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「みらせん - にいがた教育フューチャーセンター」は、欧州の企業が発祥とするオー
プンイノベーションを目的として実施しているフューチャーセンターをコンセプト
としています。これまで学校・行政・ NPO・企業・地域など多様な方々と協働し
てきたみらいず works だからこそできることは何かを考え、2016 年の法人化を機
に「新潟の未来の学び・教育」をテーマに、多様な方々と創る「みらせん - にいが
た教育フューチャーセンター 2016」を開催しました。

みらせんが目指すものは、学校教育に限らない多様な立場の方々が「新潟の学び・
教育の未来」をテーマに出会い、つながり、新たなアクションが生まれる場をつく
ることです。これからの教育は学校だけではなく、全ての方が関心をもって一緒に
つくっていくものであると私たちは考えます。この場に集まった一人ひとりの想い
から、子どもも大人もわくわくするような新たな教育の形が生まれることを願い企
画をいたしました。 

第２回目の今回は、NPO 法人希楽々（村上市）、合同会社スプーンフィールド（長
岡市）、Ni igata 選挙カレッジ（新潟市）の皆様と実行委員会形式で実施しました。
イベントを行うこと自体が目的なのではなく、今後も多様な方々がつながり、教育・
学びの未来をテーマに自由な発想の下に対話を重ね、その後も何かにつながってい
くような「継続するご縁」が紡がれる場所。そんな機会となることを期待しています。

みらせんの取組を沢山の方に知って頂けるよう、ここに報告させて頂きます。 参加
者の皆様、みらせんの実施に際しご協力頂いた皆様、誠にありがとうございました。 

みらせん 2019 実行委員長　小見まいこ

はじめに
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開催日時：

2019 年 2 月 3 日（日）13:00～17:30

会　場：

新潟青陵大学 1 号館
（新潟市中央区水道町１丁目 5939 番地）

参加者数：

76 名

参加者の属性：

中学生、高校生、大学生、小学校教諭、中学校教諭、高校教諭、
大学教員、専門学校教員、企業関係者、NPO 職員、団体職員、県
職員、市職員、教育委員会　他

参加者の居住地：

新潟市、新発田市、長岡市、三条市、燕市、村上市、柏崎市、
小千谷市、上越市、阿賀野市、京都府、兵庫県

開催概要

S T A R T
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プログラム

実行委員会メンバー

・オープニング、開会のあいさつ

・みらせんの趣旨説明

・アイスブレイク（ミンゴーミンゴー ※mingle= 混ぜ合わせるの意）

・実行委員会と分科会テーマの紹介

・分科会セッション

・全体共有（プレゼンタープレゼン）

・基調講演「子どもたちに必要な学び、社会全体でどうつくる？」

　一般社団法人 A-bank 北海道　代表理事　曽田雄志氏

・個人で収束タイム　…学びとアクション記入

・チャレンジ共有　…アクション宣言

・つながる交流会　

・エンディング、閉会のあいさつ

・合同会社 スプーンフィールド 高橋 和枝
・新潟大学附属新潟小学校 教諭 剱 仁美
・新潟大学人文学部 准教授     阿部 ふく子

・NPO 法人 希楽々 渡邊 優子
・コモングラウンド
  新潟大学経済学部 3 年 佐藤 諒平
　新潟大学経済学部 3 年 本郷 佳佑
　新潟大学経済学部 3 年 山本 剛司

・Niigata 選挙カレッジ
  新潟大学法学部 3 年　   八幡 文菜 
  新潟大学経済学部 3 年　 寺井 夕美子 
  新潟大学法学部 2 年　   大川 浩輝 
  新潟大学法学部 2 年　   青田 侑也 
  新潟県選挙管理委員会　 鈴木 康彦 
･立命館大学法学部 2 年    田口 裕斗 
･新潟大学創生学部 准教授 田中 一裕

･NPO 法人みらいず works
  小見 まいこ
  本間 莉恵
  角野 仁美
  河合 祥希
  山本 一輝

放課後の学び

多様性 主権者教育
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　　　　　みらせん分科会テーマ１
　　　　　「多様性を活かして学ぶ、学びの場（クラス）」

2020 年の東京オリンピックを目前に、日本にも外国人労働者が急増しています。子ども
たちを取り巻く家庭や地域環境は急速に変化し、多様化している中、いじめの問題も深刻
です。誰もがお互いを尊重し、支え合える共生社会の実現が叫ばれていますが、そのため
に教育はどうあると良いのでしょうか？小学校における「哲学対話」の実践事例から、１
人ひとりの「違い」を活かした学びの場づくりを考えましょう。

キーワード：＃多様性 ＃哲学対話 ＃道徳 ＃インクルーシブ教育 ＃違いを活かして学び
合う ＃相互理解 

分科会テーマ

　　　　　みらせん分科会テーマ３
　　　　　「地域社会をジブンゴト化する主権者教育」

2016 年、選挙権年齢が 18 歳に引き下げられ、これからの時代をつくる若者世代の社会参
画が求められています。しかし、学校現場において模擬選挙などの”しくみ”を学ぶこと
はあっても、地域の一員としてよりよい社会をつくるための”考え方”や”行動”を学ぶ
機会はまだまだ多くありません。どうしたら若者もそして大人も地域や社会をジブンゴト
化できるのか？知恵を出し合い考えたいと思います。

キーワード：＃主権者教育 ＃模擬選挙 ＃政治 ＃地域の課題 ＃ジブンゴト ＃地域の一員

当日は以下の３つのテーマに分かれ、分科会ごとにセッションを行いました。

　　　　　みらせん分科会テーマ３
　　　　　「地域社会をジブンゴト化する主権者教育」

　　　　　みらせん分科会テーマ２
　　　　　「学校と地域でつくる放課後の学び」

2018 年 3 月スポーツ庁が「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定。
部活動の抜本的な改革とともに、地域と共に放課後の生徒の学びを支えていく環境・体制
作りがいま求められています。生徒たちの成長の機会となる、持続可能な放課後の在り方
とは？ぜひ一緒に考えましょう！

キーワード：＃放課後 ＃地域との融合 ＃部活動 ＃地域活動 ＃働き方改革 ＃保護者 
＃顧問　
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基調講演レポート

子どもたちに必要な学び、社会全体でつくるには？
テーマ

講師

一般社団法人 A-bank 北海道 代表理事  曽田 雄志（そだ ゆうし）

1978 年札幌生まれ。札幌南高等学校卒業後、国立筑波大学へ進学しサッカー部で
活動。卒業後、コンサドーレ札幌と選手契約しチームの中心選手として 9年間在籍。
「ミスターコンサドーレ」という愛称で親しまれた。2010 年に同チームを退団。
2013 年アスリートのセカンドキャリアと子どもの夢や目標を産官学連携で生み出
す、（社）A-bank 北海道を立ち上げ、多種目のトップアスリートのネットワーク
を駆使し、スポーツの多面的な価値を社会、教育、地域に創出している。北海道
教育大学岩見沢芸術・スポーツ文化学科、芸術・スポーツビジネス専攻講師など
他多数。著書「生きているから生きてゆける（2010 年）」

A-bank 北海道は、アスリートのキャリア支援と学校のサポートがメインです。小学校・中学校・その他の

場に指導者や講師としてアスリートを年間 500 ～ 600 回派遣しています。元々は、教育現場における課題（子

どもたちが夢を持ちにくくなっている。部活動顧問の先生の負担が大きい。部活動において専門指導をでき

る人が少ない等。）とアスリートの課題（引退後のキャリア形成等。）が、いままで培ったアスリートのネッ

トワークを活用することで需要と供給関係になるのではないかと考えて団体を立ち上げました。ただ、最初

は無償で 130 回ほど派遣していたんですよね。そして、学校や教育委員会からもその価値を理解してもらえ

ました。でも、このままじゃ続かないなと思って、教育委員会と交渉し、『学校内に①広告を持ちこむ②アン

ケートを行う③販売促進をする権利』をもらいました。こうして、企業の方に価値を提供できる、「売れる」

仕組みをつくることで持続的に支援できるようになったんです。

これからの子どもたちはグローバル化によって知らない価値観、

知らない文化と共生していく必要があるし、少子高齢化も進み

今以上に若者が社会を支えていく担い手にならざるを得ないような状況にあります。僕たちが思っている以

上に、これからの社会を生き抜く「たくましさ」が今の子どもたちに必要なんです。では、どう育むか。子

どもたちにとって良い環境を大人が用意するのも大事だけれど、それよりも、負荷を与えていくことが大切

だと思っています。その時に、子どもたちの好きな事、楽しいことのエリアの中にしっかりと子どもたちを

入れること。信頼関係を創ること。安心できる環境をつくること。そして、大人たちが子どもに伝えたいこ

とを自分たちで実践できているということ。そういった前提づくりが必要です。楽しいことに紐づいた負荷、

信頼でき安心できる環境に支えられたうえでの負荷だったら何とか乗り越えようとしますよね。または楽し

く乗り越えますよね。負荷を乗り越えた成長が、向上心につながり、さらに自分で思考・チャレンジする。

そういった“楽しい”循環がたくましさを育むのかなって思います。

【子どもたちの学びを社会全体で支える持続可能な仕組みづくり】

【これからの子どもたちに必要な「たくましさ」
を育むために】 
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分科会レポート❶

「多様性を活かして学ぶ、学びの場（クラス）」

問題提起とチェックイン

引きこもりや困難を抱える子ども達の支援を行う「スプーンフィールド」の代表、そして様々
な障がいを持つ人・そうでない人の作品を、地域で展示する「あなぐま芸術祭」の代表を務
める高橋さんより、「多様性」の奥深さと、「表面的な綺麗事を語り合うのではなく、それぞ
れの経験を持ち寄り多様性の本質を探ろう」という、本分科会のテーマを伝えました。

「哲学対話とは？」
（新潟大学人文学部 阿部ふく子先生より）

哲学対話とは、アメリカの哲学者マシュー・リップマンが「子どものための哲学
（Philosophy for Children＝P4C）」の方法として提唱したもので、さまざまな事柄につ
いて自ら問いを立て、仲間とシェアをし、応答し合いながら思考を深めていきます。議論を
たたかわせるのではなく、「探究の共同体」であることを大切にし、フラットな関係と雰囲
気の中、ルールを尊重して対話を進めます。特に「誰かの言葉や知識に頼らずに、自分が感
じたことを自分なりの言葉で話すこと、まとめて話さなくてもいい、発言しなくてもいい」
を重視することで、場に安心感が生まれ、その多様な考えを受け入れつつ、違いから学ぶ関
係性が生まれるといいます。阿部先生から、哲学対話の歴史やルール、ポイントについて解
説をいただきました。

「小学校道徳における哲学対話の実践」
（附属新潟小学校　劔仁美先生より）

劔先生からは、5 年生の道徳での実践事例を発表いただきました。小学校という場は、同じ
教室で同じメンバーと１年間、同じ時間を過ごします。（＝探究の共同体）１人ひとりが異
なる考えを持っていることに気づき、自分と相手のものの感じ方、考え方を知る時間として、
道徳を位置付けたとのこと。対話の象徴であるコミュニティーボール、対話のルールなど、
生徒が共同作業で手づくりします。実際に道徳の教材から、生徒がどんな問いを生み出し、
どんな対話と気づきが生まれたのか、映像も用いながら共有いただきました。実践を重ねた
後、「なぜ哲学対話が好きか？」というテーマで、子どもたち同士がメタ的に対話すると「い
つも話せない人でも、哲学対話だとその人の考えを知れる。」「どんどん問いが変わっていっ
て、考えが深まっていくことがわかる」などの言葉があったとのこと。子どもたちと共に常
に問い、探究を続ける劔先生のあり方からも多くを学びました。

社会の急激な変化に伴い、子どもたちを取り巻く環境（学校・家庭・地域）は日々複雑・多様化しています。
誰もがお互いを尊重し、支え合う共生社会の実現が叫ばれていますが、そのために教育はどうあると良いの
でしょうか。今回、１人ひとりの「違い」を活かした学びの場として注目したのが「哲学対話」の実践です。
哲学がご専門で、哲学対話の実践・研究をされている新潟大学の阿部ふく子先生より理論について、附属新
潟小学校の劔先生に「道徳」での実践についてお話を伺いながら、実際に哲学対話を体験してみました。「探
究の共同体」をつくる哲学対話から、多様性の本質と学びのあり方を探りました。

開 催 概 要
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３つのグループに分かれ、実際に哲学対話を行いました。「自分とは何か」というテーマを基に、思いつく問い
をとにかく沢山出し合います。その後、出発点となる問いを１つ決めて、そこから対話がスタート。ルールを
守りながら、発言する人はコミュニティボールを手に取り、自由に発言していきます。問いが変化しても OK。
時間いっぱい、思考を深めていきました。その後、グループごとにどんな問いや対話が生まれたのか全体でシェ
アしつつ、やってみての気づきを共有していきました。

哲学対話の実践

・自分を認めるってどういうこと？

・どういう時に「これは自分だな」って感じるのか？

・自分は何でできているの？

・自分はどこからスタートするの？生まれるの？

・後悔しない自分の人生とは？

・自分と他人って何が違うの？境界線は？

・自分を知ってもらうには、どうすればいい？

・自分を知るには、どうすればいいか？

・自分を本当に大切にするってどういうこと？

・自分というものをどうつくるのか？

・自分はつくるものなの？つくられるものなの？

・自分のやりたいことはどのように生まれるの？

・自分を愛せているか？許せているか？

・自分というものは一貫性があるのか？

・自分らしさから行動が生まれるのか、行動から自分らしさが生まれるのか？

・変えられる自分、変えられない自分っているの？　…etc

＊哲学対話で出てきた問い（一部）「テーマ：自分とは」

一度も発言しなかったが、ぐるぐると思考が深まって
いって面白かった。発言しなくてもいい、というルー
ルがあることで、「ここにいてもいいんだ」と安心し
て考えられた。

実際に対話の場を体験してみることで、生徒の立場
に立つことができた。思考を深める楽しさを生徒に
も感じてもらいたい

参加者の声

分科会の成果

・哲学対話、初体験で難しかったが楽しかった。教育現場での可能性と効果を感じ、わくわく
しました。

・１つの問題に対しても、集まり語る人によって多様な視点があることが分かり印象的だった。

・哲学対話は思考の転換になった。（でもとっても疲れました）多様性を標榜する自分自身が、
多様性に欠けていると気づいたことで自分のあり方が変わると思った。

・哲学対話、良かったです。益々わからないことが増えてきましたが、考え問い続けることの
良さを再認識しました。これから授業で活かしてみたいです！
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分科会レポート❷

「学校と地域でつくる放課後の学び」

「NPO 希楽々の活動紹介と部活動に関する大局的な流れ」
（NPO 法人希楽々 渡邊優子さんより）

3 つの中学校合同の女子バスケットボール部という、「新しいカタチの部活動」の取り組み
を紹介。これまで学校に女子バスケットボール部がなく参加できなかった中体連の大会にも
参加でき、さらに NPO 希楽々の活動にボランティアで参加することで多世代交流も可能に
なった等の効果も報告。その後、「部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」作成の
背景やガイドラインのポイントをお話させていただきました。

「コモン・グラウンドの活動紹介」
（新潟大学経済学部 3 年 本郷佳祐さん、佐藤諒平さん、山本剛司さんより）

部活動に関する教員の負担軽減を目指し、事業を計画しているチーム「コモン・グラ
ウンド」。教員の競技専門知識の不足に着目し、大学生をコーチとして部活動に派遣
する web サイトの運用を目指しています。実際に競技経験のない部活動の顧問をし
ている先生の割合は中学で 52％、高校で 45％と約半数。スキル面の指導を大学生な
どの地域人材が担うことで、大幅な負担軽減になるのではないかと提案しました。

テーマトーク『これからの部活動を考えていくうえでの課題とは？』

教員側・生徒側の二つの視点から考えました。教員側の視点では、参加者の方から「とにかく時間がない。部活
動に時間をとられて授業の準備ができない時もある」との意見が。また、生徒側では「経験のない先生から技術
面を教えてもらえず苦労した」という意見がありました。課題を共有するうちに生徒側、教員側共に部活動に対
する多様なニーズがあるということがわかりました。多様なニーズに対応し持続可能な部活動を実現するため、『学
校と地域の連携・融合』の在り方をこの分科会で考えていきます。

2018 年 3 月スポーツ庁が策定した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」。その一つのキー
ワードが『学校と地域の協働・融合』です。つまり、地域も部活動の運営に関わっていくような仕組み作り
がいま求められています。本分科会では、どんな放課後が理想で、それをどう学校と地域でつくっていくか
を探りました。

開 催 概 要
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まずは、反転増幅シートを活用しながら、部活動の理想的な姿をありありとイメージしました。「放課後の豊か
さは人によって違う。生徒が自分の過ごし方をもっと自由に選べるようになるといい」などの意見がありました。

グループトーク

発散テーマ『こうなったらいいな部活動』
収束テーマ『学校、地域はどんなことができるだろうか？』

『こうなったらいいな部活動』

を考える際に活用したワークシート

その後、具体的に学校や地域がどんなことができるか検討。
・親の関わり方も変えていけそう
・銀行などからお金面のサポートをしてもらう（他県の事例を参考に）
・教員 OB・OG に地域と学校の窓口になってもらう
・部活動単位で地域への貢献活動を行う
など、具体的な案をいくつか生み出すことができました。

分科会の成果

部活動は大変なこともあるけど、価値がある活動だと感じています。し
かし、いろいろなことが曖昧になっており、部活動の意義や価値を明確
にできていない現状がある。だから学校と地域の融合のためには、学校
と地域が一緒の土台で「子どもたちのために何ができるか」ということ
を一緒に考え続けていくことが大切であり、そういった場をつくってい
く必要があると思います。

学校と地域では担える役割が違うので、うまく補完し合えるような関係性を
目指すことができればいいのではないかと考えました。例えば、スポーツに
親しむ子どもたちを育てるために、学校では生涯学習に資する活動（多種目
実施や、基本的・汎用的な動作の習得）に注力し、地域ではアスリートの育
成（競技専門技術の習得）を目指すなど、学校も地域も双方でできることを
活かし合いながらみんなで教育を担っていくことが大切だと思います。

学校というくくりを取っ払い、生徒が自由に放課後の過ごし方を選べる環境
にしたい。そのために、生徒がどのように学校だけではないところとつながっ
ていくか、ということを議論しました。学校教員は、同時に地域人材でもあ
るということから、教員 OB・OG に学校と地域を繋ぐ窓口になってもらう
ことで地域の大学生や企業の方などと生徒がつながりながら学べる環境を整
えられるのではないかと考えました。
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分科会レポート❸

「地域社会をジブンゴト化する主権者教育」

事例発表の内容（エンリッチ）

岐阜県立可児高等学校における地域課題解決型キャリア教育である、「エンリッチプロジェ
クト」について事例紹介しました。高校生の段階で地域の大人と関わることで、地域の魅力
や課題を知り、地域を「ジブンゴト」化することが出来た過程を、模擬選挙の実現などの具
体的な事例から紹介しました。また、主権者教育で大切な視点は、「ジブンゴト ( 所属意識 )」
であることを示し、本分科会のテーマ設定の背景を伝えました。

事例発表の内容（選挙カレッジ）

Niigata 選挙カレッジからは、中学時代の職場体験が物事を「ジブンゴト」として
考える機会としては未だ効果が弱い現状や、親子で投票体験をしてもらう「子ども
投票所」という Niigata 選挙カレッジの活動を例に、親子を対象にした主権者教育
の場を設けることの有効性を紹介させていただきました。さらに、幼少期から身近
な問題を「ジブンゴト」化する経験を積むことの大切さを選挙啓発活動を行なって
きた大学生の視点から説明させていただきました。

選挙権年齢が 18 歳に引き下げられ、選挙の仕組みや知識を伝える場は増えてきましたが、地域の一員として、
よりよい社会をつくるための考えや行動を学ぶ機会は多くありません。そこで、新潟での主権者教育の実践
をより深めていくために、岐阜県立可児高等学校の事例や、Niigata 選挙カレッジの大学生の取組みを共有
しました。また、「地域や社会をジブンゴト化 できる人が育つには、 いつ、どんな場面で どんな働きかけが
必要か 」をテーマにしたワールドカフェで対話し、子どもたちがジブンゴトで地域と関わり、担い手となれ
るような未来のためのアイディアを紡ぎました。

開 催 概 要

岐阜県立可児高等学校「エンリッチプロジェクト」

2018 年版。夏休みに選択制で参加できる地域活動

が掲載されている。

※岐阜県立可児高等学校は、田口裕斗さんの出身高校です。

立命館大学法学部
田口裕斗さん

Ni igata 選挙カレッジ所属 新潟大学

八幡文菜さん、寺井夕美子さん、大川浩輝さん

Ni igata 選挙カレッジで新潟市長選に

あわせて行った「子ども投票所」の様子
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ワールドカフェでは、「地域や社会をジブンゴト化 できる人が育つ
には、 いつ、どんな場面で どんな働きかけが必要か 」をテーマに、
幼小、中高、大学社会人の各世代ごとの主権者教育について 4～5
人で話し合いました。20 分 ×3 回で行い、1 人がホストとして残り、
他のメンバーは別のグループに分かれて話し合うことで、複数の世
代の話し合いに参加できる形式にしました。付箋と模造紙を使うこ
とで意見を効率良く共有できました。

ワールドカフェの概要

参加者の声

・学校と地域が共に子ども達の将来について対話する機会が必要だと思いました。(会社経営者 )

・大学生は、地域の仕事や企業、文化を学ぶなど、地域との関わりを深めることが大切だと思
います。( 金融関係 ) 

・現在の主権者教育に危機感を持って行動を起こしている方と意見交換をすることができまし
た（高校教諭）

 ・子どもの中にも主権者教育に興味を持っている子がいることを知れてよかった（中学校教諭）

・様々な分野の方と話すことで多くの知識を得ることができました。 ( 大学生 )

各グループ活発な意見交換の様子。

参加者の中には中学生の姿もありました。

分科会の成果

「地域や社会をジブンゴト化 できる人が育つには、 いつ、どんな場面で どんな働きかけが必要か 」

・選挙そのものについて知ってもらうこと
・選挙の知識を身につけてもらうには形だけでもいいからまず「体験」してもらう
・自分は何かしらの集団に属しているという意識を持ってもらう。 例えば、仲間と何かを
 成し遂げる体験や、例えばクラブ活動や委員会活動などで自ら取り組んでやり遂げる機会
 それらを学校側が演出してあげることが大切
・最近は不審者等の問題で子どもが地域と関わるのを制限しないといけない状況があるので、
 地域と学校の関係を見直していかなければならない

・中学校時の主権者教育の１つに職場体験があるが、進路指導の側面だけでなく、地域との
  関わりへの発展を強化させることが必要
・中高、特に高校時には学校側が強制するのではなく、地域と接する機会、例えば子ども議会
 などに、自分自身で興味を持って積極的に参加する生徒に育てることが大切
・中高から本格化する部活動でも予算の使い方を話し合う機会などを通じて、所属意識を育む
 ことに取り組んでいく

・情報・知識の共有や意見交換を通じて、新たな人間関係を構築できるような大学生と社会人  
 の交流の場が必要
・大学生も積極的に地域の自治会に参加できるよう、大学生の活躍できる場づくりをするなど
 環境を整える
・大学・社会人の段階では、それまでに積み重ねてきた体験、知識をいかし、さらに視野を広 
 げ、世界の出来事もジブンゴト化できるようにする必要がある

幼稚園・小学校

中学・高校

大学・社会
人
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チャレンジ共有

みらせんで得た学びを活かし「明日からはじめてみたいチャレンジ」を個人で

記入し、会場の壁に張り出しました。壁一面のシートを眺めながら、それぞれ

が応援したいチャレンジに★マークを記入してきます。その後の交流タイムで

は、チャレンジを媒介に有機的な出会いが生まれました。みなさんが記入した

「チャレンジ」をご紹介します。

・子どもに言っていることは、自分も実践する

・地域とつながる　地域と子どもを育てる　そんな学校の在り方、仕組みを考えたい！

・１人ひとりの子どもたちが好きなことに没頭できる、そして充実感を感じられる学校生活を進めるた

めのサポート体制を考える。⇒異業種連携

・テーマ：多様性⇒個・自分を考えることの重要性【視点の転換】⇐これをやってみたい！スタート地点
を変えようと思います。つい教えたくなる⇒うまくいかなくなる、押し付けになる

・「子どもに非日常体験を通じて、夢につながる気づきを与える」そんな人になるために、就活を頑張る！

⇒妥協しない

・教育、とくに道徳に哲学対話が組み入れられ成果を上げていることに感心しました。いろいろな視点

ヒントを体験しながら学びました。これから自分のしたいことをできることに活かしていきます！

・自分の未来の目標を明確にする

・中学校の道徳で“哲学対話”をやってみたい。語り合う場づくり。

・多くの人と「対話する」場をもち、少しずつモヤモヤをすっきりさていく！

・ここにいていいんだよ！という場を作り出したい！問い・モヤモヤを大事に。

・自分の弱さや苦手もさらけ出して、その上で目の前の人の心と声を「聞く」

・人間関係で悩んでいる子、夢や進路を決められない人の助けになりたい。

多様性

・学校にはお金もない、人もいない。でも総合学習を本当にやるなら欠かせない。総合学習の A-bank

みたいなものをつくりたい。

・生徒に自分の夢を語る！学校と地域の融合について、何ができるのか考えてみたい。

・自分でお金を稼ぐキャリア教育、経済教育「レモネードスタンド」の新潟版を行います。

・目の前の子どもたちに「夢」を語る！（どんな自分になりたいか？どんなことをやっているか）～ワク

ワクとチャレンジを忘れかけていました～

・自分のやりたいことの整理⇒子どもたちの運動能力の向上支援やスポーツを好きになってもらえる  

活動の活性化をするために、産官学をつなげる間に入りたい！

・誰でも何かの誰かの力になれることがある⇔つなげる人の存在⇔豊かさが生まれる

・地域と学校をつなぐ橋渡しができないか、考えてみたい。大学生の人材を活用できないか。

・現在、村上市上林地区でミニバスコーチをしています。子どもたちの放課後の学び場サポートとし て

「中学校教員とスポ少指導者の対話の場を設けたい」。学校によって、先生によって、課題が違う！

まずは課題の共有から。

・孫に「かっこいい！」といわれるジイチャンになる。地元（母校）のボランティアとして学校に貢献する！

放課後の学び
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・大学・社会と高校をつなげる主権者教育をすすめる

・高校２年生の探究授業で燕市と協働してプロジェクトを実行する。

・県外・海外の人に“新潟”を発信して、届ける！

・「大人になりたい」と生徒が思うしくみ作り（授業・部活・総合的な探究）

・高校と大学と社会をつなぐ

・「衝動」…やってみたい！知りたい！変えたい！と思わせられるような機会を提供したい

・自分の経験や知っていることだけでは教育に携われないので、引き出しとなる体験・知識を主体的

に得る

・「〇〇したい！」を大切に、日常の気づきを増やす！

・知識を得るだけでなく使えるように。別の分野にも挑戦する。

・自分の心に素直になる。

・社会的に未だ評価のない地域の資源＝宝物に付加価値をつけたい。新たなメディアをつくる（共育

編集誌）

・小中を対象にした、所属する意識を育むプログラムづくり

・まずは自分が、今後の選挙と若者の在り方について、深く学び考え、こうあるべきという姿を明確

に持つ。

・WANT を量産できる総合学習や受け入れ授業を創りたい

・前例にとらわれず（手段の目的化しがち‥）、目標達成のため様々なチャンネルや客体と連携して

いきたい！

・子どもたちに、生まれ育った地域の良いところ（自然、歴史、文化など）を伝えていく

・様々な人との交流。自分自身が「つなぐ」役割を！

・「地域版キッザニアイベント」を通じて、身近な問題の自分ゴト化をうながす。

・大人（地域・政治家）から若者（学生）にアプローチしていく！

・教育者と生徒、役人と市民とが、共に学び合い、共に成し遂げる主権者教育を！

主権者教育

My C
halle

nge
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アンケート結果 回収数：41 件

１. 本日の満足度

前回（2016） 今回（2019）

前回（2016） 今回（2019）

２. 良かったと思うもの

３. 今後に活かせそうか

前回（2016） 今回（2019）
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４. みらせんのなかで印象に残っていることを教えてください（一部抜粋）

・未来に向けて子どもたちの成長と社会の方向を
皆で考えていくことができたこと。

・NPO 法人希楽々さんのプレゼン。

・曽田さんの講演「たくましさを育てる」。

・哲学対話の教育現場での可能性とその効果を感
じたことです。

・子どもがやろうとしていることを大人が規制す
るという現状がある。まずは大人が変わらなきゃ。

・曽田さんのお話で改めて既存の常識にとらわれ
ずに動き出す必要性を感じました。

・曽田さんのお話。「理念に共感してくれる人を
巻き込む」「人間の表面の価値と内在の価値」
「大人が子どもに伝えたいことを実践できている
か」。

・これだけの方々が教育に関心があるということ。

・大学生の真剣さ、考えの深さ。

・中学生が宣言タイムで発言したこと。

・分科会で先生方の生の声が聞けた。

・知っている方の多さ、久しぶりの再会！

・未来を語るなかで皆が課題として捉えている部
分を焦点化してテーマにしてほしいです。

・学校の未来、どこへ行く…

・きもちのいい組織づくり

・マインドセット（好きなことを頑張れるような、
主体性の育成に関するもの。前提づくりのやり方
とか。）

・探究型学習

・人と地球の関わり

・プログラミング教育について

・地域と学ぶ、地域を学ぶ

・子どもの夢見る力を育むには…

・感性を育む環境づくり

・テストをしない評価、学校

・道徳の教科化

・新教育課程の教育に関して

５. 今後みらせんの場で話をしてみたい、関心のあるテーマがあれば教えてください

6．本日の感想やご意見ご要望、期待することなどをご自由にお書きください

・哲学対話が良かったです。ますます、わからな
いことが増えましたが、考え問い続けることの良
さを再認識しました。

・基調講演が後にまわったのは、逆に良かったか
もと思いました。

・本当にわくわく、ありがとうございました。

・話し合いの時間が足りなかった。プレゼンもも
う 2 周くらい聞いてみたかった。朝からスタート
しましょう。

・こういった機会が増えていくことが新潟の未来
を変える一つのきっかけになっていくと思いまし
た。

・関西も新潟に負けないように子どもたちのみら
いにつながる何かをつくっていきたいです。

・知識と経験に裏付けられた会の組み立て、授業
の参考になりました。

・何かを変えたいと思っている人がたくさんいる
場で非常に刺激を受けました。

・2 年に 1 回ではなくてもっと頻繁にやってもら
いたいです。
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実行委員会これまでの動き❶ 多様性

★本分科会では、ミーティングを２回、授業参観を１回行いました

2018 年 10 月 18 日　実行委員キックオフミーティング　＠みらいず works

2018 年 12 月 12 日　1 年生道徳の授業見学「哲学対話」　＠新潟大学附属新潟小学校

実行委員のスプーンフィールド高橋さんらと、附属新潟小学校教諭の剣仁美
先生の授業を見学しました。剣先生はこれまで、５年生の道徳の時間を使い
「哲学対話」を実践されてきましたが、今年は１年生の担任として、同様に
実践を重ねられてきました。授業は、「金色のクレヨン」という題材を入り
口にしながら、子どもたちの問いを引き出し、４～５人のグループに分かれ
哲学対話。コミュニティボールを使い、自分の意見を発言した後、他の人に
ボールを手渡しながら、考えの深まりを自分たちでつくり出していきました。
ふりかえりの問いは「誰のどんな考えをなるほどと思った？自分の意見はど
う変わった？」。みんな違うから、色々なことに気づけるし、新しい発見が
ある！と対話の楽しさや喜びが生まれる時間のように感じました。

ふわふわボール：コミュニ
ティーボール（このボールを
持っている人が発言すると決め
ている、対話のツール）、対話
のルール、ふりかえりの方法ま
で、子どもたちと一緒につくっ
てきたとのこと。

かくかくノート：対話の振
り返りをするノート。子ど
もたちが「かくかくノート」
と命名したそうです。

2019 年 1 月 23 日　当日の打ち合わせ　＠新潟大学附属新潟小学校

哲学対話のテーマや当日のプレゼン内容、スケジュール等について、調整を行いました。

実行委員の声（みらせんを終えて）

第 2 回みらせんを通して、教育権場における「多様性」へ
の関心の高さと、多様性がはらむ多様な問題を知ることが
出来ました。しかし哲学対話で実感した、「問うこと」の
可能性を忘れず、それぞれが日々問い、実践を重ねながら、
またみらせんの場で再会し、気づきを持ち寄れることを
願っております。
今回、多様性の本質を日々追求し、その豊かさを信じてい
る３名の方々と共に分科会をつくることができ、各々の在
り方から多くを学びました。スプーンフィールドの高橋和
枝さん、附属新潟小学校教諭の剣仁美先生、新潟大学人文
学部教授の阿部ふく子先生、そして参加者の皆様、大変あ
りがとうございました。引き続き宜しくお願い致します！
（みらいず works 角野仁美）
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実行委員会これまでの動き❷

2018 年 12 月 12 日実行委員会・大学生との顔合わせ＠NPO 法人希楽々
まずはそれぞれの自己紹介・活動紹介を行い、互いがどんなことを目指してどん
な活動をしているのかを共有。その後、これからの部活動がどうなってほしいか、
そして、みらせん終了後にどんな動きが出てくるといいのかということを話し合
いました。

2019 年 1 月 16 日　打ち合わせ　＠NPO 法人希楽々
当日プログラムの流れを検討。どんなことをどのように共有したり、どんなテーマで対話をすると次なる動きが
出てきそうか、当日をイメージしながら話し合いました。

2019 年 1 月 22 日　新潟市教育委員会ヒアリング
新潟市の現状について、制度的な面や教員の方々からの声などを聴かせていただきました。新潟市では現在 3 名
の元教員である有償外部指導者を配置。先生方の負担感は減少傾向にあり、現場の先生からも好評とのこと。今後、
より拡大・充実させるべく、そのマッチング方法や研修など、制度的な面を整備していきたいとおっしゃってい
ました。

2019 年 1 月 22 日  燕市教育委員会ヒアリング
燕市では、部活動が休みの日のための公設クラブの設置を計画しています。担当の方は「ガイドラ
インを受け、活動時間を制限していくだけでなく、それに伴って表面化してくるニーズを受け止め、
対応していく必要がある。」「生涯を通してスポーツに親しむ人を育てたい。むやみに練習してけ
がをしないよう、スポーツ医科学の見地から指導を行う受け皿を作りたい。」とおっしゃっていま
した。
燕市公設運動クラブに関する記事（2019.1.11 新潟日報）

実行委員の声（みらせんを終えて）

私たちは日々、今のことやちょっと先のことを考えたりすることで精いっぱいです。未来についてワク
ワク感やどんな未来になるのか、したいのかという思考はなかなかできる機会はありません。みらせん
ではそれが実現でき、多様な人や組織と共に考えることができたことはとても良かったです。学校と地
域の融合こそ、これからの姿ではないかと再確認できました。

渡邊 優子

本郷 佳祐

初めてイベントを創る側で参加させて頂き、とても貴重な経験を得ることが出来ました。分科会での議
論は白熱し、部活動をより良いものへと考えている方にたくさん出会いました。この繋がりを今後の部
活動に活かしていくためにも自分たちの活動を本気で取り組んで行きます！みらせん 2019、ありがと
うございました！！

佐藤 諒平

近い問題意識を持った多くの方と出会えたことで本当に楽しく、充実した時間を過ごすことができま
した。今苦労している方や、曽田さんのように良い形が築けている方など多くの姿から学ぶものがあ
りました。自分たちも頑張ろうという刺激にもなりました。自分たちだけでなく、みらせんが少しで
も多くの方のきっかけとなり、教育が良い方向に動いたらなと思います。

山本 剛司

実行委員としてみらせんに関われてほんとに貴重な経験となりました！本番が始まるまでは緊張してい
たのですが、始まってみると参加者の皆さんが熱い想いを持った方ばっかりで話をしていて楽しくて気
づいたら緊張していたことなんて忘れてました。2021 年にみらせんが更にパワーアップして開催され
ることを祈ってます！ありがとうございました！

放課後の学び
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実行委員会これまでの動き❸

本分科会では、実行委員会全体としてのミーティングを 2 回、ヒヤリングや授業参観を 4 回、当日の運営のた
めの打ち合わせと振り返りを 5 回行いました。打ち合わせでは、参加可能なメンバー 4̃5 人程度が集まり、当
日に向けて準備を重ねました。京都からのゲストスピーカーとは、ネット会議システム（ZOOM）でつないだり、
LINE グループにて、進行状況を伝え合うなど、スピーディーに共有化するなど工夫をしました。

実行委員の声（みらせんを終えて）

Niigata 選挙カレッジ　（新潟大学　法学部 2 年）　青田侑也
今回、主権者教育の分科会メンバーとしてみらせんに参加し、様々な業種の社会人と話すことができて良い経験に
なったと思います。分科会メンバーとして外部の人達に自分たちの活動を報告することで、より主権者教育に対する
理解が深まりました。今回の経験を生かし、これからもNiigata 選挙カレッジの活動に力を入れていこうと思います。

Niigata 選挙カレッジ　（新潟大学　経済学部 3 年）　寺井夕美子
普段話すことができないような年代、職種の方々と交流することができてよかったです。主権者教育という一つのテー
マについて、そのような方々と意見を出し合い、共に未来の教育を考えることができ、自分にはない視点や考え方を
知り、自分の視野が広がりました。とても学ぶことが多く、充実した 1 日でした。

Niigata 選挙カレッジ　（新潟大学　経済学部２年）　大川 浩輝 
みらせんを終えて 1 番印象に残ったのは、ワールドカフェで現役の教師の方と意見交換です。現在の日本の主権者
教育も含めた教育方針に危機感を持っている方が先生の中にもいっぱいいて、すでに行動に移している方からお話
を聴けたことはとても貴重な体験でした。また田口さんのおっしゃっていた主権者教育には「belong」所属すると
いう意識付けが重要だというお話もとても印象に残っています。

立命館大学　法学部　2 年　田口裕斗
新潟の熱い人々に出会え、交流できてとても楽しい時間を過ごすことが出来ました。主権者教育の分科会では、各発
達段階に応じた理想の教育内容を考えることが出来ました。後は実践するのみです。実践を重ね、みらせん 2021 で
報告できることを願っています。熱く濃い 1 日を存分に楽しめました。ありがとうございました！

主権者教育

2018 年 10 月 18 日　実行委員キックオフミーティング　＠みらいず works　
2018 年 11 月 05 日　新潟大学創生学部　田中一裕先生ヒヤリング　＠新潟大学　創生学部
2018 年 11 月 15 日　研究授業への参加　＠新潟県立正徳館高校
2018 年 11 月 20 日　新潟県中学校教育研究会　＠白新中学校
2018 年 12 月 12 日　分科会テーマの検討　＠新潟大学　図書館
2018 年 12 月 14 日　立命館大学　田口裕斗さんヒヤリング　＠Len 京都河原町
2018 年 12 月 19 日　事例発表者田口さんと情報交換とテーマの確認　＠新潟大学　図書館
2018 年 12 月 20 日　分科会テーマの検討②　＠新潟大学　図書館
2019 年 1 月 23 日　 当日プログラム最終確認　＠新潟大学　図書館
2018 年 1 月 28 日　 実行委員　全体ミーティング　＠青陵大学
2018 年 2 月 15 日　 分科会　ふりかえり　＠新潟大学　図書館

みらいず works　本間莉恵
多くの準備を重ねながら当日を迎えることができ、新しい主権者教育に関する知見やネットワークができたことが大
きな収穫です。新潟の中学校、高校、大学では、どのような主権者教が行われているのか見聞きすることで、これか
らの可能性や課題が見えてきました。実行委員の皆さんをはじめ、当日出会った様々な立場の皆さんと、今後も連携
して新潟の主権者教育の実践に取り組みたいです。
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みらせん２０１９での出会いや対話により、実際に協働プロジェクトが生まれ
始めています。「リアルなお金を回していくプロジェクト型のキャリア教育を
したい」と言っていた方と高校の先生がつながり、高校の授業を協働で実施す
ることになったそうです。また、若い塾の経営者と通信制の高校を運営してい
る大学教授が出会い、不登校の子どもたちのプログラムを一緒に作る話が進ん
でいるという報告も受けました。

みらせんがあったことで、化学反応が起き、新たなチャレンジが生まれている
ことに、一つの目標は達成できたと安堵しております。しかし、これで満足し
ているわけにはいきません。

子どもたちを取り囲む問題はより複雑化し、変化の大きい現代において、自分
の属する組織内だけで新たな試みをすることには限界があります。私たちは気
づかぬうちに、組織の暗黙のルールややり方に縛られていたり、新たな角度か
ら発想を生み出す難しさを感じていたりします。

「他にもっとより良い道があるのではないか」「どうしたら子どもたちがイキイ
キと学び、成長していくのか」「今どのような試みをすべきなのか」。

１０年後、５０年後先の新潟の未来、教育の未来を見据え、私たちは今、何を
すべきなのでしょうか。その答えはすぐには見えてこないかもしれません。し
かし、他者と対話を重ね、協働し、互いに問いかける中から生まれてくると思
うのです。

みらせんを一過性のもので終わらさず、このような対話の場が県内あちこちで
開催され、対話を通じた新たな挑戦やわくわくするような教育の形が生み出さ
れていくことを願っています。

みらせん２０１９実行委員長　小見まいこ

おわりに

Se
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制作：みらせん実行委員会

NPO 法人みらいず works


