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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、多様な方々と創るフューチャーセンター

の開催を企画するに至りました。 

 「みらせん」という名には、みらいずworksが手掛けるフューチャーセンターであり、新潟の未来の教

育をつくるセンター（中心）でありたいという願いが込められています。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、繋がり、そして新た

なアクションが生まれる場です。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べき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。 

 第一回目のみらせんはキックオフとして位置づけで行いました。イベントを行うこと自体が目的ではな

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、一過性に

終わるのではなく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。そんな機会を

これからもつくって参ります。 

 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。 

フューチャーセンターとは？ 

課題思考ではなく未来思考の対話によって変化を生み出すための場。多様性ある参加者を招き、社会的課題解決のため

のビジネスモデルを考えたり、参加者同士のつながりを促進させる空間のことを指します。 

フューチャーセンターの特徴は、創造的なファシリテーターによって参加者全員が、未来思考で対話する「フュー

チャーセッション」がポイントです。「フューチャーセッション」は、誰もが参加できるという大きな特長を備えた

オープンな場です。専門家ばかりが揃ってしまうことで、どうしても先入観や固定概念に囚われて、かえって議論が進

まなくなることも珍しくありません。フューチャーセンターは、広く門を開け、専門分野以外の人たちの参加によって

オープンイノベーションを起こします。 

はじめに 

第１回テーマ： 

「新潟発 こども-大人-地域でつくる、 

 未来の学びのモデルは？」 
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開催概要 

・開催日時 

 2016年10月30日（日）13:00~17:00 

・会場 

 新潟市民芸術文化会館 りゅーとぴあ４F ギャラリー 

 （〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町３−２） 

・参加者数 

 84名 

・参加者の属性 

 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、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、村上市、佐渡市、五泉市、柏崎市 

 阿賀町、東京都、埼玉県、徳島県 

 

5 

プログラム 

・オープニング 

・開会のあいさつ 

・みらせんの趣旨、フューチャーセッションの説明 

・アイスブレイク 

・実行委員とグループテーマの紹介 

・フューチャーセッション 

・全体共有（プロトタイピング） 

・ふりかえりとまとめ 

・閉会のあいさつ 

・エンディング 

実行委員 

小見 まいこ（みらいずworks）※実行委員長 

大竹 健太（新潟大学学生） 

上山   晃平（新潟大学学生） 

桑田 正寛（柏崎まちづくりネットあいさ） 

角野 仁美（新潟大学学生） 

金 洋輔（五泉市教育委員会） 

高澤 樹（ライフサポーターズ） 

能登谷 愛貴（都岐沙羅パートナーズセンター） 

本間 莉恵（みらいずworks） 

松尾 雅美（みらいずworks） 

山本 一輝（みらいずworks） 

山本  寛（新潟県教育センター） 

渡邉 彩（新潟こども医療専門学校） 

（五十音順に記載） 
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グループテーマ 

当日は以下の５つのテーマに分かれ、フューチャーセッションを行いました。 

みらせんグループテーマNo.1 

『地域・社会の担い手を育み、次世代へと引き継ぐバトンを磨いていくために、いま私たちにできることは？』 

 

人口減少・地方創生などが叫ばれる中、近年一層問題となって

いる「地域の担い手不足」。その「担い手」について、様々な

角度から皆で考えてみましょう。担い手とは。そして、そんな

担い手をどう育むのか。さらにその担い手に、今を生きる私た

ちはどんなバトンを託していくのか。社会の変化が著しい今だ

からこそ、一度立ち返って皆で考えたい、根源的な問いです。

みんなで未来をつくっていくために、一緒に考えましょう！ 

キーワード：地域、担い手、人材育成、伝統継承、起業家精神 

みらせんグループテーマNo.2 

『これからの社会で求められるおとなの学びとは？どんな学びの場が必要か？』 

 

価値観が多様化し、一つの場所で働き続けるということが当た

り前ではなくなった現代。状況に合わせ、社会人も学び続ける

姿勢が求められるようになりました。では、大人の学びとは何

でしょうか。資格取得やキャリアアップを指すだけで良いので

しょうか。学び続ける社会で、大人の学びの場はどうあるべき

か。私たち一人ひとりが当事者でもある大人の学びの在り方に

ついて探求し、実現可能な未来へ向けたアイディアを出し合い

ます。 

キーワード：大人の学び、サード・プレイス、パラレルキャリア、多様なライフスタイル、21世紀の幸福観 
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みらせんグループテーマNo.3 

『子どもたちに出会わせたい本気の大人って？人との出会いから未来への轍を創るには。』 

大人も子どもも自分の将来や生き方を考えるきっかけの一つに、人と

の出会いがあります。人生の中で自分が誰と出会うかが大きな意味を

もつのです。このテーマでは、「子どもたちに出会わせたい本気の大

人ってどういう人？」「どうやったら本気の大人に出会えるの？」

「心に響く出会いの場のつくり方って？」といった問いを中心に、新

しいキャリア教育をデザインします。子どもの心の中に、一生懸命生

きている人を住まわせてみませんか？ 

キーワード：本気の大人、キャリア教育、心、生き方、中学生、 

高校生、社会人 

みらせんグループテーマNo.4 

『子どもの遊びを豊かにするには？』 

社会の変化に合わせ子どもたちの遊び方も変化し、自ら遊びを工夫し

生み出す「創造的な遊び」の機会は少なくなりました。遊びと学びは

密接につながっていると言われるなかで、子どもたちの遊びはこのま

まで良いのでしょうか。また、これからの社会を担う子どもたちに

は、どんな遊びが必要なのでしょうか。子どもの遊びを取り巻く環境

や、遊びの豊かさについて考えながら、私たち一人ひとりにできるこ

とを探っていきたいと思います。 

キーワード：豊かさとは何か、遊びの変化、こどもの発達 、学びに

つながる遊び、遊びの意義 

みらせんグループテーマNo.5 

2030年新潟発！子どもも先生もワクワク学ぶ みらいの学校の姿とは？ 

子どもも先生も毎日ワクワクと学ぶことができる学校ってどんな学校

でしょうか？時代の変化と共に、学びのあり方も変われば、それを支

える先生、家庭、地域、学校の在り方も変わっていくことが求められ

ます。新潟の学校のいいところ探しをしながら、可能性を伸ばす新潟

発の２０３０年の学校の姿”モデル”をみなさんと一緒に考えたいと思

います。 

キーワード：学校と地域の協働、生徒の主体性、学びの環境づくり、

学社民の連携、新潟ならではの教育、先生の役割 
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グループテーマレポート vol.１ 

地域・社会の担い手を育み、次世代へと引き継ぐバトンを 

磨いていくために、いま、私たちにできることは？ 

今の若者を取り巻く“担い手事情”を「寸劇」から考える 

 「地域の担い手」というと、どんな人を思い浮かべますか？人によってイメージや捉え方は様々だと思いま

す。しかし広義には、子どもからお年寄りまで、その地域に住み生活するすべての人が「地域の担い手」であ

るでしょう。そこで今回の分科会では、これから社会に出て行く『若者』にスポットを当てていくこととし、

若者が抱えている“担い手事情”をまずは全体で共有しました。手を挙げていただいた参加者の方に、若者を取

り巻く様々な立場の「大人役」になりきって、「若者役」に向けてセリフを読み上げてもらう形で寸劇タイ

ム。例えば、「UIJターンの促進！人口減少の中で、どんどん地域に若者を呼び寄せたい！」「まずは3年、都

会で修行して力をつけてから地域に戻ってきて」「アントレプレナーシップ！地域経済を元気にする人になっ

て欲しい」「生まれ育った故郷に帰ってきて子どもを産んで欲しい」など、行政職員やフリーランス、地域の

起業家、近所のおじいちゃん等、それぞれの立場から若者に寄

せる想いがセリフとして飛び交いました。一方、若者役からは

「奨学金の返済が…」「地元のことは好きだし、出来ることな

ら地域のために働きたい」「もちろん、どんな社会の担い手に

なるかは“自分が決める”事だって分かっている」など、今の若

者が感じているリアルなセリフも投げかけられました。 

若者を取り巻く環境・担い手について『現状と問題意識』の共有 

4～5人のグループに分かれ、えんたくんを囲んで対話がスタート。まずは自己紹介と「このテーマを選んだ

理由／寸劇を見た感想」をシェアしながら、お互いの問題意識を共有します。それぞれが普段から感じている

担い手事情について、想いや考えが重なり合い、様々な問いが生まれてくる時間となりました。 

＜現状と問題意識＞ 

・選択肢が多い時代だからこそ、若者は迷い苦しんでいるのかも。 

 強い夢や目標を持たせることが、本当にいいことなのか？でも 

 希望を持って働いて・生きて欲しい。 

・ネガティブな地域の課題解決を、若者にすべて担わせるのは 

 ちょっと違う。 

・何のために仕事をするか？（仕事とは何か？）という部分が変化 

 してきている。だからこそ、どんな力が必要とされているのか？ 

話題提供者：角野仁美 

ファシリテーター：能登谷愛貴、桑田正寛、角野仁美 
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若者がイキイキと活躍する・担い手となるために、いま私たちに何ができるか？ 

休憩後、セッションⅠで出た意見を基に「マグネット・テーブ

ル」という手法を使ってグループとテーマを再設定し、議論を深め

ました。セッションⅡの問いを受けて、それぞれが「いま自分が話

したいテーマ」を掲げ、テーマが似たような人、一緒に話すと化学

反応が起きそうな人ごとにグループをつくり、問いに迫ります。そ

の後、話し合ったことを基にグループごとに「若者がイキイキ活躍

できる環境」をイメージし、3分以内の寸劇で表現しました。 

   ＜プロトタイピングの成果＞ 

 

◇『若者が新潟に残る・他から来るには、どんな仕事や仕組みが必要か？担い手になりたくなる新潟とは、 

どんな新潟か？』 

・新潟に魅力はあるが、人によって感じている魅力は違う（でも同じものを魅力と思い込まされている）。1

人ひとりに合った、ライフスタイルに呼応する魅力を発信するために、魅力のカテゴリー化を。 

・UIJターンのために助成するだけでは魅力に繋がってない。（仕事に魅力を感じてもらえているか？）→新

潟で働くための、やりがいをつなぐハローワークがあると良いな 

・観光誘客、ＵＩＪターン促進など目標は同じでも行政・企業・各種団体が連携できずバラバラにやってい

る印象がある。→連携・協働し一致団結して取り組んでいかなければいけない。 

◇『決断を促すきっかけやその方法は？』 

・若者は自分の想いを「語る口」を持ち、大人は「聴く耳」を持つことが大切。大人が「どうしたいの？」

と訊くことで、若者に考える経験を積ませる。そもそも、そうやってお互いに“語る場”が無いことが気づ

いた。加えて、大人自身もが語っていないことも。 

◇『“居場所”をつくるチカラ＝“担い手”になっていくチカラをいかに育むか？』 

・若者にもっと余裕が大切→どうつくる？（経済をまわす若者への投資） 

・変化していける人になっていく→大人にも、新しいことも受け入れる変化が必要。 

・厳しいところに身を置くのも大切→自分に合っているかどうかではなく、やってみる！ 
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グループテーマレポート vol.２ 

これからの社会で求められるおとなの学びとは？どんな学びの場が必要か？ 

 16名の参加者の方にお越しいただき、話し合いを行いました。来られた方も、学校の先生以外に企業、

NPO、行政の方など多様な方が多く、年代も20代～60代まで幅広く参加されました。他の問いと比較して

も答えが見えにくいからという理由から来られた方もおり、難しい問いに終始集中し、楽しみながら臨んで

らっしゃいました。 

「大人の学び」とは何か？今後学びはどうなっていくのか 

 自己紹介と選んだ理由を共有したあとは、３つのグループに分かれ「大人の学びとは何か？」ということ

について話し合ってもらいました。子どもたちにとっての学びといえば、学校で教科を学習すること、人間

関係や社会のルールを学ぶこと等と容易に想像できます。では、大人にとっての学びとはどのようなもので

しょうか。習い事や資格取得だけを学びといっても良いのでしょうか。変化の激しいこれからの社会におい

ては、その都度学ばなければならない「一生涯学習社会」となるなかで、これから我々は何を学びとして捉

え、学んでいけばよいのでしょうか。このように広義な捉え方から、参加者の皆さんと大人の学びの在り方

について探求を行いました。 

話題提供者：山本一輝 

ファシリテーター：渡邉彩、山本一輝 
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多様な形で自分の存在を見つめ直し、生きる糧となる自由な学びへ 

それぞれの背景を持つ参加者の方から、大人の学びの概念とこれからの在り方について活発な意見交換がなされ

ました。全員で現状認識と目線をそろえるため、途中で中間シェアの時間を設けました。 

そこで上がってきた意見は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

「人間として成長するために大人は学ぶのではないか」「大人の学びとは、知識ではなく生きるための知恵を身

に着けるもの」「子どもは自ら学ぶものを選べないが、大人は何を学ぶのも学び方も自由」「人との交流から自分

の軸を見つけ、他者の価値観を取り入れ視野を広げるためのもの」などの意見が出てきました。これらから言える

ことは、大人の学びとは、決まった形はなく、何を学ぶのかも個々の自由ではあるものの、交流を通じて自分自身

の存在を確認したり、新しい価値観や世界を取り入れたりし、人生をより豊かにするためのものと捉えることがで

きるといえます。 

「訪れてほしい未来の姿」をみんなで想像し表現する 

中間シェアで方向性を皆さんで共有したあと、参加者の皆さんには未来

思考から臨むプロトタイピングに挑戦してもらいました。今後大人の学

び、もしくはそれを学ぶための場がどうなってほしいか「ありたい姿」を

想像してもらい、その実現に向けてバックキャスティング（描いた未来に

向けた一歩）の視点から今からできるアイディアを考え形にしました。単

なる発表ではなく、図や絵、造形物や演劇など表現活動による共有方法に

戸惑っていましたが、時間いっぱいを使って形にしていただきました。 

＜プロトタイピングの成果＞ 

１．学女産連携（SWC）ネットワークの

立ち上げ 

女性や学生の活躍が中心となる社会に向け

て、学生・女性の活動を企業が援助する仕

組み。次のみらせんが発生するような場を

生み出します。 

２．デジタルとアナログのハイブリット

社会で、プロジェクトへ参加 

各地の色んな取り組みを行っている人た

ちをSNSで検索・発信し、興味のある人

が手軽に参加していく。ネットによりリ

アルのつながりやすさの敷居を下げよう

というものです。 

３．AIが友達になる!?社会 

これから先、ますますAIが発展していけば

将来的には友達もAIで済むようになるかも

しれない！？自分の好みや希望を入力し

て、自分にぴったりのAIが導かれるような

システムがあるかも？そんなアイディアが

出てきました。 
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グループテーマレポート vol.３ 

子どもたちに出会わせたい本気の大人って？~人との出会いから未来への轍を創る~ 

 自分の将来や生き方を考えるきっかけづくりには、様々な方法があると思います。今回はその中でも、人と

の出会いに着目しました。どのような人との出会いが、子どもたちに変化をもたらすのでしょうか。子どもた

ちに出会わせたい本気の大人像と、心に響く場づくりについて、本気で話し合いました。 

未来を生きる子どもたち・これからを担う若者に、どんな人になってほしい？ 

「なぜ、このチームのテーマを選んだのか」を発表してもらい、化学反応が起こりそうな人同士でグループを

つくりました。まずは、子どもへの願いを共有しました。 

・自分の可能性をあきらめず、前向きなひと ・自分で考えるひと   

・人の生き方に関心を持っているひと   ・枠や形式にハマらず、自分らしさをしっかり持って生きるひと 

など、「主体的」で「積極的」な姿が描かれている印象でした。この願いの背景には、今の自分に足りていな

いことや、現在の子どもたちに足りないと感じていることなどがあるようです。 

心の中に住む「本気の大人」ってどんなひとだろう？ 

 続いて、問いのオーナーの丸田塁さん、高澤樹さんから、心の中に住んでいる「本気の大人」との出会いを

きっかけに変わった自分を、紙芝居を使って自己開示してもらいました。お二人の話を聴いた後は、みなさんの

本気の大人との出会いも話してもらいながら、「本気の大人像」をありありと描きました。 

・自分らしさを持っている。 

・何かに対して一生懸命である 

・職業は関係ない。 

・信念を持っている。 

・今を楽しんでいる。 

・ブレない自分を持っている。でも、柔軟。 

・次の世代に向けて生きている。 

話題提供者：金洋輔、高澤樹（ライフサポーターズ）、丸田塁氏（新潟大学2年） 

ファシリテーター：金洋輔、松尾雅美 
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など、があがりました。あるグループでは、「自分らしく一生懸命に生きていて、それを魅せることができる

ひと」とまとめられており、自分のよさを自分で発信できることも大事なのだと思いました。ほかにも、学校

教育で用意されている出会いの場は「職業」が先行していることや、このような大人との出会いは、学校現場

では実現できないのではないかといった課題が共有され、議論が展開されていました  

心に響く出会いの場は、こうつくる！ 

 本気の大人が心の中に住むまでのプロセスを、「興味をもつ」「知る」「出会う」「心の中に住む」の4つ

のステップにわけました。それぞれのステップにおいて、場の在り方として大切なことをまとめました。 

「興味をもつ」は、不安や不満、疑問から始まるのではないでしょうか。その興味のアンテナをはりめぐらせ

ている状態の子どもと、本気の大人をつなげてあげる段階が「知る」です。子どもがその大人を知り、出会い

に必然性を持たせた状態で出会わせることが大切です。 

 「出会う」場は、職場体験や職業講話などの学校のカリキュラムの中にも有効に活用できそうな授業があり

ますが、地域行事や習い事など学校以外の活動についても多く話されていました。というのも、学校は閉ざさ

れた空間という認識が強く、地域にいる本気の大人に出会わせることができないのではないかという声が聞か

れました。地域と学校をつなげる拠点やコーディネーターの重要性を感じました。 

 「心の中に住む」段階まで持って行くには、そのひとの「職業」ではなく、そのひとがどんな「人」である

かを伝える場やしかけが大切でしょう。また、その人を多面的に見るためにも、一度きりの関わりではなく、

継続的な交流が大切だという意見もありました。  

人との出会いから未来への轍を創ろう 

子どもの未来への轍をつくるのは、教師だけではありません。コーディネーターとしての教師の力と一生懸

命に生きている本気の大人とのコラボレーションによって、子どもの心が揺さぶられ、轍が創られていくのだ

と思います。 

「自分も子どもに魅せられる本気の大人になりたい」と語る新

入社員の男性がいました。 

人との出会いが子どもたちの将来や生き方を考えるきっかけに

なると当時に、その人もまた、自分を見つめ直すことができると

いう新たな可能性を教えてくれた気がしています。 

子どもも大人も豊かな気持ちに変われる、そんな場づくりを目指

していきましょう。  

＜プロトタイピングの成果＞ 
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グループテーマレポート vol.4 

子どもの遊びを豊かにするには？ 

情報化が進む現代社会、教育現場にもICTによる新しい教育が開かれようとしています。そのような社会を

生きる子どもたちの遊びはどのように変化していくのでしょうか。教育・行政・企業などの方に加えて高校生

まで、幅広い年齢・職業の皆さんが集まってくださいました。 

「子どもの遊び」の現状から、共通認識を設定する 

参加者の皆さんは「外遊びが少ない」「携帯を見たり、ゲームをしている時間の増加」「大人も待つこ

と、見守ることができていない」などの現状に対する印象を共有したあと、3つのグループに分かれて話し合

いをスタートしました。各グループごとに「いまの子どもに足りな

い、豊かな遊び」はどのように実現することができるのか、意見を

出し合っていただきました。遊びの定義から考え始めるグループ、

ゲームやネットを用いた遊びの是非について話し合うグループな

ど、「遊びとは？」「豊かさとは？」とそもそもに立ち返りながら

グループの中の共通認識を形成していきました。 

問題を具体化し、理想論に終わらない解決策を練る 

「自然の中で、自由に遊べる場をつくる」「これからの社会、パソコンや携帯、ゲームで情報機器につい

て学ぶことも必要」「子どもたちが自由に遊べる時間を確保する」など、参加者の皆さんは多様な切り口か

ら様々なアイデアを発散し、「学びがあってこその遊びだ」「生産的なゲームであれば子どもにとって良い

ものなのでは」といったような、多種多様な人が集まったからこその活発な議論が生まれました。その中か

ら各グループが「子どもが自分で選択すること」「心を豊かにする遊び」「子どもの遊びに対する周りの大

人の関わり方」といったところに重点を置いて、現状の課題から理想の子どもの姿や子どもの周りの環境を

思い描き、地に足のついた解決策を模索していきます。 

話題提供者：大竹健太、井部真由美氏（新潟中央おや子劇場） 

ファシリテーター：上山晃平、大竹健太 
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子どもたちが「豊かな遊び」を生産できる場とは 

 プロトタイピングの準備に入り、グループごとに子どもにとって理想的な

遊びの環境や大人の対応について考えました。各グループの提起する問題に

対する解決策として、劇や遊び場の地図を作って発表しました。 

発表の内容は以下の通りです。  

 

1. 子どもがたくさんの経験を積めるプレーパーク 

 色々な人が自由に出入りできて、池で釣りができたり、たき火や肝試しができたり、老若男女問わず様々な

人がお話をして関わることのできる小屋があったりと、子どもにとって刺激がいっぱいなプレーパークを作る

ことで、大人からの規制でいっぱいの今の子どもたちもより多くの経験を積み、多くの人と関わり、心が豊か

になっていきます。 

 

2．地域の大人が見守り、子ども達が異年齢で遊ぶ 

 地域の公民館や学校、公園などに、大人も子どもも一緒に集まり、みんなで１つの遊びを楽しみます。大人

が遊びの材料や内容をいくつか用意し、その中から子ども達が何にするかを決め、地域の仲間という安心感の

中で、子ども達は意見や思いをぶつけ合ったり、互いを認め合いながら成長していきます。大人は"私の子ども

達"という視点を持って関わりながら、更に見守る大人を増やしていきます。 

 

3.「子どもたちがすべて決める」時間を 

 友達と遊ぶとなっても、今の子どもたちは習い事があった

り、公園で遊べなかったりと様々な制限をかけられます。そ

こで、国が曜日を指定し「子どもたちですべてを決め、遊び

に使う」時間を設け、子どもたちの主体性が発揮される遊び

の時間を確保します。保護者や学校・地域は協働し、最低限

の安全管理はしつつ見守ることに徹します。 

＜プロトタイピングの成果＞ 
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グループテーマレポート vol.5 

2030年新潟発！子どもも先生もワクワク学ぶみらいの学校の姿とは？ 

話題提供者：長嶋茂氏（新潟市立東石山中学校 地域連携担当教員）、 

        海津裕子氏（新潟市立東石山中学校 地域教育コーディネーター） 

        川田壮一氏、松本光平氏（阿賀町公営塾 黎明学舎 地域おこし協力隊） 

ファシリテーター:山本寛、本間莉恵 

 時代の変化とともに、学びのあり方も変われば、学びを支える先生や家庭、地域

も変わっていく事が求められます。変化も受け入れながら、子どもも先生もワクワ

クと学ぶ「みらいの学校」はどうあったらいいでしょうか？小中高の教員や企業、

地域づくりに携わる方まで、多様な意見をもった13名で対話をとおしてテーマを

掘り下げていきました。 

「地域と学校の未来を共に考える“未来づくり委員会”」-東石山中学校の取組 

「阿賀町公営塾で高校生の学びをサポート」-阿賀町での取組 

 東石山中学校「未来づくり委員会」は、「生徒と育成協など地域住民の両者でもっと語ろう！との声から発

展、実現した委員会です。今年は「どんな地域貢献活動に取り組むか」をテーマに、生徒、地域住民、教員が集

まって開催しました。委員会では、「茶道部、合唱部、吹奏楽部が老人会に出向き交流したい」「育成協のたよ

りに中学生の活動を掲載してほしい」などの具体的な意見がでました。「一緒に

地域と学校の未来について考える第一歩となった」と地域の方の声もありまし

た。今後は学校を核とした地域の創生、人材育成、まちづくり拠点となれる会に

育ってほしいというのが長嶋先生、地域教育コーディネーター海津さんの願いで

す。 

 「阿賀町公営塾 黎明学舎」は、新潟初の公営塾です。都市部と比べて塾など

学習環境が限られていることを背景に、高校生の受験対策学習やキャリア教育などのサポートをしています。

「今まで家庭学習時間が0時間だった生徒も、部活終わりに毎日通って平均80分の自主学習を続けるなど、学習環

境を整えることで、自分の目標に向かって歩みだせる生徒が出てきました」と話すのは、地域おこし協力隊の川

田さんと松本さん。開校から2か月余りですが成果が着々と現れています。 

「私が実現したい2030年ワクワクな学校の姿」 

 参加者それぞれに、自己紹介を兼ねて「所属・氏名・私が実現したい2030年ワクワクな学校の姿」を書き出

してもらい、交流しました。その後、ワクワクな学校の姿のイメージが近い人同士で4～5名、4グループをつ

くり、「①あったらいいなこんなこと・もの・ひと」「②そういえば活かせそうなこんなこと・もの・ひと」

をポストイットに書き出し共有をしました。 

＜2030年ワクワクな学校の姿＞ 

・地域の方と一緒に学び合う学校 

・先生にゆとりがあって、子どもと笑っている学校 

・いろんなことを子どもが決定したり選んだりできる学校 

  

＜あったらいいな/そういえば活かせそう＞ 

・教育予算や人的配置 

・コーディネーターやプロデューサー 

・空き教室の活用 
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「2030年新潟の学校のわくわくな姿実現プランをプロトタイプしよう！」 

 ポストイットで書き出した意見をもとに、「2030年 新潟の学校のわくわくな姿 実現プランをプロトタ

イプしよう！」というテーマで、各グループで「えんたくん」を囲み、意見を可視化しながらイメージを共有

していきました。後半は小道具などを手に取りながら、実現したイメージを膨らませ、寸劇をつくっていきま

した。 

 ＜プロトタイピング の成果＞ 

 

 ・大人も子どもも放課後いきいきスクール 

 ・大人も子どもも集えるスペースのある学校 

 ・なんもない学校（生徒が主体で自由と責任があり、１から先生・地域とつくる学校） 

 ・総合的学習の時間の構想に学校・地域・企業が参画 (フューチャーコミュニティスクール） 

地域とつながる共につくる「みらいの学校」づくり 

プロトタイピングで出てきたアイディアには、「子どもと大人」「地域とつくる」などのキーワードがたく

さん出てきていました。また、「学校と地域が一緒に１から作り上げる」というイメージが強く表れていたよ

うに思います。学校だけで教育が完結するものではなく、教育カリキュラムとして地域と連動し、共に地域の

課題解決に取り組んだり、日常的に地域のお年寄りと子どもたちが心を通わせ、成長を見守る姿が浮かび上が

りました。2030年「地域とつながり、ワクワクをともにつくる、みらいの学校」を、この新潟で実現し、全

国に発信できればと思います。 
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アンケート結果 

１．本日の満足度を教えてください 

（５段階） 

２．プログラムで良かったと思うものに○をつけて 

  ください（複数回答可） 

３．みらせんで得られた気づきや出会いは、今後のご自身の生活やお仕事に活かせそうですか。  

アンケート回収数：５８件 

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） 

・みんなが好意的に受けとめ、批判しないこと 

・アイスブレイクのルールについて。カードを 

 交換する発想がなかった。いかに固定概念に 

 縛られているか実感しました。 

・全体の雰囲気。とても和やかで楽しく、真剣 

 に参加できました。 

・「まず、やってみる」 

・寸劇はおもしろい（やっているほうは） 

・違う世代、職業の人と話すこと、聴くことは 

 発見がある 

・ファシテーターの能力の高さ 

・単なる口頭発表にしないで、多様な発表にし 

 て共有すること 

・ワークショップのスタイルがわくわくでよ 

 かったです。 

・未来の学校のプロトタイプが印象に残り、 

 実現できればいいと思った 

・本気の大人って意外と考えたことがないなあ 

 と気づきました 

・がんばっている若者たち 

・みんな同じことを考えていて、嬉しかった 

・自分がどうしたいかが描けるかどうかが大切 

・アクティブラーニングの有効性 

・考える時間がたくさんあり、とてもよかっ 

 た。まだもやもやしてます 

 

・多様な連携はもちろんすばらしい。その中で 

 も誰がイニシアティブをとればいいのかを変 

 化させるのもおもしろい 

・高校生に出会ったこと 

・11名のスタッフの活躍に感動しました。 

・阿賀黎明の塾の話 
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ふりかえりとまとめ 

・学校を含む、社会そのものの未来 

・地域の方々からの期待する学校教育 

・子どもや若者たちが生きる力を身に付けるために学校 

 も地域も企業も市民団体も何をすべきか 

・総合的な学習の時間のリニューアル 

・女性の活躍推進 

・家庭教育 

・大人の学び 

・未来の学校 

・アクティブラーニング 

・子どもが学校を卒業した後の気合の入った親のパワー 

 を活用したい 

・未来の教育 

・お金をどう稼ぐか 

・子どもの考える力 

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お書きください （一部抜粋） 

みらせん参加者の「学び」、そして「未来の学びのモデル」を考えてもらいました。 

・新潟市では、PTA-地域教育コーディネーターｰコミ協のつな 

 がりが大事だと思います。ツールはあるので、つながりが 

 大事だと思います。 

・みんなで一堂に会し、目指すべき姿を語り合って共有す 

 る。そこから教育課程が始まる。 

・いろいろなひとが日常的に（当たり前のように）学校に来 

 て、学び合っている。 

・地域の大人たちや職場に対して学校に開かれ、子どもたち 

 がまさに地域の中で学ぶ機会が保障されている。 

・未来志向。変化に柔軟に。もっとよくなる。もっとよくで 

 きる。 

・子どもがのびのび生きる、心の豊かさを培う教育。 

・それぞれのやりたいこと、できることが明らかになり、 

 自己開示できること。挑戦しやすい社会 

・構想力と編集力で、変化しステップを踏む人生。 

・おとなもこどもも近く（歩いていけるところ）に学びの場 

 があること。 

私が考える「未来の学びのモデル」（一部抜粋） 

・様々な立場の方と話をすることが、自分の考えを広げたり 

 深めたりすることに役立つことがわかった。 

・子どもを魅せる本気の大人になろうと思いました。 

・「本気で聴く」+「本気で話す」場＝「聴いてもらえる環 

 境」 

・未来を考え、現在できることを考えることで、枠にとらわ 

 れない発想ができた。 

・未来は捨てたもんじゃない。明るい未来を伝えたい。ＡＩ 

 に負けるな！ 

・何があったらアクションにつながるのかな。想いはたくさ 

 んあるのに。 

・今日初めて出会った人とも、テーマを通して共に考える時 

 間が持てた。 

・教員以外にも教育に関わったり関心を持ったりしているひ 

 とがこんなにもたくさんいるのだということがわかり、嬉 

 しく、心強く感じた。 

・すぐにかたちにならなくていい。今日が出発点。 

・常に楽しさを求めて。困難も笑顔で乗り越えろ！！ 

今日の私の「学び」（一部抜粋） 
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最後に 

未来の学びのモデルをつくる５つの小テーマ 

 今回のみらせんでは、テーマを「新潟発 子ども-大人-地域でつくる、未来の学びのモデルは？」と

し、このテーマに迫るために、５つの小テーマを設定しました。実行委員と対話を通して決め、練り上

げた５つのテーマは、これからの社会に開かれた学びをつくる上で、学びの循環を生み出す大事なキー

ワードであることに気づきました。 

 まずは、幼少期の「豊かな遊び」です。パソコンやゲームだけでなく、人と関わりながら豊かに遊ん

だ経験が、その後の学ぶ意欲や原動力へとつながります。遊びが学びの礎をつくることを再確認しまし

た。 

 そして、次期学習指導要領に位置づけられる社会に開かれた教育過程を実現していくために、「未来

の学校」はさらに地域の大人が関わるものへとなります。教員だけが児童・生徒に指導するのではな

く、多様な他者が関わり合いながら、児童・生徒が育ち合う学校へと進化していきます。その時に出会

う大人は、「本気の大人」であれば、「こんな大人になりたい」「⚪⚪⚪⚪さんのように」と子どもた

ちが活動する上での動機や目標になります。 

 また、より複雑さを増す社会において、「大人の学び」の意義はますます高まってきます。大人が職

場や家庭以外の場で他者とつながり、学び続けることが、次の仕事をつくる活力になります。その学び

を地域や学校へと還元する循環がつくれれば、子どもたちに生きる喜び、働く面白さを伝えていくこと

にもつながります。 

 大人の「学び」が子どもの「学び」につながり、子どもの喜びや成長が大人の喜びにもなっていきま

す。また、子どもや地域のために汗を流す大人をみて、子どもたちはいつか地域や社会に役立つ人にな

りたいと願うようになるなど、「学び」の循環が生み出されることで、自然と「地域の担い手」が育っ

ていくのではないでしょうか。 

 以上のように、みらせんを通して、５つの小テーマがつながり、「新潟発 子ども-大人-地域でつく

る、未来の学びのモデル」をつくる上では、この小テーマをそれぞれ探究していくことが近道であるこ

とに気づきました。 
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多様な他者と未来思考で対話する中で改革は生まれる 

 複雑さが増す社会の中では、従来とは違うやり方が求められます。既存のやり方や固定化した組織のあ

り方では、これからの社会を生き抜いていく際に、行き詰まりを感じるかもしれません。とくに学校教育

において、次期学習指導要領の中核になる「社会に開かれた教育過程」を実現していくには、従来の考え

方ややり方を変えていくことが求められています。しかし、従来の問題解決の方法である、課題から物事

考えていくギャップアプローチでは、新たな突破口や改革の糸口を見つけ、それを持続させながら、教育

改革を進めていくのは困難ではないでしょうか。 

 今回のみらせんでは、多様な他者が集まり、未来思考（ポジティブアプローチ）で対話をする中で、新

たな発想や協働の可能性を見出すことできました。 

 不確実な未来を迎える今だからこそ、現状や課題から考えるのではなく「未来思考」で、組織の構成員

だけではなく「多様な他者」とともに、トップダウンではなく、当事者全員による「対話（ファシリテー

ション）」手法を用いながら、わくわくと話すことから何かが動き出すことを確信しました。 

 不確実なことがあったとしても、まずは動き出していくこと、今回のみらせんでは、それを「プロトタ

イプ」と位置づけました。計画を作り込みすぎず、まずは試しにやってみて、動きながら考え、計画を柔

軟に軌道修正していきます。このかたまりきらない不確実な状態を楽しんでいくことも必要ではないで

しょうか。イメージした通りにいかないときこそ、乗り越える力や学び続ける力が育つなど成長すること

にもつながります。 

 みらせんに参加した方から早速、「自校の研修会で、みらせんのミニバージョンをやりたい」「来年

度、地域教育コーディネーターも交えて、みらせんのようなイベントをやりたい」というご依頼をいただ

きました。このチャレンジが各地で実践されれば、新潟の子どもたちの学び、教育のこれからはきっと変

わる、そんな実感を持つことができました。 

 今後、みらせんは、隔年で実施する予定です。みらせんでできたネットワークを丁寧に紡ぎながら、

「多様な他者」×「未来思考」×「対話（ファシリテーション）」の価値を広く伝え、社会に開かれた学び

づくりを推進していきます。 
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