
 

第４回 通常総会 

日時： 令和２年６月 23 日（火）13：30〜15：00 

会場： NPO 法人 みらいず works 事務所 

 

 
NPO 法人みらいず works 



特定非営利活動法人 みらいずworks 

第4回 通常総会 

 

日時：令和 2 年 6 月 23 日（火） 13：30～15：00 

会場：NPO 法人みらいず works (新潟市西区坂井砂山 2－18－2) 

 

次第 

  13：30 総会開会 

１． 代表挨拶 

２． 議長及び議事録署名人の選出 

３． 議事 

第 1 号議案 令和元年度 事業報告及び活動決算報告について 

第 2 号議案 令和 2 年度 事業計画及び活動予算について 

  15：00 閉会 

 

  



役 員  （令和元年 5 月 1 日～令和２年 4 月 30 日） 

代表理事   小見まいこ  

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 

理事     角野仁美   

監事     川端弘実  新潟大学教職大学院 

 

事 務 局  (令和元年 5 月 1 日～令和２年 4 月 30 日） 

職員（事業） 小見まいこ (令和元年 5 月 1 日～令和２年 4 月 30 日） 

職員（総務） 荒井美雪  (令和元年 5 月 1 日～令和２年 4 月 30 日） 

職員（事業） 角野仁美  (令和元年 5 月 1 日～令和２年 4 月 30 日） 

職員（事業） 河合祥希  (令和元年 5 月 1 日～令和２年 4 月 30 日） 

職員（総務・事業） 小林さやか（令和 2 年 4 月 1 日～令和 2 年 4 月 30 日） 

 

運営協議会  (令和元年 5 月 1 日～令和２年 4 月 30 日） 

委員 上山裕二 （新発田中央高等学校 教頭） 

委員 佐藤靖子 （新潟大学附属新潟中学校 校長  

 令和２年４月より新潟市立西川中学校 校長） 

委員 田中範克 （新発田市立川東小学校 校長） 

委員 木山光   （木山産業株式会社 代表取締役社長） 

 

 

 



会 員（令和２年 4 月 30 日現在） 

正会員 個人 21 名 

賛助会員 個人 51 名 

企業 ９社 

合計 81 

 

大学生インターン・ボランティア 

インターン生（長期） 1 名 

インターン生（短期） 6 名 

みらいずトーク運営スタッフ  5 名 

SPiRAL 運営スタッフ 5 名 

授業運営、イベントボランティア 51 名 

合計 65 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 23 名 

探究学習 受け入れ事業所 59 事業所 

 

 

 

 

 

 



総会の開催 

NPO 法人みらいず works 第３回 通常総会 

・日時 2019 年 6 月 16 日（日）10:30～12:00 

・場所 新潟市立中央図書館 ほんぽーと 

・出席：正会員 ９名（正会員委任状出席者 15 名） 

・議題：決議事項 

  第 1 号議案 平成 30 年度 事業報告及び活動決算報告について 

  第 2 号議案 令和元年度 事業計画及び活動予算について 

  第 3 号議案 定款変更及び理事の改選についての件 

  

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９回開催した。 

第１回理事会 令和元年５月２3 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第２回理事会 令和元年７月 22 日 9：30～11：30 於 オンライン 

第３回理事会 令和元年９月 26 日 9：30～11：30 於 オンライン 

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

第５回理事会 令和元年 11 月 20 日 9：30～11：30 於 みらいず works 事務所 

第６回理事会 令和元年 12 月 23 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第７回理事会 令和２年１月 14 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第８回理事会 令和２年２月 28 日 9：30～11：30 於 石田経理事務所 

第９回理事会 令和２年４月 21 日 9：30～11：30  於 オンライン 

 

運営協議会の開催 

第 1 回運営協議会 令和元年５月 28 日 19：00～21：00 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） 321 冊 

FG テキスト（博進堂発行） 41 冊 

合計 362 冊 

 



 

 第１号議案について  

 

 

 

 

 

 

 



  

２０１９年度（令和元年）  
みらいずworks の事業成果と課題 

 

 

＜２０１９年度（令和元年）の事業実績＞ 

【運営した研修や授業数】 106 件 

  

【事業を提供した人数】 

＊委託事業の対象： 

小学生    32 名 

中学生   1,869 名 

高校生  2,493 名 

大学生     193 名 

教員        570 名 

他大人    1,931 名   合計 7,088 名 

  

＊自主事業の対象： 

   中学生    16 名 

高校生    17 名 

      大学生    12 名  合計 45 名 

  

＊共催事業の対象 

   大学生・教員を含む大人   合計 148 名 

   

    合計： ２０１９年度（令和元年）  

みらいずworks の事業を提供した方々 7,281 名 

              （平成３0 年度は 7,947 名のため、前年比 △666 名） 
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令和元年度のみらいず works 

・高校探究のモデルとなるカリキュラムとプログラム、協働体制の構築 

・地域や学校における「対話」や「探究」的な進め方の啓発 

・中高生の探究学習の受け皿となる活動の継続的な仕組みづくり 

 

＜2019 年度の事業方針＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2019 年度の事業成果＞ 

 

＊「 総合的な探究の時間」のモデルとなるカリキュラムとプログラムの開発と

検証 

令和元年より試行が始まった 「総合的な探究の時間」のカリキュラムづくりに加え、実際 

のモデルプログラムを実施しました。実際に進めていく中で 「総合的な探究の時間」を推



  

進する上での課題が浮き彫りになりましたが、生徒が地域で評価される事例も生まれ、成

果が少しずつ表れ始めました。 

また、「みらいず BOOK」を NIIGATA 探究マガジンとしてリニューアルをしました。「総

合的な探究の時間」でも活用しやすいよう仕事における探究プロセスを明示したり、大人

からの探究ミッションを提示するなどの工夫をしました。セットで使ってもらえるよう有

料版ワークブック「みらいず NOTE BOOK」とレクチャー動画も併せて開発し、探究学

習をする上での基本的な理解やスキルが身につくように学習材を整備しました。 

 

【実績】 

・カリキュラム構築に関わった高校：新潟県立新潟東高等学校、新潟県立白根高等学校、

新発田中央高等学校、新潟市立万代高等学校 

・協働体制の構築に関わった高校：新潟県立新潟東高等学校、新発田中央高等学校 

 ・総合的な探究の時間のモデルプログラム企画 ・運営に携わった高校 ：新潟県立新潟東高

等学校、新潟県立白根高等学校、新潟県立分水高等学校、新発田中央高等学校 

【課題】 

３５コマの「総合的な探究の時間」だけでは、目指す資質能力の育成が不十分であること、

探究学習の成果があらわれにくいことがわかりました。教科横断の取り組みを促すなど、各

教科の授業改善も合わせて検討、実践していくことが課題です。 

また、生徒が探究課題を自分事として捉えていく難しさにも直面しました。自分でなんとか

したいと思う問いや興味のある課題でないと、「やらされ探究」になってしまう恐れもあり

ます。そこで、小学校、中学校、高校と地域での多様な経験や地域活動に目を向ける課外活

動を積み重ねることで、地域や社会の課題に対して興味関心を持ったり、問題の背景や関連

性に気付いたりすることができます。課外活動への参加の促進や興味関心が喚起される情報

提供などが必要です。 

 

 

＊ 総合的な探究の時間」の問題構造を明らかにする 調査活動」を実施 

試行が始まったばかりの 「総合的な探究の時間」を推進していくために、問題構造を明らか

にする実態調査を行いました。調査費は、トヨタ財団しらべる助成よりご支援いただきまし

た。 

調査内容については、「NIIGATA 探究白書」としてまとめ、延期していた報告会を７月１１



  

日に実施する予定にしています。ワークショップ、ヒアリング、質問紙調査を通して、「総

合的な探究の時間」を推進する上で、下記のような問題が見えてきました。 

【教員向け調査実績】 

・回答数：２４２名 

・調査校：１０校 

新潟東高等学校、新発田南高等学校、三条東高等学校、新井高等学校（「総合的な探究の時

間」の新潟県推進指定校４校）／新潟南高等学校、国際情報高等学校、加茂農林高等学校

（SGH、SPH 校）／白根高等学校、分水高等学校、新発田中央高等学校（探究学習を先進

的に取り組む高校） 

・調査機関：２０１９年９月〜１１月 

・調査方法：質問紙調査 

 

【生徒向け調査実績】 

・回答数：８５９ 名 

・調査校：４校 

新潟東高等学校、新潟南高等学校、新発田中央高等学校、白根高等学校 

・調査機関：２０１９年９月〜１１月 

・調査方法：質問紙調査 

 

【調査結果概要】 

・ 「総合的な探究の時間」を学校全体で取り組むべきだが、全校で方向性を共有する機会が

ない 

 ・管理職によるリーダーシップ （全体で方向性を共有する対話の機会の捻出、校内で検討す

る時間の設定、効果的な研修設計、等）の不足が 「総合的な探究の時間」の推進を阻んでい

る 

・ 「総合的な探究の時間」は一部の意欲的な人が推進している。 

・研修は有効だが、「総合的な探究の時間」を推進するための、教員のニーズに応じた学び

の機会が不足している 

・研修の機会や情報を提供したり、教員にプロジェクトを通して成長の機会を与えるなど、

教員の意識やスキルを成長させる職能開発の仕組みや働きかけがない 

 ・地域との連携 ・協働が担当者任せであり、学校内部で組織的に連携 ・協働する体制が整っ



  

ていない。 

 ・家庭 ・地域 ・外部との協働の必要性を感じているが、教科指導や生徒指導が優先で、自分

が担うと言う認識が低い 

 ・外部とつながるためのコーディネーター人材の配置や受け入れ先の整備など、連携 ・協働

する環境が整備されていない。 

 ・教科における探究学習に取り組む教員がいるが、一部の教員に限られ、全体の動きではな

い 

 ・総合的な探究の時間や授業改善などをするには、業務改善や選択と集中の方針を打ち出す

など、新しいことにチャレンジするための時間を捻出する必要がある。 

（詳細は、７月上旬に発行する「NIIGATA 探究白書」をご覧ください） 

 

 

＊中高生みらい探究ラボ SPiRAL」や 中高校生キッチン」で中高生の活躍

の機会を創出 

中高生みらい探究ラボ 「SPiRAL」は、３年目となり、１泊２日の合宿形式で開催しました。

新潟県内から中高生、大学生が集い 「新潟の食の魅力を発信するアイデアを考える」をミッ

ションに合宿を行いました。新潟市西区赤塚の太田農園さんを訪ね、収穫体験をさせていた

だき、その後、JR 新潟駅西口の TABI BAR＆CAFÉ や SUZUVEL を手掛ける有限会社 寿々

瀧の代表 鈴木将シェフに、地域の食文化を紐解くコツや、食材の魅力を活かす料理メニュ

ーのポイントを教わりました。それらを踏まえ、自分たちが感じた新潟の食の魅力を盛り込

んだ、ワンプレート料理を考案。実際にお店で販売する場合のターゲットや、目指す成果を

話し合い、プレゼンしました。  

実際にプレゼンした企画を実現すべく、ミーティングを重ねながら、お店のコンセプトやメ

ニュー、チラシづくり等の準備を２ヶ月間で進めました。 

「中高生キッチン」として、「NewGATA食彩キッチン」と題し2020年３月29日、TABI BAR

＆CAFÉ 様にご協力いただき、中高生が考案したメニュー（お弁当）限定 40 食を実際に販

売しました。新型コロナウイルスの影響を鑑み、規模を縮小しての実施となりましたが、「新

潟にこんな食材があるなんて知らなかった。よく取材して集めてきたね」「知らなかった新

潟の美味しさを堪能させてもらった。駅弁にしたら売れるよ！」など県内外のお客さんに反

応をいただき、大成功となりました。 

  



  

【参加した中高生の声】 

 ・実際に企画をこうやって実現していくんだと分かったし、何より濃密で楽しい期間だった 。 

 ・正直パソコン作業とか苦手で準備は大変で辛かったけど、今日お客さんと接してみて、自

分たちが伝えたいことを届けられて、やってきて良かったと思った。 

 ・自分は、リーダーは合わないと思っていたけど、みんなに助けてもらいながらここまでや

ってこれた。いい仲間がいれば、自分もリーダーになれるんだと思った。 

 ・昨夜みんながつくってきた資料をまとめていて、みんな熱心にやってきたよなあと思って

泣いた。当日もだけど、最後まで頑張ってやってこれたことが、一番の成果だと思った。 

 

【課題】 

昨年度、長期的なプロジェクトにしたことで、途中でモチベーションを保つことが難しい中

高生がいました。そこで、合宿形式にし、短期的に探究を行うように設定したものの、参加

者集めに苦戦をしました。学校の活動や教員と協働するなど、学校教育と地続きな活動にし

ていく必要を感じました。また、中高生との直接的なネットワークも SNS などを通じて構

築していくことも求められています。 

また、継続的に活動ができるように、行政や企業と協働する仕組みも合わせて検討していま

したが、協賛企業が集まらなかったため、人件費を捻出することができませんでした。今後

は、持続可能な実施体制を作ることが重要な課題となります。 

 

 

＊地域学校協働活動とコミュニティ・スクールの一体的推進を後押し 

学校の抱える問題が複雑化、多様化していることから、地域と学校の協働体制の確立が一層

求められています。昨年度より小見 まいこが文部科学省のコミュニティ・スクール推進員、

および、令和元年度文部科学省事業委託「学校と地域の新たな協働体制のための実証研究」

において、地域学校協働活動推進のコンサルタントとなりました。 

今年度は、県内外のコミュニティ・スクールの立ち上げに向けたコンサルタントや地域と学

校の協働を推進する熟議の運営等について研修を担当しました。その中から、コミュニテ

ィ・スクールの肝とも言える、熟議のデザインやプロセスづくりが重要と考え、東京での地

域とともに歩む学校づくりフォーラム終了後、有志のコミュニティ・スクール推進員やコン

サルタントを対象に実験的に「熟議デザイン研修」を実施。ニーズの高さを実感しました。 

 



  

【コミュニティ・スクール推進員、地域学校協働活動推進・調査研究員として、 

研修の運営支援や調査をした市町村】 

・秋田県大潟村、群馬県館林市、長野県小布施町、新潟市、長岡市、新発田市、小千谷市、

魚沼市、阿賀町・阿賀黎明高等学校 

 

【課題】 

熟議のニーズが高いことは把握できたため、「熟議ファシリテーター養成研修」や熟議のポ

イントやデザイン方法を紹介する小冊子を開発するなどして、関わる大人たちの対話や協働

を推進していく必要があります。 

また、今後は、高校におけるコミュニティ・スクールや個別最適な探究学習の受け皿となる

コンソーシアムの構築が進んできます。その動きに対応できるよう、高校の特徴を踏まえた

協働体制づくりの支援ができるよう、ノウハウの蓄積や先進地事例の収集が課題です。 

 

 

＊ みらいずカレッジ」第３期の開催、合計８回の学び場を運営 

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

トしたみらいずカレッジ。令和元年度は、新潟経営大学と協働し、共催をすることになりま

した。「地域と学校で協働してつくる探究学習」というテーマで合計８回の学びの場をつく

りました。愛媛や岐阜など県外からもの参加も含め、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。 

【実績】 

・みらいずカレッジ キックオフ（6/16）       ５０ 名 

・みらいずカレッジ オープンセッション（7/27）      ２５ 名 

・みらいずカレッジ カリキュラムマネジメント（8/7）     １０ 名 

・みらいずカレッジ 共感的コミュニケーションのプロセス（8/24）   １８ 名 

・みらいずカレッジ 地域資源を活かした学びのリデザイン（9/28）   １０ 名 

・みらいずカレッジ 授業づくりの理論と実践（10/27）    １２ 名 

・みらいずカレッジ 地域資源を活かした提案の方法（11/17）   １０ 名 

・みらいずカレッジ プロジェクト・ファシリテーション（12/14）   １３ 名 

 

       のべ参加者数合計：１４８名（昨年比 -58 名） 



  

【参加者の声】 

 ・理論と実践のバランスが良く、内容理解が深まりました。ワークなど、生徒レベルに落と

し込んで活用したいと思います。 

・”五感を活用する”ということは、教育現場にも活かせるところが大きいと感じた。 

 来年度のカリキュラムの土台がつくれそうです。 

 ・自分で学びの活動を決めることで、主体性や責任感、自律性、やり抜く力が生まれると感

じた 

 ・学校の存在意義を考えた時に、人が集まるところ＝何かを一緒にプロダクションしていく

場として、模索を続けていく必要がある。テクノロジーのおかげで、色々な形がありえる。

今の常識が未来の非常識という意識を持ちたい。 

・多様な参加者と触れ合うことで、新たな見方を得ることができた。 

 

【課題】 

一部の意識の高い教員や関係者だけでなく、広く参加しやすい講座にしようと、新潟経営大

学との協働により、価格を一律２０００円に設定することができました。しかし、会場が新

潟経営大学のある加茂市であること、安価にしたことによる価値の低下を招いたことから、

参加者が減少してしまいました。今後は、ターゲット層を絞り、ニーズを把握しながら、研

修のあり方を検討していくことが求められています。 

 

  



  

＜２０１９年度の事業総括＞ 

 

総合的な探究の時間のモデル構築に奔走。コロナ渦での探究学習の取り組み支援が課題 

 小学校では、新学習指導要領が全面実施の前年であり、高校では、新しい科目 「総合的な

探究の時間」の試行が始まった本格的な教育改革の幕開けとなる１年でした。 

 みらいず works としては、高校現場における「総合的な探究の時間」のカリキュラム作

成、モデルプログラムづくり、協働体制の構築に奮闘した 1 年。多くの教員が初めて探究

的な学びに取り組む中、意識や考えを共有する難しさや地域の理解や協力を一からつくり上

げる苦労を感じました。しかし、模索しながら進める中でも、生徒がイキイキと活動し、成

長する様やそれを見た教員のマインドが変容する様子も垣間見ることができました。これか

らさらなる協働体制づくりや探究的な学びの進化をと考えていた矢先に、コロナウイルスの

感染拡大となり、「総合的な探究の時間」を始め、教育改革の見通しが持てなくなってしま

いました。今後、コロナウイルスの状況下で、どのような取り組みができるのか、オンライ

ンや新たに開発した NIIGATA 探究マガジン「みらいず BOOK」、探究ノートブック「みら

いず NOTEBOOK」の活用も含めて検討していていく必要があります。 

 

休校中の中高生むけに、LIVE配信や探究「・対話の機会を創出。生の声を聞き、事業に反映 

 また、コロナウイルスによる休校により、学校に行けなくなった中高生向けに、インスタ

グラムを使った LIVE 配信を行いました。LIVE 配信では、休校中の不安や悩みを聞く、休

校中にできることを話し合う、「みらいず BOOK」に登場したゲストらの話を聞いて将来を

考えるきっかけを作るなど、様々な取り組みを行いました。中高生のリアルな声を聞けたこ

とで、今後の探究学習支援に関するヒントを得たり、中高生との直接的な関係性を築くこと

ができました。そこから派生し、休校期間中に感じていることや自分の変化などを対話し、

探究の種を見つける「探究セッション」も企画し、実施しました。 

 

 総合的な探究の時間」に関する問題構造を調査。推進に向けた打ちどころの見える化へ 

高校の 「総合的な探究の時間」を推進するにあたり、問題構造を把握するために、トヨタ

財団の助成をいただき、調査活動を行いました。そこから炙り出した問題構造や課題を明ら

かにした白書を編集している最中です。今後、それらの結果を世の中に問うていくとともに、

新潟県の 「総合的な探究の時間」を核とした教育改革がますます推進されるよう、適切な支

援をして参ります。初めての大規模調査を通して、自分たちの思い込みや肌感覚だけでなく、



  

事実に基づいた手の打ち所の見極め、戦略的な働きかけが必要であることを痛感しました。

一回の調査で終わらせることなく、今後も引き続くエビデンスベースの学びづくりや支援を

して行きます。 

時代の転換期である今、本質的な学びの転換が問われています。コロナ渦で炙り出された

従来の教育の問題点をきちんと受け止め、新しい学びやそのための仕組みづくりができるよ

う、社会や教育現場の情勢を読み取り、柔軟に変化しながら、改革の後押しをしてまいりま

す。 

 



＜２０１９年度 みらいず works 経営⽅針 に対する振り返り＞ 
 

① 料⾦規定の⾒直し 

単発の事業を受けると、その都度カスタマイズしたり、打ち合わせを⾏ったり、負担が増えるのに対し

て、それに⾒合う収益が得られないため、料⾦規定を２割ほど増やし、売りたいサービスの可視化を HP

にて⾏います。 

▶着⼿することができ、売りたいサービスの可視化により、新規の⾏政からの案件依頼にもつながりま

した。しかし、複雑になりすぎたという指摘もあり、みやすく、わかりやすい記載へのリニューアルが

課題です。 

 
② 教材開発などの商品開発によるサービスの充実 

研修や授業中⼼のサービス展開からテキストやワークブック等の商品を形にし、⼈が動かなくても収⼊

が得られる仕組みを構築します。 

▶みらいず BOOK の有料ワークブックとして、「みらいず NOTEBOOK」を開発しました。学校や個⼈で

取り組みやすいように、イントロ動画も作成し、より授業や個⼈で活⽤しやすい⼯夫をしました。 

 
③ プロジェクトのマネジメントの改善 
少ない⼈数で最⼤の効果を得られるように、業務の効率化をはかり、業務が円滑に⾏えるような環境を

整備します。 

▶スケジュール管理やプロジェクトの進捗共有のアプリを新たに導⼊するなど、業務の効率化や ICT 化

を実施しました。また、プロジェクト管理が課題だったため、プロジェクトマネジメントを担当するス

タッフを増員しました。 

 

④柔軟な働き⽅の採⽤ 

常勤スタッフでなくてもプロジェクトベースで、同じビジョンを持って関われるメンバーを増やし、固

定化せずに柔軟に働ける組織を⽬指します。 

▶みらいず BOOK の営業、探究⽀援など、プロジェクト的に関わるメンバーに新たな協⼒をいただきま

した。また、岐⾩県⾶騨市に拠点がある株式会社 Eduと業務提携をし、同じビジョンを持つ団体と相乗

効果を⽣み出し、業務分担をするなど、さらに柔軟なコラボレーションを模索していきます。 

 

 



＜２０１９年度 みらいず works 経営課題の総括＞ 
 

＊２年連続の⾚字決算 

みらいずＢＯＯＫの営業に苦戦したことに加え、コロナ感染の影響により、２⽉３⽉の授業や事業がキ

ャンセルになったことから、今期も⾚字決算となりました。しかし、みらいずＮＯＴＥＢＯＯＫの開発

により、研修や授業などの労働集約型だけでないサービスの開発に⼿を打つことができました。今後は、

着実な収益に繋がるように、他の媒体やサービスをセットにして販売促進を⾏うことが課題です。 

 

 

＜２０２０年度 みらいず works 経営課題⽅針＞ 
 
① 安定的な収⼊源の確保など、収益構造の改⾰ 

トヨタ財団のそだてる助成をいただき、2 ヵ年で「⾼校⽣を中⼼とする地域をフィールドとした「探究学

習」推進プロジェクト」を推進することになりました。みらいず BOOK やみらいず NOTE BOOK も含め

た「総合的な探究の時間」の⽀援パッケージの整備やオンラインでの教員コミュニティの構築等により、

安定的な資⾦確保のための仕組みを構築します。 

 

② コロナ渦における対話型の授業や研修の代替提案 

コロナ感染の影響で、３、４、５⽉と予定していた全ての授業、研修が中⽌・延期となりました。今後、

対話型の授業が三密になるため、オンラインや他の⽅法の提案をしながら、学びを⽌めない、⼀⼈も取

りこぼさない⽀援のあり⽅を模索する必要があります。そのため、動画コンテンツや ICT ツールを活⽤

した研修の開発などが急務の課題です。また、コロナの影響で促進された ICT ツールの導⼊により、こ

れからの社会に求められる学びへと転換できるように、学校現場にさらなる働きかけをしていく必要が

あります。 

 

③ インターン⽣や正職員の⼈材確保と育成 

事業に関わってくれていた⼤学⽣（インターン⽣）が減少傾向にあります。⼩⾒が８⽉中旬より育休予

定にあるため、今年度はさらなる⼈員不⾜が予想されます。正職員の採⽤を検討しており、事業に多様

な形で関わってくれる⼈材を確保し、育成していく必要があります。 

 















 



 

 

 第２号議案について  

 

 

 

 

 

 



２０２０年度（令和２年）  
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。 

２０２1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

革の中にあります。２０１７年５月から３カ年の中期ビジョンと事業方針を掲げ、２０２０年４月まで

取り組みを進めてきました。 

 

【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 

 

【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 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 

①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  

②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  

③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  

④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 

 

＜ビジョンに対する成果・課題・方策＞ 

① 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  

 ▶︎成果  中学校は、来年度の新学習指導要領の本格実施に向けて、高校は、２０２２年度の本格実施に

向けて探究学習の充実をはかる学校が増えてきた。 

▶︎課題 教員の時間的余裕のなさに加え、理解・スキル不足の課題があり、本質的な探究 

学習になっておらず、形だけの実践が増えている 

新型コロナウイルスの影響で、地域探究だけでなく、個人・教科探究も停滞して 

いる学校が増えている。（教科は、詰め込み型に逆戻りする可能性がある） 

▶︎方策 カリキュラムマネジメント研修を継続的に行う 

個々の教員の資質向上支援を行う 

コーディネーターの設置、協働体制の確立など、行政や地域への働きかけを強化する 

 

② 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 

▶︎成果 中教審における全国の活動紹介の中で、みらいずworks の取り組みが紹介された 

    文科省のアドバイザーやコンサルタントとしての活動範囲が広がった 

    「教育ファシリテーション入門」テキストの県外での販売数が増加 

    県外からの講師依頼が年々増えている（宮崎県、岡山県、静岡県、岩手県など） 

▶︎課題 中学校の取り組みは注目されているが、高校においては、広がりが生まれていない 

▶︎方策 大学の教員養成課程や教育センターへの研修提案  

 

③ 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 

▶︎成果 佐渡で取り組んだ課題解決型職場体験の実践が他県や他市町村でも広がっている 



（宮崎県、新発田市立佐々木中学校、七葉中学校） 

▶︎課題 まだ一部の実践にとどまっており、主流には程遠い。学校運営協議会を含めた課題解決型職場

体験の土台となる地域と学校の協働を支える仕組みづくりを進めていく必要がある 

▶︎方策 コミュニティ・スクールやコンソーシアムの設立支援により、学校と地域をつなぐ 

仕組みを作る 

 

④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 

▶︎成果 コミュニティ・スクール、コンソーシアム構築への機運が醸成されつつある。 

    高校においては、糸魚川、阿賀町でコンソ構築の動きが進んでいる 

    県内モデルをつくり、展開していける兆しがある 

▶︎課題 市町村主導のため、市町村の感度の高さや危機感による地域格差が生じている 

▶︎方策 教育行政だけでなく自治組織や企業と連携した多面的な働きかけが必要。 

 

 

 

２０２０年度は、ビジョンの更新の時期ですが、新型コロナウィルスの状況も鑑みながら、もう１年ビ

ジョンの時期を延長し、ビジョンの実現に向けて事業を継続することにいたしました。 

 

 

【２０２０年度（令和２年度）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 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広げる 

・高校モデルの実施・プログラム確立 

 

１−２ みらいずBOOKの認知度拡大と展開 

・みらいずNOTE BOOKとセットにしたパッケージ販売 

・ブランディングや情報発信の強化 

 

１−３ 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」の持続可能な運営構築 

・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 

２−１ 学校改革の支援 

・カリキュラムマネジメントの仕組みづくり 

・コミュニティスクールの設立・運営支援 

・GIGA スクール構想のソフト的な支援 

 

２−２ みらいずTEXT SERIES の発行 

・みらいず TEXT SERIES の販売促進 

・SERIES２の発行 

 

２−３ 学び合うオンライン・コミュニティづくり 

・探究学習を推進したい人向けに、「プロジェクト型探究学習ラーニングコミュニティ」を主

催 

 

２−4 教員養成課程のモデルカリキュラム支援 

    ・大学での教員養成課程のモデルカリキュラムの作成、運営支援 

 

（３）地域で子どもの学びを支えるネットワークの構築 

３−２ 学びの白書の発行と啓発 

・ 「NIIGATA 探究白書」の発行により、これからの学びのあり方に対する問題意識の発信 

  

３−３ 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や組織づくりの支援 

・熟議ファシリテーター養成 

 

３−１ 地域創生の担い手育成 

・地域コミュニティや行政と協働による子ども若者の担い手育成 

 



【２０２０年度（令和２年）の事業を考える上での背景】 

 

教育改革の動きが着実に変わってきています 

・小学校は新学習指導要領が本格実施しました。中学校では、令和３年からの新学習指導要領の本格実

施に向けて、総合的な学習の時間の見直しや社会に開かれた教育課程の実現に向けた動きが起きていま

す。 

・高校では、新たな入試「大学入学共通テスト」（2021 年 1月実施）に向けた授業改善や学びを蓄積す

るポートフォリオの導入が進められています。２０２２年度より新学習指導要領の本格実施に向けて、

新設される「総合的な探究の時間」のカリキュラム実施が進んでいます。 

・また、２０１９年度より「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」が進められています。新

潟県は、糸魚川市がアソシエイト採択となりましたが、選ばれたモデル校が中心となって、社会に開か

れた教育課程の実現と高校を核とした地域創生の一体的な推進に対する機運が高まっています。 

 

コロナ渦において、ＩＣＴ環境を充実させるギガスクール構想の動きが加速し

ています 

・コロナ感染を防ぐための休校が長く続いたことから、オンラインでの授業配信や学習成果の確認、ホ

ームルーム、個別指導をするなどの試みを行う教育現場がありました。一方で、ＩＣＴ環境の整備がな

されていないことからオンラインでの取り組みを進められない学校も多くあり、学びを保障する体制に

格差が生まれ始めています。 

・文科省は、令和５年度までに小中学校すべての児童生徒に 1人 1台コンピュータを実現させる等の

GIGAスクール構想を掲げていました。コロナ感染による休校の状況が長引くことや第二波が起こること

を予想し、令和２年度の補正予算が組まれ、端末整備の前倒しによる支援を決定しました。 

・ICT環境の整備は手段であるため、ICTを活用した、個別最適な学びの実践や学びの自走性を高める

仕組みづくりの支援が急務の課題になってきます。しかし、現場は混乱しているため、ICTを試しなが

らできるようする仕掛けが必要になってきています。 

 

担い手不足や課題の深刻化など、地域側もかわざるを得ない状況にあります 

・国の動きとしては、まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）及び第２期「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」（令和元年１２月２０日閣議決定）においては、高等学校の機能強化等がうた

われ、「地域への課題意識や貢献意識を持ち、将来、地域ならではの新しい価値を創造し、地域を支える

ことができる人材の育成に向けて、高等学校の段階で地域を知り、親しむ機会を創出することが重要」

と示された。具体策として、「地域と高等学校の協働によるコンソーシアムの構築や、地域と高等学校を

つなぐコーディネーターの配置 ・活用、キャリア教育、RESAS を用いた地域学習など、地域と高等学校

が連携・協働して、地域課題の解決等の探究的な学びを実現する取組等を推進する」と明記された。 

・上記の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえて、新潟県内各地の市町村において、今

後数年間の地域創生の計画づくりが始まっています。 



・新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、地域では問題が噴出し、住民の自治力が一層求められていま

す。危機感を持って動き始めた地域と、国や行政まかせで動き出さない地域の格差も生まれることが予

想されます。 

 

 

 

【２０２０年度（令和２年）に手をうつべき課題】 

 

❶高校では 「総合的な探究の時間」の試行が始まり、各校で模索がスタートしています。一

方で、意欲のある教員の孤軍奮闘で組織的な動きになっていない、コロナ感染による休校で、

「総合的な探究の時間」の取り組みがストップしているなどの問題も起きています。 

先進県では、個別最適な探究学習が成果を出し始めており、教員の意識改革や組織的な取り

組みを後押しする必要があります。 

 

❷ 「総合的な探究の時間」における教師のマインドやスキル不足が調査結果からも明らかに

なりました。意識の高い教員向けには、さらなるイノベーターマインドや巻き込む力を育む

継続的な学びあいのコミュニティを構築します。また、教員の意識の底上げを図るために、

大学教員養成課程や県立教育センターでの悉皆研修などに探究的な学びを生み出すマイン

ドやスキルを学び磨く研修機会を位置付けてもらうなどの働きかけが抜本的な解決には求

められています。 

 

❸探究学習を推進するには、学校だけでは実現できません。地域の課題や活性化とも紐付け

ながら、地域創生の担い手として高校生を位置づけ、地域側の当事者意識や参画を引き出し

ていく必要があります。そのためのコミュニティ・スクールやコンソーシアム等の構築や枠

組みの整備も急務の課題になっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度のみらいずworks 

・高校探究のカリキュラム・マネジメン

トを通じた組織的な取り組みの促進 

・教員やステークホルダーが学びあうコ

ミュニティや学生から教員まで一貫した

教育体制の構築 

・地域活性化や地域課題解決につながる

地域学校協働体制の整備 

 

令和元年度のみらいずworks 

 ・高校探究のモデルとなるカリキュ

ラムとプログラム、協働体制の構築 

 ・地域や学校における 「対話」や 「探

究」的な進め方の啓発 

 ・中高生の探究学習の受け皿となる

活動の継続的な仕組みづくり 

 

 

【２０２０年度（令和２年度）の重点方針】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

１．高校探究のカリキュラム・マネジメントを通じた組織的な取り組みの促進 

＊既存のツールを生かした高校の探究学習のパッケージによる支援の展開 

＊高校にカリキュラムマネジメント研修を通した教員の対話文化構築や組織改革の提案 

＊高校探究のカリキュラムづくりのモデルを教員用テキスト 「みらいず TEXT SERIES」に

編集し、発行 

＊ICT ツールを活用した業務改善や探究の促進に向けた提案 

 

２．教員やステークホルダーが学びあうコミュニティや学生から教員まで一貫

した教育体制の構築 

＊プロジェクト型探究学習ラーニングコミュニティの立ち上げ 

＊「NIIGATA 探究白書」の発行と啓発・対話活動 

＊大学での教員養成課程におけるモデルプログラムづくり 

 

３．地域活性化や地域課題解決につながる地域学校協働体制の整備 

＊コンソーシアムの立ち上げや運用に関するモデルプロセスの構築 

＊地域課題解決のための地域と高校の協働プロジェクトの提案、運営 

 



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 150,000
      団体会員受取会費 330,000 710,000
   2. 受取寄附金
      受取寄附金 120,000 120,000
   3. 受取助成金等
　　　受取民間助成金等 3,870,000 3,870,000
   4. 事業収益
　　　教育プログラムの開発・普及事業 5,490,000
　　　人材育成事業 1,790,000
　　　情報発信事業 4,600,000
　　　調査研究事業 500,000
　　　物品販売事業 800,000 13,180,000 17,880,000
　　経常収益計
Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 5,840,000
        法定福利費 1,300,000
        福利厚生費 25,000
        役員報酬 1,508,800
        人件費計 8,673,800
    (2) その他経費
　　　　期首棚卸高 41,324
        仕入高 233,423
　　　　期末棚卸高 △ 30,000
        売上原価 244,747
        業務委託費 2,500,000
        諸謝金 600,000
        印刷製本費 1,850,000
        会議費 250,000
        旅費交通費 1,800,000
        通信運搬費 350,000
        消耗品費 350,000
        修繕費 20,000
        水道光熱費 150,000
        地代家賃 492,000
        保険料 20,000
        諸会費 20,000
        租税公課 12,000
        研修費 100,000
        交際費 70,000
        支払寄附金 5,000
        新聞図書費 50,000
        雑費 50,000
        その他経費計 8,933,747
      事業費計 17,607,547
   2. 管理費
    (1) 人件費
　　　　役員報酬 331,200
　　　　給与手当 500,000
　　　　法定福利費 140,000
　　　　人件費計 971,200
    (2) その他経費
        旅費交通費 100,000
        通信運搬費 120,000
        消耗品費 120,000
        研修費 50,000
        水道光熱費 35,000
        地代家賃 108,000
        保険料 105,000
        雑費 400,000
        その他経費計 1,038,000
      管理費計 2,009,200
    経常費用計 19,616,747
      当期経常増減額 △ 1,736,747

Ⅲ  経常外収益
   1. 持続化給付金 2,000,000
    経常外収益計 2,000,000

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 263,253
　　　法人税、住民税及び事業税 100,000
      前期繰越正味財産額 10,461,754

      次期繰越正味財産額 10,625,007

※持続化給付金200万円（2020.5.28入金済）の受取寄付金を除いた予算書になっております。

活動予算書

令和2年  5月  1日 から令和3年  4月 30日 まで

金　　　　額


