
 

第２回 通常総会 

日時： 平成３０年６月２４日（日）１６：００〜１７：００ 

会場： 新潟市万代市民会館（新潟市中央区東万代町９-１） 

 

 
NPO 法人みらいず works 



特定非営利活動法人 みらいず works 

第 2 回 通常総会 

 

日時：平成 30 年６月 24 日（日）16：00～17：00 

会場：新潟市万代市民会館 研修室 303（新潟市中央区東万代町 9-1） 

 

次第 

15：45 受付開始 

16：00 総会開会 

  1.代表挨拶 小見まいこ 

  2.議長及び議事録署名人の選出 

  3.議事 

  第１号議案 平成 29 年度 事業報告及び活動決算報告について （P6～19） 

  第２号議案 平成 30 年度 事業計画及び活動予算について（P20～27）  

  第３号議案 定款変更の件（公告の方法） 

17：00 閉会 



役 員 

代表理事   小見まいこ  

副代表理事  本間莉恵  

理事     石田直樹  税理士法人石田経理事務所 

理事     齋藤主税  NPO 法人都岐沙羅パートナーズセンター 

監事     川端弘実  新潟大学教育・学生支援機構全学教職支援センター 

 

事 務 局  (平成 29 年 5 月 1 日～平成 30 年 4 月 30 日） 

職員（事業） 小見まいこ〈平成 29 年 5 月 1 日～平成 30 年 4 月 30 日〉 

職員（事業） 本間莉恵 〈平成 29 年 5 月 1 日～平成 30 年 4 月 30 日〉 

職員（総務） 荒井美雪 〈平成 29 年 5 月 1 日～平成 30 年 4 月 30 日〉 

職員（事業） 山本一輝 〈平成 29 年 5 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日〉 

職員（事業） 角野仁美 〈平成 29 年 5 月 1 日～平成 30 年 4 月 30 日〉 

職員（事業） 河合祥希 〈平成 30 年 4 月 1 日～平成 30 年 4 月 30 日〉 

 

運営協議会 

委員 岩﨑保之  (新潟青陵大学 教授） 

委員 上山裕二 （新発田中央高等学校 教頭） 



委員 木山光   （木山産業株式会社 代表取締役社長） 

委員 佐藤靖子 （新潟大学教育学部付属新潟中学校 副校長） 

委員 田中範克 （新発田市立川東小学校 校長） 

会 員（平成 30 年 4 月 30 日現在） 

正会員 個人 23 名 

賛助会員 個人 69 名 

企業 13 社 

合計 105 

 

大学生インターン・ボランティア 

インターン生（長期） 3 名 

インターン生（短期） 3 名 

みらいずトーク運営スタッフ  6 名 

SPiRAL 運営スタッフ 14 名 

授業運営、イベントボランティア 27 名 

 

社会人ゲスト、社会人ボランティア  

キャリア教育 ゲスト 37 名 



総会の開催 

NPO 法人みらいず works 第 1 回 通常総会 

日時 2017 年 6 月 17 日（土）11:00～12:00 

場所 新潟市万代市民会館  研修室 302 

出席：正会員 9 名（正会員委任状出席者 8 名） 

議題：決議事項 

  第 1 号議案 平成２８年度 事業報告及び活動決算報告について 

  第 2 号議案 平成 29 年度事業計画及び活動予算について 

  第 3 号議案 監事の選任について 

  

   

理事会の開催 

理事会は毎月 1 回開催することとしており、合計 11 回開催した。 

第 1 回理事会 平成 29 年 5 月 22 日 9：30～11：30 於 みらいず works 事務所 

第 2 回理事会 平成 29 年 6 月 29 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第 3 回理事会 平成 29 年 7 月 31 日 9：30～11：30 於 みらいず works 事務所 

第 4 回理事会 平成 29 年 9 月 20 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第 5 回理事会 平成 29 年 10 月 24 日 9：30～11：30 於 みらいず works 事務所 



第 6 回理事会 平成 29 年 11 月 15 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第 7 回理事会 平成 29 年 12 月 20 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第 8 回理事会 平成 30 年 2 月 14 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第 9 回理事会 平成 30 年 3 月 13 日 9：30～11：30 於 みらいず works 事務所 

第 10 回理事会 平成 30 年 4 月 16 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第 11 回理事会 平成 30 年 5 月 30 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

 

運営協議会の開催 

第 1 回運営協議会 平成 29 年 11 月 27 日 18：30～19：30 於 石田経理事務所 

第 2 回運営協議会 平成 30 年 6 月 1 日 18：30～21：00 於 みらいず works 事務所 

 

書籍販売数 

書籍名 販売数 

第 1 巻 教育ファシリテーション入門（みらいず works 発行） 589 冊 

FG テキスト（博進堂発行） 100 冊 

合計 689 冊 

 



 



  

平成２９年度 みらいずworks の事業成果と課題 
 

 

＜平成２９年度の事業実績＞ 

【運営した研修や授業数】  

88 件 

  

【事業を提供した人数】 

＊委託事業の対象： 

小学生    895 名 

中学生  1,564 名 

高校生  1,911 名 

教員     897 名 

他大人    738 名   合計 6,005 名 

  

＊自主事業の対象： 

   高校生   4 名 

   大学生   17 名 

   教員を含む大人 142 名  合計 163 名 

  

＊共催事業の対象 

   中学生   78 名 

   高校生   58 名 

   大学生    68 名 

   教員を含む大人 86 名  合計 290 名 

   

    合計： 平成２９年度に みらいずworks の事業を提供した方々 6,458名 
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【平成２９年度の事業方針】 

 

今までのみらいず works 

・授業や研修の単発の受注 

・学校教育支援が中心 

・ファシリテーション 

 

 

学校教育から社会教育へつないでいくプロセスの構築 

＊地域課題解決型キャリア教育の仕組みをつくります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２９年度の強化方針】 

・地域課題探究塾「中高生みらい探究ラボ SPAiRAL」のスタート【1-5】…社会教育領域で 

・学び合うコミュニティ「みらいずカレッジ」の主催【2-5】 …テーマは探究学習 

平成２９年度のみらいず works 

・子どもたちの学びを継続的に支援する 

・社会教育での場づくりに挑戦 

・ファシリテーションをベースにした探究学習 

 



  

＜平成２９年の事業成果＞ 

 

＊中高生みらい探究ラボ「SPiRAL」で中高生の成長を実感 

今年度より始めた社会教育領域での活動でした。中１〜高３まで合計１８名の有志が参加し、

新潟の食の魅力を発信する「Sunny Days」を沼垂テラスの朝市に出店し、自分たちで選ん

だこだわりの品をお客さんに届けました。中高生からは「人と話すことが苦手だったけれど

自信がついた」「こんなに達成感を感じたことは初めて」などの感想があがりました。 

アンケートの結果からも、地域や社会に対する当事者意識や多様な仲間と関係をつくりなが

ら、協働して創造する力が育つ機会となりました。 

 

【アンケート結果】 

 

【課題】 

参加者の中高生のメンターとなる大学生のモチベーションケアが非常に難しく、途中で参加

しなくなる大学生もいました。今後は、インターン生を中心に、意志を持って集まってくる

学生を中心に運営し、大学生自身も達成感を感じられるような役割をつくっていきます。 

加えて、資金提供先でもあった一般社団法人 U２７Grobal Heros の活動が中止となり、資

アンケート項目 （抜粋） 
 1 ： 他者を巻き込みながら活動を 

     進めることができる 
 2 ： 自分で考えたことを他者に適切 
     にわかりやすく説明できる 
 3 ： 地域や社会の課題は私に関係の    
     あることだと感じている 
 4 ： 地域や社会の一員としてできる 
     ことはないかと考えている 

 
 

【参加者の声】 

・地域のさまざまなものと触れることができて、社会

を知ることができた 

・たくさんの人と関わることで、その人その人の良さ

を理解し合えた。 

・具体的な将来についてのビジョンがはっきりした。 

・他者を巻き込みながら主体的に行動することの意義

を理解できた。 

 

 



  

金確保が課題になりました。しかし、開港１５０周年事業の市民活動助成金や企業協賛２社

様を確保し、平成３０年度の予算は確保できました。継続的に活動ができるような基金やプ

ラットフォームなどの仕組みづくりを進めてまいります。 

 

 

＊「みらいずカレッジ」第1期の開催、合計７回の学び場を運営 

「これからの学び」を考え、実践するま学びのコミュニティとして、平成２９年度よりスタ

ート。「深い学びをつくる探究学習」というテーマで合計７回の学びの場をつくり、教員、

企業、行政、コーディネーター、学生、NPO と様々な立場の参加者と共に学び合いました。 

・キックオフ参加者（6/17）  ：81 名 

・探究の問いづくり編（7/29）  ：25 名 

・ふりかえり会（8/30）  ：10 名 

・探究の場づくり編（10/29）  ：16 名 

・探究のプロセスづくり編（11/19） ：12 名 

 ・全体ふりかえり会（2/3）  ：7 名 

        のべ参加人数 合計：151 名 

 

【課題】 

ふりかえり、実践をサポートするふりかえり会の参加者が少なく、中止した回もありました。

先生のニーズや学びへの意識に関するヒアリングを行い、自分で学びを選び、主体的に学び

を設計することが必要です。加えて意識の高い一部の先生だけでなく、様々な先生に参加し

てもらいやすい価格設定や仕組みが求められています。平成３０年度はそのような課題をふ

まえ、入学式・卒業式で自分自身の学びのデザインをし、振り返ることができるよう工夫を

しました。 

 

 

＊私立高校２校にて、キャリア教育×授業改善プロジェクトを実施 

北越高等学校、新発田中央高等学校にて、キャリア教育×授業改善プロジェクトを運営しま

した。北越高校は２カ年の全校の教員による授業改善プロジェクトを終え、研究推進係を組

織に位置付け、今後も組織的に授業改善や研究を継続することになりました。その後、双方

向型の職業人講話の企画支援をするなど、キャリア教育にも携わりました。新発田中央高等



  

学校では、５年間キャリア教育授業支援をしてきましたが、日々の授業から系統的に主体

的・対話的で深い学びを実践していく必要性から授業改善プロジェクトに関わらせていただ

きました。どちらの高校もキャリア教育と授業改善を両輪で進めることで相乗効果が生まれ

るとともに、教員の姿勢や意識の変容が現れるなどの成果がありました。 

・北越高等学校（授業改善プロジェクト ２カ年で７回の研修実施／キャリア教育 ジョ

ブラーニングの企画支援） 

・新発田中央高等学校（授業改善プロジェクト １カ年で３回の研修実施／キャリア教育 

３回の運営支援、ミッション型インターンシップの企画運営） 

 

【課題】 

入試改革に伴い、他校でもニーズがあるにも関わらず横展開ができていません。成果を見え

る化し、わかりやすい情報発信をすることが求められています。加えて、県立高校の教諭に

向けた効果的なプログラムの提供や実施予算の捻出も必要です。 

 

 

＊「地域みんなで子供たちの未来を拓くワークショップ」の開発と普及 

社会に開かれた教育過程の実現に向けて、コミュニティスクールの設置や地域と学校の協働

確立が求められています。そこで、独立行政法人教職員支援機構の支援事業として、「地域

協働プロフェッショナル教員育成プログラム」を開発し、北海道浦幌町にてモデル実施しま

した。その成果やプログラムのステップを「地域みんなで子供たちの未来を拓くワークショ

ップのすすめ」と題し、冊子としてまとめ、全国の都道府県に配布しました。 

・発行部数：２０００部 

・仕様：A４ ２０ページ 冊子 

 

【課題】 

冊子のページ数にも限りがあり、発行開発したプログラムには十分な情報や進め方の具体を

入れ込めませんでした。広く実施してもらうためには、ノウハウや具体をわかしやすく伝え

る「みらいず TEXT SERIES」の編集発行が急務です。 

 

 

 



  

＊新たな「職場体験ガイド」を編集、定着をサポート 

佐渡市の課題解決型職場体験ガイドと胎内市職場体験学習ガイドの編集に携わりました。ど

ちらもより学びのある職場体験の企画やコーディネートに関わってきた内容や進め方を一

冊に編集。ミスマッチが起きていたり、作業をするだけで深い学びのない職場体験ではなく、

これからの社会を生き抜く力が育つ職場体験をつくるために、各学校や受け入れ先の企業の

ガイドとして活用してもらい、他市町村の職場体験の改善や改革のよきモデルとなるように

努めました。 

 

【課題】 

佐渡市では、２０２０年度には課題解決型職場体験を市内すべての中学校で実施する予定で

す。ガイドを使ってスムーズな全校実施となるよう、さらにガイドの内容を発展させたり、

継続にあたって形骸化しないような働きかけも求められています。さらにブラッシュアップ

し、危機感や課題を抱える他市町村でも実施可能なモデルとして横展開できるよう発信して

参ります。 

 

 

＜平成２９年の事業総括＞ 

 社会の大きな変化の中でも希望を持って生きる子どもたちが育つ教育環境をつくるため、

未来の学びとは何か、探求し、実践し、見える化することのできた一年でした。目指す学び

のあり方やモデルが明確になった一方、それを理解・共感してくださる方はまだ一部です。

これからの学びのモデルを広く発信し、子どもたちの未来の学びをサポートする支援者を学

校だけでなく、社会や地域に増やしていくことが今後の課題です。 

 また、学校教育、社会教育、どちらからも探究学習の企画・運営をする中で、中高生の学

ぶ姿、真摯に課題に向き合う様子にたくさんの学びや、中高生の学校教育に対する不安から

学校の抱える本質的な課題に気づくことができました。 

 一部の学校だけでなく、様々な学校において日々の授業はもちろん、総合的な学習の時間

等で探究学習を含めた「社会に開かれた学び」を実践されることがますます求められてきま

す。来年度は、そのための発信・普及のために、社会に開かれた未来の学びモデルの具体的

な進め方やノウハウ等をまとめ、より実践しやすいようなテキストや白書の制作・編集を進

めてまいります。 

 



  

【３カ年方針の変更】 

今年度の活動を踏まえ、３カ年方針を２箇所変更・追加いたします。 

 

①＜変更前＞ 

２−３ 地域協働プロフェッショナル教員の養成  

・地域連携担当や社会教育主事資格者、総合担当者を対象に、地域協働プロフェッ  

ショナル教員を養成するプログラムを開発し、実施する。  

・教育ファシリテーター養成 

 ＜変更後＞ 

2—３ 地域と学校の協働促進 

・地域と学校の協働を促進するための対話の場づくりや組織づくりの支援 

・教育ファシリテーター養成 

【変更の理由】 

地域協働プロフェッショナル教員と対象を教員に特化するのではなく、広く地域と学校の協

働を推進するために、地域や学校の実態に応じて、柔軟にプログラムを提供する必要性を実

感しました。コミュニティスクールが全国各地で設置されているので、その流れを後押しし、

形骸化しないように仕組みや組織づくりまで視野に入れた支援を進めていきます。 

 

②＜追加前＞ 

２−５ 学び合うコミュニティづくり 

・教員や学びの場をつくる人向けに、「みらいずカレッジ」を主催 

・学び合う、学び続けるコミュニティを維持するための仕掛けづくり 

＜追加後＞ 

２−５ 学び合うコミュニティづくり 

・教員や学びの場をつくる人向けに、「みらいずカレッジ」を主催 

・学び合う、学び続けるコミュニティを維持するための仕掛けづくり 

・教員を目指す学生や若手教員を対象とした「ティーチャーサロン」の実施 

【追加の理由】 

みらいず works が事務局を務めていた「にいがたファシリテーション授業研究会」が２０

１８年３月をもって閉会となりました。今後、教員の大量退職、若手の大量採用が進む中、

学校や大学の中だけではない、教員や教員を目指す学生が学べる機会が必要だと再確認しま



  

した。若手が教育現場に増加することで、指導力の低下や問題の多発が予想されています。

そこで、悩みを共有できたり、縦や横、斜めの関係で学び、つながるコミュニティの創出が

急務だと認識し、２０１８年５月より、「ティーチャーサロン」を始動しました。 



委託事業
事業名 発注者 実施場所 担当 参加人数 参加対象

新潟市立漆山小学校　地域ウォークラリー　1-６学年 漆山小学校 新潟市西蒲区本間 190 小学校

新発田市立佐々木中学校　キャリア教育授業　全２回　１学年 佐々木中学校 新発田市 本間・角野 48 中学校

新潟市立味方中学校　キャリア教育授業　全２回　２学年 味方中学校 新潟市南区 本間 56 中学校

新潟第一中学校　キャリア教育授業　１学年 第一中学校
新潟市中央
区

小見 79 中学校

新潟市立中野小屋中学校　キャリア教育授業　1-3学年 中野小屋中学校
新潟市西蒲
区

小見 52 中学校

新潟市立東新潟中学校　キャリア教育授業　２学年 東新潟中学校 新潟市東区 小見 165 中学校

新潟市立内野中学校　キャリア教育授業　１学年 内野中学校 新潟市西区 小見・角野 207 中学校

胎内市立築地中学校　キャリア教育授業　全2回　２学年 築地中学校 胎内市 小見・角野 78 中学校

佐渡市立相川中学校　課題解決型キャリア教育授業　全２回　２学年 佐渡市教育委員会 佐渡市 本間・角野 78 中学校

新発田中央高等学校　キャリア教育授業　全３回　１学年 新発田中央高等学校 新発田市 本間・角野 609 高校

新潟県立新発田高等学校　キャリア教育授業　１学年 新発田高等学校 新発田市 本間・角野 280 高校

新潟県立分水高等学校　キャリア教育授業　１-２学年 分水高等学校 燕市 小見 135 高校

北越高等学校　ジョブラーニング　１学年 北越高等学校
新潟市中央
区

小見・山本 553 高校

胎内市立築地小学校　ファシリテーション授業　５-６学年 築地小学校 胎内市 小見・角野 63 小学校

新発田市立川東小学校　ファシリテーション授業　６学年 川東小学校 新発田市 本間・角野 36 小学校

魚沼市立小出小学校　ファシリテーション授業　６学年 小出小学校 魚沼市 小見 15 小学校

新潟市立内野小学校　ファシリテーション授業　６学年 内野小学校 新潟市西区 本間・角野 120 小学校

新潟市立西内野小学校　ファシリテーション授業　６学年 西内野小学校 新潟市西区 本間・角野 92 小学校

柏崎市立比角小学校　ファシリテーション授業　６学年 比角小学校 柏崎市 角野 87 小学校

柏崎市立第二中学校　ファシリテーション授業　１学年 第二中学校 柏崎市 角野 82 中学校

新潟市立内野中学校　ファシリテーション授業　１学年 内野中学校 新潟市西区 角野 207 小学校

新潟市立葛塚中学校　ファシリテーション授業　１学年 葛塚中学校 新潟市北区 本間・角野 130 中学校

新潟市立白新中学校　ファシリテーション授業　１-３学年 白新中学校
新潟市中央
区

本間・角野 180 中学校

新発田市立本丸中学校　リーダー向けファシリテーション研修　１-２学年 本丸中学校 新発田市 本間・角野 41 中学校

柏崎市立第二中学校・比角小学校　ファシリテーション授業　１学年・６学年 柏崎市立第二中学校 柏崎市 角野 83 中学校

柏崎市立第二中学校・比角小学校　ファシリテーション授業　１学年・６学年 柏崎市立第二中学校 柏崎市 角野 85 小学校

南区コミュニティコーディネーター育成事業　白根高校1・2学年 白根地区公民館 新潟市南区 小見 14 高校

新潟市立東新潟中学校　１学年　　職業人講演会　講師 東新潟中学校 新潟市東区 小見 165 中学校

新潟市立中ノ口中学校　ファシリテーション授業　１学年 中ノ口中学校
新潟市西蒲
区

小見・角野 52 中学校

新潟県立新発田南高等学校　　オリエンテーション研修 新発田南高等学校 福島県
本間・角
野・河合 320 高校

胎内市立築地小学校　ファシリテーション研修 築地小学校 胎内市 小見 15 教員

魚沼市立小出小学校　ファシリテーションを用いた協議会・ファシリテーション研修 小出小学校 魚沼市 小見 34 教員

佐渡キャリア教育学習会　教員/企業向け　全４回 佐渡市教育委員会 佐渡市 本間 200 教員/企業

胎内市キャリア教育推進協議会　全２回 胎内市教育委員会 胎内市 小見・本間 48 教員

新潟県高等学校PTA連合会
「これからの社会を生き抜く力を育むために社会に開かれた学びをつくる」

新潟県
新潟市西蒲
区

小見 60 教員

胎内市立築地小・中学校　PTA意見交換ワークショップ 胎内市教育委員会 胎内市 小見・本間 36 社会人

私学教育研究会　キャリア教育分科会運営 私学教育研究会 長岡市 小見・本間 40 教員

新潟県下越地区吹奏楽連盟WS
下越地区吹奏楽連盟事
務局

新潟市港南区本間 42 教員

胎内市立築地小・中学校CS　ワークショップ　全３回 胎内市教育委員会 胎内市 本間 114 社会人

胎内市立黒川中学校CS　ワークショップ 胎内市教育委員会 胎内市 本間 31 教員

新潟市西地区公民館ファシリテーション研修 西地区公民館 新潟市西区 角野 25 社会人

新潟市中央公民館/新潟小学校　プレママ学校 中央公民館
新潟市中央
区

小見 18 社会人

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター　社会教育主事講習B　新潟会
場　　　　　参加型学習の実際とファシリテーション技法

国立教育政策研究所 新潟市南区 小見 24 社会人

新潟市西区地域教育コーディネーター研修
「社会に開かれた学び」をつくるための地域教育コーディネーターの役割とは

新潟市 新潟市西区 本間 32 社会人

新潟県　主任キャリア研修 新潟県
新潟市中央
区

小見 65 社会人

新潟青陵大学免許更新講習　全２回 青陵大学
新潟市中央
区

小見 72 教員

新潟青陵大学SD研修　ワークショップ運営 青陵大学
新潟市中央
区

小見・山本 36 教員

新潟大学　教職大学院　全３回 新潟大学 新潟市西区 本間 42 教員

とちぎ市民活動推進センターくらら「学びで人と地域を育むファシリテーション」ゲ
スト講師

とちぎ市民活動推進セン
ターくらら

栃木県 小見 30 社会人

①教育プログラ
ムの開発・普及

事業

②人材育成事業



キャリア教育ネットワークコーディネーターネットワーク協議会
「キャリア教育コーディネーター養成講座」ゲスト講師

NPO法人まなびのたね
ネットワーク

仙台市・石巻
市

小見 45 社会人

NPO法人まなびのたねネットワーク　　教育ファシリテーション講座　講師
NPO法人まなびのたね
ネットワーク

宮城県仙台
市

小見 8 社会人

NPO法人場とつながりラボhome'svi
場づくりカレッジ第３回「情報収集スキル」ゲスト講師

NPO法人場とつながりラ
ボhome'svi

京都市 小見 20 社会人

NPO法人ふるさと未来創造堂
子ども防災未来会議ファシリテーター「未来宣言ディスカッション」

NPO法人ふるさと未来創
造堂

長岡市 本間 54 小学生

築地小学校ファシリテーション研修 築地小学校 胎内市 小見・角野 10 教員

北越高等学校ジョブラーニング 北越高等学校
新潟市中央
区

小見・山本 21 社会人

新潟市総合教育センター　ファシリテーション研修 新潟市総合教育センター
新潟市西蒲
区

小見 40 教員

魚沼市立小出小学校　教職員研修 小出小学校 魚沼市 小見・角野 27 教員

みらい大学 新潟日報社
新潟市中央
区

本間・角野 52 小学生

新発田中央高等学校　授業改善　計４回 新発田中央高等学校 新発田市 本間・山本 100 教員

社会教育委員阿賀大会 新潟市 阿賀市 本間 40 社会人

地域連携コーディネーター養成スクール
新潟県生涯学習推進セ
ンター

新潟市中央
区・五泉市

小見 105 社会人

社会教育主事講習 北海道教育大学
北海道札幌
市

小見 30 社会人

新潟西ロータリークラブ例会卓話 新潟西ロータリークラブ
新潟市中央
区

小見・角野 40 社会人

仙台市嘱託社会教育主事研究協議会　ファシリテーション研修
仙台市嘱託社会教育主
事研究協議会

仙台市 本間 45 社会人

築地小学校キャリア教育授業公開ワークショップ　小・中学校教員 築地小学校 胎内市 小見・本間 30 教員

ときわ会南支部ファシリテーション研修 ときわ会 阿賀野市 小見・角野 40 教員

公孫会研修 公孫会 新発田市 小見 70 教員

ふむふむJ「Nパス」2017年5月号　座談会企画（大江山中×山津水産） 新潟日報社 新潟市東区
小見・本
間・角野 4 中学校

ふむふむJ「Nパス」2017年6月号　座談会企画・（赤泊中×鼓童） 新潟日報社 佐渡市
小見・本
間・角野 4 中学校

ふむふむJ「Nパス」2017年7月号　座談会企画・編集（南中×夢の森） 新潟日報社 柏崎市
小見・本
間・角野 5 中学校

ふむふむJ「Nパス」2017年8月号　座談会企画・編集（安田中学校×神田酪農） 新潟日報社 阿賀野市
小見・本
間・角野 5 中学校

ふむふむJ「Nパス」リアル版しごとトーク 新潟日報社 新潟市
小見・本
間・角野・
山本

24 中学校

ふむふむJ「Nパス」2017年10月号　座談会企画・編集（岡南中学校×野上養鯉場）新潟日報社 長岡市
小見・本
間・角野 5 中学校

ふむふむJ「Nパス」2017年11月号　座談会企画・編集（燕中学校×ウイルアシスト）新潟日報社 燕市
小見・本
間・角野 3 中学校

ふむふむJ「Nパス」2017年12月号　座談会企画・編集　（ふむっ子記者企画） 新潟日報社 新潟市
小見・本
間・角野 4 中学校

ふむふむJ「Nパス」2018年1月号　座談会企画・編集　（大形中学校×博進堂） 新潟日報社 新潟市東区
小見・本
間・角野 3 中学校

ふむふむJ「Nパス」2018年2月号　座談会企画・編集　（黒川中×いちごカンパニ） 新潟日報社 胎内市
小見・本
間・角野 3 中学校

ふむふむJ「Nパス」2018年3月号　座談会企画・編集　（三条第二中×スパ研究所）新潟日報社 三条市
小見・本
間・角野 4 中学校

ふむふむJ「Nパス」2018年4月号　座談会企画・編集　（エスマート×五泉中） 新潟日報社 五泉市
小見・本
間・角野 4 中学校

対象者 対象種別ごとの合計

小学校 895

中学校 1,564

高校 1,911

教員 897

社会人 738

自主事業
事業名 実施場所 担当

みらいずカレッジキックオフ
新潟市中央
区

小見・本
間・角野・
山本

みらいずカレッジキックオフ問いづくり編
新潟市中央
区

小見・本
間・角野・

みらいずカレッジ場づくり編
新潟市中央
区

小見・本
間・角野・
山本

みらいずカレッジプロセスづくり編
新潟市中央
区

小見・本
間・角野・
山本

みらいずカレッジ全体振り返り会
新潟市中央
区

小見・本
間・角野・
山本

ティーチャーサロンキックオフ
新潟市中央
区

小見・本
間・角野・
山本

共催事業

事業名 実施場所 担当

総合的な学習の時間をリファインしよう！フォーラム
新潟市中央
区

小見・本
間・角野・
山本

にいがたファシリテーション授業研究会　　「フイナーレワークショップ」
新潟市中央
区

小見・本
間・角野・
山本

中高生みらい探究ラボ「SPiRAL」
新潟市西区/
中央区

小見・本
間・角野・
山本

②人材育成事業

25

14

207

25

58

③情報発信事業

参加人数

79

7

27

11

参加人数



特定非営利活動法人みらいずｗｏｒｋｓ

（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  資産の部

   1. 流動資産

      現金預金

　　　　手許現金 233,392

　　　　第四銀行　普通預金 10,170,099

　　　　新潟労働金庫　普通預金 744,482

　　　　ゆうちょ銀行　通常貯金 1,018,946

　　　　ゆうちょ銀行　振替貯金 726,692

      未収金

　　　　情報発信事業 473,040

　　　　教育プログラムの開発・普及事業 123,120

      棚卸資産

　　　　書籍 386,568

      前払費用

　　　　事務所家賃5月分 30,000

      貸倒引当金 △ 3,000

      流動資産合計 13,903,339

   2. 固定資産

    (1) 投資その他の資産

      敷金 30,000

        投資その他の資産計 30,000

      固定資産合計 30,000

    資産合計 13,933,339

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

      未払金

　　　　社会保険料3、4月分 489,984

　　　　郵送料後納分 80,992

　　　　印刷代 78,840

　　　　その他 26,200

      未払法人税等 192,200

　　　未払費用

　　　　4月分人件費、未精算経費 909,424

      預り金

　　　　源泉所得税 127,942

　　　　住民税 7,000

　　　　雇用保険料 5,283

      流動負債合計 1,917,865

    負債合計 1,917,865

　　正味財産 12,015,474

平成29年度　財産目録

平成 30年  4月 30日 現在

金　　　　額





 



平成３０年度 みらいず works の事業方針 
 

 

みらいず works は、ミッションにもとづき、以下の５つの事業を主に実施しています。 

２０２０年に大学入試制度が変わり、学習指導要領も小、中、高校と順次改訂され、教育業

界は大きな改革の中において、ミッション実現に向け、２０１７年５月から３カ年の中期ビ

ジョンと事業方針を掲げ、取り組みを進めております。 

 

【みらいず works ミッション】 

 

自分から 自分らしく みんなとともに 社会をつくる人を育てる 

 

 

【みらいず works 事業】 

 

・教育プログラムの開発・普及事業 

・人材育成事業 

・情報発信事業 

・調査研究事業 

・物販事業 

 

 

【３カ年 2017 年５月〜2020 年４月の目指すビジョン】 

 

新潟発子ども-大人-地域でつくる未来の学びのモデルを創造する 

・探究学習を中心に据えた教育カリキュラムを組む学校が増加する 

・新潟が「主体的・対話的で深い学び」の先進地として注目される 

・課題探究型や仕事の魅力や生き方に深くふれる職場体験が主流になる 

・にいがた未来の教育ネットワーク（仮）が構築され、生きた世界やリアルな課題を学べる

社会教育の受け皿（企業、自治組織、NPO、行政）が増加する 

 



 

【目指す子どもたちの変化】 

 

みらいず works の「未来にふみ出す学びを 子どもたちへ」届けることで、 

・自分から（主体性や意欲 国の調査：52.2％→70％へ） 

・自分らしく（自己肯定感 国の調査：45.8％→55％へ） 

・みんなとともに（協働性  事前アンケート→20％アップへ） 

・社会をつくる人（社会参画力 国の調査：30.2→50%へ） が増加する 

※国の調査：平成２６年度版 子ども・若者白書より 

 

 

【実現したい社会】 

 

子どもたちが希望を持てる社会 

・自分と他者を認め、生きる喜びを実感できる社会 

・大人と子どもが地域の未来を共に語り、担い手のバトンが続く社会 

・課題を発見し、自ら変化をつくり出す人が次々と生まれる社会 

 

 

【３カ年の事業方針】 

 

（１）自分軸と社会軸が育つ キャリア教育の推進 

１−１ 職場体験のさらなる充実 

・職場体験の事前事後学習のプログラムの確立 

・学校と企業のミスマッチを防ぐ研修会の実施 

 

１−２ みらいず BOOK の認知度拡大と横展開 

・企業への面的営業の強化 

・ブランディングや情報発信の強化 

 

１−３ 地域課題探究学習の仕組みづくり 



・中学校モデルのプログラムやノウハウをまとめる 

・高校モデルの実施・プログラム確立 

 

１−４ 企業との子ども向けプログラム・媒体の協働開発 

・ふむふむ J N パスコーナーの円滑な運営 

・リアル版しごとトークの協働実施（協働団体：新潟日報社様） 

 

１−５ 地域課題探究塾と拠点づくり 

・地域課題探究塾「中高生みらい探究ラボ SPAiRAL」構築 

・中高生が集まる居場所、拠点をつくる 

 

 

（２）社会に開かれた教育課程・学校づくりの支援 

２ー１ 授業改革プロジェクトの推進 

・高校アクティブラーニング授業の研修やプロジェクト運営支援 

 

２−２ 学校改革の支援 

・教育ビジョンや方針の検討・共有 

・カリキュラムマネジメントの仕組みづくり 

・地域と学校の協働体制確立、コミュニティスクールの設立・運営支援 

 

２−３ 地域と学校の協働促進 

・地域と学校の協働を促進するための対話の場づくりや組織づくりの支援 

・教育ファシリテーター養成 

 

２−４ みらいず TEXT SERIES の発行 

・みらいず TEXT SERIES の販売促進 

・SERIES２,３の発行 

 

２−５ 学び合うコミュニティづくり 

・教員や学びの場をつくる人向けに、「みらいずカレッジ」を主催 



・学び合う、学び続けるコミュニティを維持するための仕掛けづくり 

・教員を目指す学生や若手教員を対象とした「ティーチャーサロン」の実施 

 

 

（３）地域で子どもの学びを支えるネットワークの構築 

３−１ 地域創生の担い手養成 

・地域コミュニティや地域行政の子ども若者の担い手意識養成支援 

 

３−２ 学びの白書の発行 

・子どもを核とした地域再生や社会に開かれた学びの効果などを分析、発信 

 

３−３ 教育フューチャーセンター「みらせん」の発展 

・みらせん実行委員会の声がけ・運営 

・みらせんで生まれたコミュニティの構築と生まれたプロジェクトの追跡取材、発

信で、新潟の教育のプラットフォームとして育てる。 

 

 

 

【平成３０年度 事業を考える上での背景】 

 

＜新学習指導要領の移行に向けた教育改革の動き＞ 

・平成３０年度より、小学校と中学校は新学習指導要領の移行期間となりました。小学校で

は、道徳の特別教科化(中:平成 31 年 4 月)や中学年で「外国語活動」を、高学年で「外国

語科」を導入するなど、とくに新たな取り組みや授業時間数増に対する対応に追われていま

す。 

・高校では、来年度より移行期間となり、今年の高校１年生よりセンター試験が「大学入学

共通テスト」に変わります（2021 年 1 月実施）。大学入学共通テストに向けて、学びや成

長を蓄積するポートフォリオの導入、「総合的な探究の時間」や新しい教科・再編に向けた

カリキュラム検討が進んでいます。 

 

＜人口減少問題等に対する地域創生の動き＞ 

・新潟県内各地の市町村において、人口減少が喫緊の課題となっており、若者を中心とした

I・U ターン者の獲得や人口流出対策に一層力を入れています。同時に、地域課題を発見し、

解決する中で、担い手意識を醸成するべく中高生段階から働きかける市町村も増えています。 



平成３０年度のみらいず works 

・探究を核にしたカリキュラムマネジメント支援 

・プログラムの発信・普及 

・中高生も交えたごちゃまぜの学びの機会 

 

平成２９年度 

・探究学習のプログラム支援 

・プログラムの開発 

・教員に絞った学びの機会 

 

・人口減少や担い手不足という課題に対し、住民の自治力を高めることで、持続可能な地域

づくりを推進しようと全国各地で小規模多機能自治の機運が高まっています。（例：新潟市 

コミュニティ協議会） 

 

 

 

【平成３０年度に手をうつべき課題】 

 

①高校での「総合的な探究の時間」導入に向けて、高校での探究活動の成功事例をつくり、

カリキュラムに落とし込み、今後も継続できる仕組みをつくります。 

加えて、中学校においても「総合的な学習の時間」が教育目標を実現する核になってくるた

め、総合的な学習の時間のカリキュラムを見直し、これからの社会を生き抜く力を育むとと

もに、高校での本格的な探究活動につながる力を育むサポートをします。 

 

②探究学習のモデルプログラムをモデル校や実施校だけでなく、他校にも普及できるように

普遍的なプログラムへと改良し、発信していきます。 

 

③組織や業界の壁があるため、中高生や教育関係者と地域づくり関係者が分断を超え、学び

合う機会をつくることが、教育改革、地域創生を後押しすることになると考えます。分野も

世代も違う人がごちゃまぜになり、学び合う機会をつくることで、お互いの意識や考え方の

違いに気づき、尊重しあう中で、新たな挑戦を生み出すとともに、子ども・大人の対話力や

協働力を育みます。 

 

 

【平成３０年度の事業方針】 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 地

域・学校

総 が か

り に よ

る  探

求学習のさらなる推進 

 

【学校教育】 

・課題解決型職場体験（佐渡市）の定着と他市町村への普及 

・地域課題解決型キャリア教育の中学校・高校での展開可能なモデルプログラムの構築とカ

リキュラムマネジメントの促進 

 

【社会教育】 

・中高生みらい探究ラボ「SPiRAL」でのマイプロジェクトの実施 

 

【実施のための体制づくり】 

・地域と学校の協働体制（例：コミュニティスクール）確立の支援 

・にいがた教育フューチャーセンター「みらせん」による、にいがた未来の教育ネットワー

ク（仮）の構築 
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【2-3】　	
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２． 新潟発子ども-大人-地域でつくる未来の学びのモデルやノウハウの発信 

 

【教員や外部支援者向け】 

学び合うコミュニティ「みらいずカレッジ」のさらなる推進（テーマは LEANING SHIFT） 

 

【若手教員・教員を目指す学生向け】 

みらいずティーチャサロンの実施  

 

【県内外の教育委員会 指導主事向け】 

新潟県の社会に開かれた学び 先進地ツアーの実施 

 

【広くノウハウを求めている方向け】 

みらいず TEXT SERIES「社会に開かれた学び入門（仮）」の発行 

※ニーズ調査や販促も鑑み、今年度中にクラウドファンディングで制作費の一部資金調達をする 

 

【社会に開かれた学びのゴールイメージや学びを変える必要性を理解したい方向け】 

評価結果や中高生の声をまとめた「社会に開かれた学び白書（仮）」の編集準備 

※発行は来年度予定 



特定非営利活動法人みらいずｗｏｒｋｓ
（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  経常収益
   1. 受取会費
      正会員受取会費 230,000
      賛助会員受取会費 210,000
      団体会員受取会費 480,000 920,000
   2. 受取寄附金
      受取寄附金 100,000 100,000
   3. 受取助成金等
　　　受取民間助成金等 2,800,000 2,800,000
   4. 事業収益
　　　教育プログラムの開発・普及事業 8,100,000
　　　人材育成授業 6,100,000
　　　情報発信事業 8,800,000
　　　調査研究事業 0
　　　物品販売事業 1,000,000 24,000,000 27,820,000
　　経常収益計
Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 4,800,000
        法定福利費 1,312,000
        福利厚生費 30,000
        役員報酬 4,526,000
        人件費計 10,668,000
    (2) その他経費
　　　　期首棚卸高 386,568
        仕入高 36,000
　　　　期末棚卸高 △ 50,000
        売上原価 372,568
        業務委託費 4,200,000
        諸謝金 550,000
        印刷製本費 2,000,000
        会議費 150,000
        旅費交通費 3,000,000
        通信運搬費 500,000
        消耗品費 1,000,000
        修繕費 20,000
        水道光熱費 85,000
        地代家賃 393,600
        保険料 20,000
        諸会費 8,000
        租税公課 2,000
        研修費 100,000
        交際費 150,000
        支払寄附金 5,000
        新聞図書費 70,000
        雑費 250,000
        その他経費計 12,876,168
      事業費計 23,544,168
   2. 管理費
    (1) 人件費
　　　　役員報酬 994,000
　　　　給与手当 1,000,000
　　　　法定福利費 288,000
　　　　人件費計 2,351,000
    (2) その他経費
        旅費交通費 120,000
        通信運搬費 200,000
        消耗品費 250,000
        研修費 50,000
        水道光熱費 30,000
        地代家賃 86,400
        保険料 105,000
        雑費 300,000
        その他経費計 1,141,400
      管理費計 3,492,400
    経常費用計 27,036,568
      当期経常増減額 783,432

Ⅲ  経常外収益
    経常外収益計 0

Ⅳ  経常外費用
    経常外費用計 0
      税引前当期正味財産増減額 783,432
　　　法人税、住民税及び事業税 100,000
      前期繰越正味財産額 12,015,474

      次期繰越正味財産額 12,698,906

活動予算書

平成 30年  5月  1日 から平成 31年  4月 30日 まで

金　　　　額



 

 第 3 号議案について  

 

 



 

 

定款変更の件 

 

NPO法改正により、NPO法人に対して毎事業年度終了後貸借対照表を公告する義務が課され

ます。上記に伴い、公告の方法について定款変更が必要となるため、下記のとおり変更致し

ます。 

 

変 更 後 変 更 前 

（公告の方法） 

第５４条 この法人の公告は、この法人の

掲示場に掲示するとともに、電子公告に掲

載して行う。 

ただし、法第２８条の２第１項に規定する

貸借対照表の公告については、この法人の

ホームページに掲載して行う。 

 

（公告の方法） 

第５４条 この法人の公告は、この法人の

掲示場に掲示するとともに、電子公告に掲

載して行う。 

 

 

第３号議案 


