を通してどんな地域にしたいと考えているのか、何に取り組み、

どんな学びや変化があったかを報告してもらう。

②参加団体による報告
●参加団体（報告者）

　とよなかESDネットワーク（TEN）：浜本裕子

　新潟NGOネットワーク国際教育研究会（RING）：小黒淳一

　八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」：福島智子

　IVYyouth：坂下弥春

【とよなかESDネットワーク】
◯TENは多様なセクターをつなぐNPO法人。設立3年ほどの

新しい団体。フォーラムでは行政と「協働」することを目標とした。

◯豊中市には市民が行政と協働で事業をすることを提案す

る「協働事業市民提案制度」があるが、制度がほとんど使わ

れていない現状がある。本制度を使って、制度の見直しを

提案し採択された。2018年4月から事業が始まるが、開始

半年前から市民協働部コミュニティ政策課の職員と話し合

いを重ねてきている。

コミュニティ政策課の職員との話し合いの様子。ワークショップ型で
課題出しをした。

ワークで使用した模造紙。
職員とTENが一緒に課題出
しをした。行政職員側から
すると市民との協働はハー
ドルが高い。協働がどんな
ものかわかりにくい、との
声があったが、「今まで実施
してきたこんなものも協働
と捉えてよいのか」という確
認もあった。

行政職員と「協働ゲーム」を
しているところ。「協働」を
ゲームで体験・理解しても
らうことをめざしている。

上越教育大学内でのセミ
ナーの様子。地元の大学
とのつながり。新潟県国
際交流協会がセミナーも
バックアップしてくれて
いる。学生や主婦など教
員以外もこうした機会を
求めている。

セミナーの様子。セミナー
での学び自体の満足度は毎
回高い。しかし、会場を出
た後に「熱」を保つことが難
しい。そのため、ふりかえ
りの最後にどんな一歩を踏
み出すかを書き出してもら
った様子。

フォーラムでは、何のためにセミナーをするのかを嫌というほど考え
させられた。

【にいがたNGOネットワーク 国際教育研究会RING】
◯メンバーの多くはJICA教師海外研修のOBOG。県内に散

らばった経験者が集まって、にいがたNGOネットワーク内

の国際教育研究会の企画研修をRINGが請け負う。
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【IVYyouh】
◯カンボジアの小学1年生に算数の教育支援をしている学生

団体。7年前から算数ドリル制作している。

◯ドリルをスバイリエン州の現地の先生と一緒に作成。

◯現地教育局などと関わる。現地の人々との関わりを大切

にしている。学校の先生とも関わりを持っている。

◯カンボジアの人々にとって分かりやすい、子ども達に使

いやすいドリルのために、学校の先生と協力。最終的には

現地の人々が教材作れるようにと考えている。

◯支援当初から小学生の留年者が多い。もっと環境が悪い

地域であるコンポントム州に支援拠点を移す。

◯写真に写っている子どもは12歳の小学二年生。

◯留年者が進級して、小学校を卒業できるように。

◯家庭等も巻き込んで働きかけをしていく予定。

③実施した内容に対して気づいた事・学んだこと
　各団体3つのキーワードを提示して、説明した。

【とよなかESDネットワーク】

【にいがたNGOネットワーク　国際教育研究会RING】

（コーディネーターのコメント）
◯聞いていただいたように、「持続可能な地域づくり」のた

めには、講座開催や事業をする場合もただ開催するという

ことではなく、たとえば準備をするプロセスで地域にいる

誰に働きかけるか、どこでどんな学びあいが起きるとよい

か、など、「学びあい」を通して働きかけを実践していくと

いう全体のプロセスを大切にしている。

につながる。TENとしては、行政職員がどの部署に異動し

ても協働を理解しているような状態になるようサポートし

ていきたい。さらに、市民の人に周知されていない制度を

伝えるなどの役割をしていきたい。

◯地域課題＝行政課題+χ。地域課題は行政課題だけではな

い。χに気づいている人もいる。χを市民だけの力で解決

できないとすれば、行政と協働していくことも考えられる。

◯公共セクターと市民セクターの協働の成功事例・先行事

例はすでにある。例えば「しょうないREK」の事例。それが

あったからこそ、TENの考えも受け入れてもらえたのだと思う。

◯各種のセクターが上手くつながりながら、χの部分に取

り組んでいきたいと思っている。

加者のニーズに耳を傾けてこなかった。学校でやっていた

実践の報告をしていた際に、「もっと手っ取り早くできるも

のはないのか、貿易ゲームやりたかったよ」と言って帰って

いった参加者がいた。何も新しい実践ばかりを説明するの

ではなく、既存の実践を実施してもよかったと思った。

　また、新潟県には大学生が小中高校で国際理解教育実践

を行うプログラムがある。そこでは、教師たちも彼らの実

践から学ぶことが出来る。大きなうねりとして歯車を回し

ていきたい。

◯キーワードの3つ目は「五里霧中」。アクションプランシ

ートを作成したが、それに引っ張られて苦労した。やっと

しっくりくるシートを作成することができたのが最近。こ

れまでは単発で活動してきたが、参加者やNGOの方が求

めている場を、段階的に系統立てて取り組めるセミナーを

実施したいと思った。5年後の状態も考えて、ワクワクで

きる状態になった。「五里霧中」が「五里夢中」に変わった。

キーワード

「すでにあるんやん？！“協働”」
「結構勉強してはるんや…」
「地域課題＝行政課題＋χ」

「消防士」
「いい加減貿易ゲームやりてぇよ」
「五里夢中」

◯行政と市民との協働はハードルが高いとは思うが、実際

はすでに協働している事例がある。公務員の方は短い期間

で部署を変わっていくが、それでもよく勉強しているとい

う市民側からの気づきがあった。ただ、行政の側にも市民

の側にも認識の不足があるので、互いに理解していくこと

が大切である。

　持続可能な社会を作るには、ESD的な学びの場が大切。

対等性・双方向性・未来志向の学びの場を作ることが協働

◯キーワードの1つ目は「消防士」。消防士の方が我々のセ

ミナーに参加されたのは驚きだった。その方は、先生が忙

しい合間を縫って時間を作って勉強していることに感銘を

受けていた。そして、我々の団体に加わった。我々教師は、

地域を学校に呼び込むのは得意でも、地域に働きかけるの

は苦手だった。

◯キーワードの2つ目は「いい加減貿易ゲームやりてぇよ」。

メンバーはセミナーの時には、役割分担をして時間内でせ

せこましく動いている。そこで、セミナーの後に1時間「ま

ったりタイム」を取り入れた。その間は片付けもしない。申

し込んでいないけれども懇親会に参加したいという方もい

た。これまでは、我々のやりたい事をやっていたため、参

キーワード

【八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」】
◯様々なテーマで講座やワークショップを開催する市民の

学習団体。昨年度はフェアトレードを中心に講座やワーク

ショップを行った。

◯今年度は、前半の4～8月には「豊かさって何だろう」をテ

ーマとした講座を実施。専門家などを呼び、話を聞いた。

後半の9月以降は、マップづくりプロジェクトを行っている。

年度の前半に行った講座の写真で、これは、フェアトレードについて学習し
ているところである。参加者に知識を提供し、学習の機会をつくった。

年度の後半のマップづくり
プロジェクトの写真。マッ
プに掲載する場所を考える
ために行ったまち歩き。参
加者と一緒に地域に行き、
お店の人などから話を聞き、
気づきや発見ができ、地域
の本当の顔や暮らしぶりを
見つめた。

こちらも地図作りプロジ
ェクトの写真で、実際に
参加者と地図を作ってい
るところである。一人ひ
とりの意見を聞いて、プ
ロセスを大事にしながら
作成した。

現地教育局の方との写真。現地の人々との関
わりを大切にしている。

小学校の先生とミーティングをしている時の
写真。カンボジアの人々にとって分かりやす
く、子ども達にとって使いやすいドリルのた
めに、学校の先生と協力している。最終的に
は現地の人々が教材作れるようにと考えてい
る。

支援当初から小学生の留年者が多い。もっと
環境が悪い地域であるコンポントム州に支援
拠点を移す。
写真に写っている子どもは12歳の小学2年生。
留年者が進級して、小学校を卒業できるよう
に目標を定めてプロジェクトをしていく。家
庭等も巻き込んで働きかけをしていく予定。
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「 学 び あ い フ ォ ー ラ ム 」 
コ ー デ ィ ネ ー ト の 分 析

（1）「学びあいのコーディネート」とは

　3頁に掲載のように、「学びあいフォーラム」では、持続可能な社会・地域づくりに向かうように地域で

の「学びあい」を形作っていくことを「学びあいのコーディネート」と呼んでいます。そして、各地域にお

ける「学びあいのコーディネート」の担い手の役割は、地域のさまざまな場面において持続可能な社会・

地域づくりのための「学びあい」が起きるような機会を見出したり、そうした「学びあい」が起きるように

地域に働きかけたりすることであると位置づけました。その役割には、持続可能な社会・地域のあり方

を地域の人びととともに描くことや、「学びあい」の機会に参加すべき人々が参加できるように調整する

こと、対話や変化の把握などを通して「学びあい」のプロセスを促すことなどが含まれると考えています。

　「学びあいフォーラム」では、各地域で「学びあい」を通して変化を紡いでいくプロセスを、持続可能な

社会・地域づくりのプロセス、つまり7頁に説明したような公正な社会づくりのプロセスとして捉えてい

ます。ですから、「学びあいのコーディネート」とは、地域における人々の間の学びづくりとそれに伴う

変化そのものが、公正な社会・地域づくりのプロセスであるように調整していくこと、とも表現できる

でしょう。「学びあいフォーラム」コーディネーターチームでは、「学びあい」のプロセスが公正な社会づ

くりのプロセスであるには、「学びあいのコーディネート」において次のような視点が大切であると考え

ています。

◆従来の社会・地域づくりのあり方を問い直す視点：社会的経済的な不公正をもたらしてきた社会づ

くり・地域づくりのあり方を変え、持続可能な開発を目指していくことが必要である。地域内外に

そうしてもたらされた不公正な状態がある。環境や開発に関わる特定の問題の要因や影響は、地域

や国を超えて広がる。そのため、内発性、主体性、参加、全体性の視点を手がかりに従来のあり方

を問い直す。

◆社会・地域づくりの内発性と誰が主体なのかという視点：持続可能な社会・地域づくりは、地域の

状況やニーズをもとに地域の人々によって主導される。地域においては多様性が尊重され一人ひと

りの参加が保障される。さまざまな立場から地域に関わる人々は、それぞれの役割として地域の持

続可能な開発に主体的に関わる。

◆参加すべき人々が参加するという視点：地域内外に、社会的経済的不公正が原因で意思決定への参

加が妨げられている人が存在する。公正を目指すということは、「誰が」そこに参加しているのかに

注目し、持続可能な社会・地域づくりのプロセスにそうした人々が参加できるようにすることであ

る。そのために従来のやり方を変える必要があるかもしれない。

◆社会・地域づくりの領域に関わる視点：経済・社会・環境・政治を一体のものとして捉え、持続可

能な社会・地域づくりに関わる活動に取り組む必要がある。組織や制度も、分野別ではなく包括的

に課題に取り組めるような体制に変化することを求める。地域を「全体」としてとらえ、様々な分野

で活動する組織と連携する。

【八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ」広場】
性につながると考えている。

◯キーワードの2つ目は「まちの見え方」が変わったことであ

る。今回のまち歩きはふだんよく通るところだったが、数

人グループで話し合いながら回り、地域の小さなお店の人

と出会うことで、いきいきした暮らし、顔、生業が見えて

きて、ふだん見逃していたことが見えた。このような再発

見は他のどの地域でもできることだと思う。

◯キーワードの3つ目は「つづく」ということ。マップは「つ

づく地図」という名前。

　それぞれのちょっとずつ違うものが1つのものに集約した。

持続可能性、来年度も続ける、問いはつづく、未来につな

がってほしいなどの意味を込めて「つづく」とした。

【IVYyouth】

（コーディネーターのコメント）
　聞いていただいたように、各団体は地域に働きかけてい

ると同時に、自分たちも地域から働きかけられている。そ

こから気づきや学びが得られ、変化につながっていく。一

連の「学びあい」のプロセスは、偶然だけではなく「持続可能

な地域づくり」をめざした取り組みの計画の中で作り上げて

いくものである。

　この時、私たちが自分たちの変化を大切にしていたこと

が、見て取れたと思う。なぜそうしているかというと、地

域に「働きかける」という役割を担っているとき、働きかけ

る相手を変えようと考えるだけでは、もしかしたらそれが

働きかける側の思い込みや決めつけによるものかもしれな

い。しかし、「学びあい」に自分たちも地域の一員として参

加すると捉えるによって、自分たちの見方も変化し、それ

によって働きかけも変化していく。自分たちの価値観から

だけではなくて、相互の学びにより地域がつくられること

を大切にしたい。

　ただし、今日聞いていただいたのは、継続する長い地域

づくりの営みの中の、ほんの一部を切り取ったにすぎない

ことに注意してほしい。そのため、自分がもつイメージと

は違うと感じた人もいるかもしれない。それは、取り組ん

でいる課題もプロセスも背景なども地域によってちがうこ

とから起こり得ると理解してほしい。

キーワード

「歩く」
「まちの見え方」
「つづく」

キーワード

「メンバー内の情報共有」
「意思決定」
「先生との信頼関係」

◯フェーズごとに活動を見つめなおす際、「メンバー内の情

報共有」ができていなかったことに気づいた。ミーティング

の場を設けても、現地に行ったことがあり、現地の情報を

知っている人だけの意見になってしまう。全員が同じ情報

量になるようにそろえる必要がある。

◯キーワードの1つ目は「歩く」。今回は、歩いて地図に載せ

るところを探した。歩くことの価値を再発見した。昨年度

も同じようなフィールドワークをしたが、その時は、車で

移動した。移動にすごく時間がかかり大変だった。そのた

め、今年は歩ける範囲でゆっくりとまち歩きをすることに

した。昨年度と比べると範囲は狭まったが、狭い範囲を見

ながら歩くことで、お店の人と話したり、人々の暮らしぶ

りを見ることができたりし、視野が広がり、町の多様性が

見られた。歩いてゆとりを持つことが、豊かさや持続可能

◯情報共有がうまくいかないもうひとつの理由に「意思決定」

のことがあった。なぜこのような結論に至ったのか、一部

の人で決めていたことで共有できていなかった。

◯「先生との信頼関係」。先生と協働で作っている点や、自

分たちの力だけでは教材が作れないという面。先生たちと

協力関係が必要。いずれは支援から抜けなければいけない。

自分たちで自立した持続可能な地域をつくっていくため、先

生たち自身でまわしていくことも目標に活動していきたい。
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アクティビティ：ポスターづくり
（課題、問題、社会関係図）

地域での取り組み課題を整理すること。発表しあい、
コーディネーターや他地域からなぜなぜ質問をし、なぜその課題なのかを深めていくこと。

1日目のクロージング ワークシートに、今日の気づき、他の地域から学んだこと、
明日予定のプランづくりに向けて考えたいことなどを記入。

日程：2016年5月8日 2日目の流れの説明 話し合いのルールの確認、2日目にやることの説明

アクティビティ：プランニング 3～ 5年のスパンで地域がこうなっていたらいいなという像を描くこと、
そこに向かってどんな活動をするのかということ。
未来から今やるべきことを描くというプランニングのやり方を用いて考えること。

2日目のふりかえりシートに記入 達成度を％で書いてもらい可視化した。
当初の目的以外で学んだことを書く質問項目を入れた。

フェーズ２：集合研修 プログラム プログラムの企画意図

事前準備 F３活動計画の具体化（テーマ・い
つ・どこで・だれと一緒に・誰に・
何のために・どうやって）

活動をとおして取り組みたい問題やアプローチしたい人 を々具体化してもらう。

日程：2016年6月18日 開会・導入：アイスブレイキング 話しあいの雰囲気づくり／初めての人通しが知り合う

これまでのふりかえり 趣旨とゴールの共有／F2の活動をよりしやすくする

持参した計画とフェーズ１後に
実施したことの共有

意図を持って問いかけられることで、地域に向き合う際の自分の思考や態度、
視点等の傾向（大事に思っていること、気にかけていないこと、など）を認識・把握する

活動計画の見直し 自分たちが地域へアプローチする際に大切にしたい態度や考え方などを、自分たちの言
葉で整理してもらう。／4つの視点で地域を見て浮かび上がる地域の状況は何かを考え
る。／計画作成の際の考え方や作業プロセス（変化の連鎖）を理解する

全体共有 他地域との共有

ふりかえり 個人のふりかえりとその共有

クロージング

フェーズ３：
地域ごとの活動へ
DEARコーディネーター
チーム（CDN）が
参加する形での関わり

プログラム DEARCDNによる地域CDNへの働きかけ内容とその意図

事前準備 F３活動計画シートの作成 どのような活動を変化と捉えているのか見える化してもらう

日程：2016年6月ごろ～
2017年1月ごろ

各団体の地域の活動 各団体の地域の活動へコーディネーターが参加する形での関わり

フェーズ４：集合研修 プログラム プログラムの企画意図

事前準備 団体用ふりかえりシート
（「『学びあい』の機会」「変化」
「持続可能な地域づくりを
後押しする学びのありかた」）

団体として、地域に学びあいを通してどう働きかけ、その影響がどうだったかを把握し、
それらをどう考えるかを議論する。

個人用ふりかえりシート
（役割や参加の仕方、
気づきや学び、変化）

個人の参加の仕方や学びを確認する。

日程：2017年2月18日 趣旨説明・スケジュール確認

アイスブレイキング 参加者に担ってもらうことで参加度を上げる

ルール作り 学びあいをしやすい雰囲気づくり

「学びあいフォーラム」
全体像の確認

団体とCDNチームのそれぞれの立場からどう「学びあいフォーラム」に関わり
貢献しているのか、どんなアウトプットを得ようとしているか、をあらためて共有

ふりかえり（地域ごと） 地域ごとにふりかえりを可視化する。
可視化することで、自分たちの地域への向き合い方や価値観などを意識化する。

（２）分析の目的

　地域における「学びあいのコーディネート」を担うのは地域の団体であり、「学びあいフォーラム」コー

ディネーターチームは“外部者”として地域の団体に働きかけることで、持続可能な社会・地域づくりを

支援していく役割です。そこで同チームでは、「学びあいフォーラム」の事業をとおして、地域にとって

は“外部者”である同チームが、地域の「学びあい」のコーディネートの担い手にどのような働きかけをす

ることが、持続可能な社会・地域づくりにとって望ましいと言えるのかを検討してきました。年間を通

したプログラムをとおして、「学びあいのコーディネート」を担う地域の団体に働きかけをしていること

になります。プログラムは、前項に挙げたような、「学びあいのコーディネートの担い手」が地域で果た

す役割に関する考え方や、そのプロセスにおける大切な視点にもとづいて作成されたものです。

　そこで、こうした働きかけが地域に与える影響を検証し、働きかけの質を改善していくために、まず「学

びあいフォーラム」の事業をとおしてチームがどのような働きかけをしたかを整理します。一方で、地域

の団体が、地域でおきた変化や、チームの働きかけをどのように認識し、反応したかをふりかえって分

析し、それぞれの働きかけの意図や変化の全体像が見えるように分析したいと考えています。そして、

その成果を活かして、今後、さらに多くの地域の団体が、持続可能な社会・地域づくりを後押しする「学

びあい」のコーディネートの担い手として活動していくことを支援していきたいと考えました。

　今回の分析対象となる「学びあいフォーラム」コーディネーターチームによる働きかけとは、具体的に

は、「学びあいフォーラム」の2016年度～ 2017年度に実施したプログラムを通したものであり、具体的

には次表のとおりです。

■「学びあいフォーラム」における働きかけ

「学びあいフォーラム」
コーディネーター

チーム

「学びあいの
コーディネート」を
担う地域の団体

地域の人びと働きかけ 働きかけ

今
回
の
分
析

■2016年度「学びあいフォーラム」

フェーズ１：集合研修 プログラム プログラムの企画意図

事前準備 地域の写真を持参 地域を様々な視点から見るための準備。

日程：2016年5月7日 アイスブレイキング（他己紹介） 初対面同士の自己紹介で知り合う。

話し合いのルールづくり ワークショップ中の話し合いでの基本的なルールにしたらよいと思うことを
皆で出し合い確認する。

フォーラムの趣旨説明 地域がもっと良くなるための学習活動の方向性を1年かけて
一緒に見つける場であることを理解してもらう。

アクティビティ：コンパス分析 自分の地域において自分の視点から見た地域の写真を撮ってきてもらうこと、
その写真を4つの視点（経済、社会、政治、自然）で読みとく中で、
視点をもって地域を見るとはどういうことかを理解すること。



52　持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム 持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム　53

日程：2017年7月22日 趣旨と本日のながれ

アイスブレイキング、ルールづくり 初対面の人が話しやすい環境づくり

フェーズ1のふりかえり 全体でふりかえり、初参加の人にも情報共有する

フェーズ1宿題の共有 各団体が、どのような変化の段階を考えているのかを確認する。
それを考えてきたプロセスについても併せて確認する。

活動計画の具体化と指標の作成 目指す状態にむかって現在の状態の段階を追って実現する、
という段階の変化を地域の具体に沿って再確認し文字化する。
「公正」やコンパス分析の軸で、自分たちの作成した指標を再確認する。

ふりかえりシートの説明、
自分たちの問いを考える

「学びあいと変化のふりかえり」と「プロセスのふりかえり」の意義を理解する。
プロセスのふりかえりの考え方を理解する。

ふりかえり

今後についての連絡 宿題の共有の仕方の相談、今後のスケジュールの確認

フェーズ３：
地域ごとの活動へ
DEARCDNが
参加する形での関わり

プログラム 働きかけの内容とその意図

事前準備 アクションプランシートの作成 自分たちのめざそうとする変化を明確にする。

ふりかえりシートの作成 文字化することで、プロセスにおける自分たちの思考や認識を意識的なものにする。

日程：2017年7月ごろ～
2018年1月ごろ

各団体の地域の活動 各団体の地域の活動へコーディネーターが参加する形での関わり

フェーズ４：集合研修 プログラム プログラムの企画意図

事前準備 各団体におけるふりかえりと
ふりかえりシートへの記入

団体として、地域に学びあいを通してどう働きかけたのか、その学びあいプロセスでの
自分たちの行動やその影響がどうだったかを省察的に再認識する。

日程：2018年2月24日 自己紹介・アイスブレイキング 誰もが参加できる雰囲気づくり

趣旨説明・スケジュール確認 趣旨の共有

コーディネーターチームふりかえり
の共有

CDNチームの学びの共有。ふりかえりのポイントを焦点化。

グループ作業（ふりかえり可視化） 地域の学びあいに各自・各団体がどうかかわったのかを確認し、
そのプロセスにおける自身の学びや変化を再確認する

ふりかえりの共有 各団体の気づき・学びと変化を共有することで、団体間の学びのきっかけとする。また、
他団体やCDNチームからはふりかえりをサポートするような質問を投げてもらうことで、
発表団体のさらなるふりかえりにつなげることと、質問する側の質問力の向上をめざす。

本日のふりかえり 個人での学びの共有

翌日の報告準備 学びや変化を自分たちの言葉で表現する

2018年2月25日 導入、趣旨説明

学びの共有 他の参加者と学びを共有する。学びの当事者としてライブトーク

分科会 学びあいフォーラムの意義を他の参加者と共有する。
特定の課題について他の参加者とフォーラム参加団体が議論する。

全体共有 参加者間で学びを共有する

ふりかえり 2日目の学びをふりかえる

学びあいフォーラム参加者による
ふりかえり

2日間の学びを共有する。
「学びあいフォーラム」のプログラムを参加者が評価する。

ふりかえりの発表 各団体の気づき・学びと変化を共有することで、団体間の学びのきっかけとする。また、
他団体やCDNチームからはふりかえりをサポートするような質問を投げてもらうことで、
発表団体のさらなるふりかえりにつなげることと、質問する側の質問力の向上をめざす。

ここまでのふりかえり（バズセッショ
ン）

ここまでのふりかえり

今後にむけて
「大切にしたいことリスト」作成

ふりかえりのまとめとして、ふりかえりから得られる教訓（学び）について、
自分たちの地域での役割における「大切にしたいことリスト」という形で作成し、共有する。

翌日の発表準備

日程：2017年2月19日 SDGsワークショップ
（豊かさと開発、100人村、
世界一大きな授業の３つに分かれ
て）

・SDGsの背景に持続不可能な社会があることに気づく。
・SDGsについて分かりやすく学ぶ方法について体験する。

全体会での問題提起「SDGｓの先にある持続可能な開発とは何か？」、グループディスカッション「自分たちにとってのSDとは」

パネルトーク
～地域の学びですすめるSDGs
（フォーラム参加団体4地域による
活動成果発表）

・グローバルイシューが国内の課題とつながっていることを理解する。
・学びや開発のプロセスを見せる
・それぞれの事例からNGOがどのように地域に関わるかを考える
→フォーラムとしての意図は？　参加団体が第三者へ自分たちの活動を語ることで、
　活動を客観的に捉える視点を得る？

グループディスカッション

■2017年度「学びあいフォーラム」

フェーズ１：集合研修 プログラム プログラムの企画意図

事前準備 団体紹介シート（取り組みたい地域
の課題、目指したい地域、団体内
の課題設定プロセス、課題へのこ
れまでのとりくみ）

地域の課題（問題）に対して団体の問題意識を明確化してもらう。
F1のコンパス分析で使用するための、他団体との情報共有。

自己紹介シート プログラム中の参加者の交流の契機とする。

日程：2018年6月24日 自己紹介・アイスブレイキング 話しやすい雰囲気づくり／参加者同士が知り合う

エピソード・トーク 個人の気づき・学びや変化のストーリーとして、前年度の経験や出来事を
他の参加者と共有する。「学びあいフォーラム」への期待感を高める。

豊かさと開発 地域には開発に対する多様な価値観やそれをめぐる葛藤があること、
その中で学習を通して参加をコーディネートするということを理解する。

コンパス分析：
各団体の活動について

活動で取り組もうとする地域の課題を多角的な視点から分析する。
自分たちの活動を持続可能な地域づくりの取組みとなっているか見直す。

日程：2018年6月25日 アイスブレイキング

自分たちの評価指標をつくろう 団体のビジョンにむけて地域の具体的な状態をどうしていくのか、
そのために、自分たちが学習活動を通して地域にどう働きかけるのかを、
つなげながら考える、考え方に慣れる。

ふりかえり

フェーズ２：集合研修 プログラム プログラムの企画意図

事前準備 付箋紙と模造紙を使用して、
F1の表を完成させる

団体のビジョンにむけて地域の具体的な状態をどうしていくのか、そのために、
自分たちが学習活動を通して地域にどう働きかけるのかを、つなげながら考える。

模造紙のうち、
F3の活動に関わる部分について
アクションプランシートに転記する

団体のビジョンにむけて地域の具体的な状態をどうしていくのか、そのために、
自分たちが学習活動を通して地域にどう働きかけるのかを、つなげながら考える。

「ふりかえりシート」を作成する ふりかえりの問いを考えることで、公正という視点と地域や団体の具体をつなげて考える。

自己紹介シート プログラム中の参加者の交流の契機とする。
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「学びあいフォーラム」コーディネーター会議
（第15回検討会議）
日時：4月15日（土）13：30～18：00、4月16日（日）9:00～13：00
場所：Bumb東京スポーツ文化館

1日目はコーディネーターによる昨年度のふりかえりのあと、
2017年度のスケジュール、目的・目標、使用ツールや教材
や資料、準備等について検討した。また、2日目については、
使用する言葉の定義や「誰と誰の学びあいなのか」、「学びの
質と目的」について、そして参加者が地域のCDNという認
識をしてもらうべきなのかということについて確認した。

「学びあいフォーラム」コーディネーター会議
（第16回検討会議）
日時：5月14日（日）10:00～ 12：30、14：30～ 19：00
場所：DEAR資料室

学びあいの構造化、2年目で目指すことについて話し合い、
記録と会議の進め方や、構造化するための整理、キーワー
ドと提示の仕方、学びあいで目指すことの提示の仕方につ
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17回検討会議）
日時：7月1日（土）11：00～ 13：00、14：00～ 18：00
場所：DEAR資料室

フェーズ2のプログラムにおけるコーディネーターの質問の
仕方や、フェーズ2の宿題・ワークシートの項目立てとフェ
ーズ2の進行、ふりかえりの進め方について確認した。

「学びあいフォーラム」コーディネーター会議
（第18回検討会議）
日時：8月26日（土）11：00～ 13：00、14：00～ 17：00
場所：DEAR資料室

コーディネーションの分析のための情報収集とその方法、
および「学びあいフォーラム」におけるコーディネーターの
専門性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19回検討会議）
日時：9月23日（土）11：00～ 13：00、14：00～ 18：00
場所：DEAR資料室

ロジカルフレームワークを使用して「学びあいフォーラム」
の方向性を話し合った。また、「学びあいのコーディネート」
とその分析の資料について検討した。

附録■2017年度コーディネーター会議　実施概要

「学びあいフォーラム」コーディネーター会議
（第20回検討会議）
日時：10月8日（日）10：00～ 13：00、14：15～ 16：30
場所：DEAR資料室

ロジカルフレームワークと次年度以降の事業計画について
検討した。また、フェーズ3の状況について報告した。持続
可能な開発をめぐる概念とコーディネーターの内容につい
て整理し、フェーズ4の計画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21回検討会議）
日時：11月5日（日）11：00～ 13：00、14：00～ 16：30
場所：DEAR資料室

フェーズ3のフォローアップおよびフェーズ4のプログラム
内容について話し合った。また、3年間の計画について検討
した。

「学びあいフォーラム」コーディネーター会議
（第22回検討会議）
日時：2018年1月8日（月）10：00～ 13：00、14：00～ 17：30
場所：DEAR資料室

各団体の活動の様子の報告、およびフェーズ3の実施状況の
確認をした。その後、フェーズ４のプログラム内容につい
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23回検討会議）
日時：2018年1月28日（日）10：00～ 13：15、14：30～ 17：30
場所：富坂キリスト教センター1号館

事業のふりかえりを実施し、ハンドブック（ステップ2分析）
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24回検討会議）
日時：2018年3月21日（水）11：00～ 16：00
場所：富坂キリスト教センター1号館

2017年度の事業評価をおこなった。

（3）分析の方法とプロセス

　分析の手順は、①「学びあいフォーラム」に参加した地域の団体の方にインタビューをする、②インタ

ビューの文字データを意味内容ごとにラベル付けする、③２の共通するラベルのデータごとに分類する、

④「学びあいフォーラム」での各プログラムの企画意図をキーワード化する、⑤３と４の関係性を分析す

る、という手順で行います。①のインタビューでは、地域において各団体がどのような意図を持って働

きかけ（＝「学びあい」のコーディネート）をしたのかを軸に、それによって地域に起こった「変化（事実）」

は何か、変化のおこった状況、要因（5W1H）、その変化に対してどんな気持ちや考えを持っているか、を

中心に、実践をふりかえりながら幅広く話してもらえるように行いました。そうすることによって、コ

ーディネーターチームの意図した働きかけとは直接的な関係がない地域の変化や、意図していなかった

学びや波及効果も把握できると考えたためです。またこのときの「変化」は、次の取組につながりそうな

変化や、地域内の関係性の変化、持続可能な開発に向けた変化に注目しました。

（4）今後の課題

　今後は、この分析結果をどのような形に整理して発信するか検討が必要です。分析結果は地域におけ

る「学びあいのコーディネート」をどう支援していくのが望ましいかの判断に役立つように整理して提示

し、そうしたコーディネートのスキルアップのための方法論を確立していくことを目指します。

　そのためには、「学びあいのコーディネート」を担う地域の団体から、地域の人びとへの働きかけ（前掲

の図の右側の矢印部分）についても分析が必要だと考えています。なぜなら、それは地域独自のプロセス

でありながらも、「学びあいフォーラム」のような“外部者”からの働きかけがある場合は、それと連動し

ているものであるためです。“外部者”としての働きかけの質が持続可能な社会・地域づくりにむけて改

善されていくために、今後、これまでの「学びあいフォーラム」参加団体と協力しながら、地域における

働きかけと変化についての分析と整理を進めていく予定です。
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