コミュニティへのご参加は2通り
1. コミュニティメンバー

2021年度

期間：2021年9⽉-2022年4⽉

毎⽉開催される講座や相談タイム・コミュニティタイムにご参加いただけます
切磋琢磨できる仲間やメンバーができ、
ご⾃⾝のプロジェクトの実現が近づきます。

毎⽉

2,000円

コミュニティメンバーの特徴

先着
30名※

1. 毎⽉開催される講座に参加できます (終了後、動画で配信)
2. プラットフォームで情報共有・意⾒交換ができます
3. 三⼈⼀組のホームチームをつくります
少⼈数のなんでも相談できる関係性をベースにします。

※県内15名、県外15名
を予定しております。

4. 毎⽉の講座後に｢相談タイム (21:30-22:30)｣を設定します
モヤモヤや疑問を分かち合えます。※任意参加

探究学習

第2期

メンバー
募集

ラーニングコミュニティ
第2期テーマ

探究学習で何が変わるのか？
｢探究学習ラーニングコミュニティ｣は、学校や地域で探究学習を進めたい⽅々がオンライン上

5. 講座2回ごとに｢コミュニティタイム｣を設けます (詳細については追って連絡いたします)
⾃由参加なので、コミュニティメンバー主体で、持ち寄り企画や相談会、勉強会などを実施できます。
6. みらいずworksの内部研修を無料で受講できます
コミュニティ・スクール基本理解、ファシリテーション・グラフィック基本演習などに参加できます。

で集い、⾃⾝の問いを持ち寄り、探究しながら学び合う場です。
全国で活躍するゲストによる講義だけではなく、各⾃が推進したいプロジェクトや問いについ
て互いに相談したり、アドバイスをもらったりしながら、探究学習に関する理解を深め、現場
での実践に結び付けていきます。そのプロセスの中で、他校や地域に、探究学習を推進する仲
間(学び続けるネットワーク)ができることを⽬指しています。

2. 情報メンバー

期間：2021年9⽉-2022年4⽉

毎⽉配信される講座の動画をご視聴いただけます

毎⽉

1,000円

探究学習の最前線の情報を学ぶことで、
ご⾃⾝のプロジェクトの推進に役⽴ちます。

情報メンバー

限定
100名

情報メンバーの特徴
1. 毎⽉開催される講座 (ゲスト講義) を動画で視聴できます
2. 毎⽉の探究学習や教育改⾰に関する最新情報を受信できます

このコミュニティを受けた後の姿
・｢なぜ、探究学習をするのか？｣｢探究学習で何が変わるのか？｣
という探究学習に対するそもそもの問いに対する納得解が得られます。
・学校外に、探究学習について相談し、学び合える仲間ができます。
・全国のゲストはもちろん、さまざまな⽴場の⼈と出会い対話を重ねることで、
⾃分の視野や教育観が広がります。

こんな⽅におすすめです

お申し込み

・｢総合的な学習・探究の時間｣を核に教育活動を推進したい中学校、⾼校の教員・管理職
・中⾼⽣のプロジェクト活動を応援したい、受け⽫をつくりたい地域コーディネーターやNPO、⾏政関係者
・中⾼⽣が地域の担い⼿となることを期待していたり、⾃分たちの切実な課題に対する新しいアイデアがほしい地域や企業・⾏政関係者

お申し込みは右のQRコードを読み取って、必要事項をご⼊⼒ください
お申し込み特典
以下のいずれかに該当する⽅には｢NIIGATA探究⽩書｣をプレゼント！
お申し込み時にご回答ください。

これからの学びの⽣態系づくりをテーマに、オンラインクロストーク

探究学習ラーニングコミュニティキックオフイベント

7/9 (⾦) までにお申し込みいただいた⽅
第⼀期から引き続きご参加された⽅
お知り合いからご紹介された⽅／ご紹介した⽅

お申し込み期限
8/29(⽇) 23:59厳守

(みらいずworks 10周年記念イベント同時開催)

NPO法⼈場とつながりラボ
homeʼs vi 代表理事
／東京⼯業⼤学 特任准教授

お問い合わせ

嘉村 賢州 ⽒

運営:

特定⾮営利活動法⼈みらいずworks
〒950-2044 新潟県新潟市⻄区坂井砂⼭2-18-2
TEL&FAX 025-211-8383
EMAIL info@miraisworks.jp

オンライン同時開催
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⽇時: 2021/8/22(⽇) 13:30-16:00
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軽井沢⾵越学園副校⻑

寺中 祥吾 ⽒

場所: 新潟ユニゾンプラザ ⼤研修室

今年度の講座の内容は中⾯をご覧ください

探究学習 ラーニングコミュニティ 講座内容

1

ゴール設定と
コミュニティの関係性づくり
2021/9/3(⾦) 19:30-21:30

コーディネーター
みらいずworks 代表理事

2

育てたい
ロールモデルの⾒える化
2021/9/24(⾦) 19:30-21:30

メイン・ファシリテーター
みらいずworks 学びクリエイター

3

4

モチベーションの
デザイン

探究学習を進路実現に
つなげるポイント

2021/10/22(⾦) 19:30-21:30

東北芸術⼯科⼤学
コミュニティデザイン学科 准教授

2021/11/19(⾦) 19:30-21:30

宮崎県⽴飯野⾼等学校 指導教諭／
⼀般社団法⼈えびのびと 代表理事

⼩⾒ まいこ ⽒

⾓野 仁美 ⽒

岡崎 エミ ⽒

梅北 瑞輝 ⽒

若者の離職やニート・フリーター等の社会問題に問題
意識を持ち、2012年に⼦どもと社会を繋ぎ、⾃分ら
しい⽣き⽅の⽀援をするキャリア教育に⽬覚め、｢み
らいずworks｣を設⽴する。｢認定キャリア教育コー
ディネーター｣・⽂部科学省｢CSマイスター｣取得。

地域で探究しながら活躍するゲスト3名が登壇予定
1994年⽣まれ、岐⾩県可児市出⾝。中学⽣と地元企
業を繋ぐ｢課題解決型職場体験｣のコーディネート
や、県内⾼校と地域との協働体制確⽴、「総合的な
探究の時間」カリキュラム開発の⽀援を担当する。

1973年横浜⽣まれ。2009年1⽉よりコミュニティデ
ザイン事務所studio-Lに参画、まちづくり⽀援の世
界に⼊ると同時に栃⽊県茂⽊町に移住。海⼠町総合
振興計画の別冊をはじめ、群⾺県富岡市、新潟県燕
市などの住⺠参加型のまちづくりに関わる。

2014年度より地域での探究をはじめとする⾼校魅⼒化を推
進。全校レベルの発表会での⼊賞者や難関⼤の合格者が出
るなど学校全体が変わる様々な取り組みを実践。また、地
域⼈材や資源を活かした⼈づくりを推進しようと⼀般社団
法⼈を設⽴、代表理事を務める。

#実社会で活躍しているプレイヤーと出会う
#リアルな探究トーク
#越境する学び

#学⽣のやる気を⾼め続ける仕掛け
#⼭形県⽴⼩国⾼校の探究学習躍進の裏舞台
#デザイン思考

#やらされ探究を脱却するカリキュラムづくり
#進路選択・実現へと導く仕掛けと伴⾛
#プロデュース視点

#メンタルモデル（学びに関する固定観念）に気づく
#あなたにとっての探究とは
#学び合う仲間と信頼関係づくり

コミュニティタイム

5

⽣徒のモチベーションを
⾼めるコーチングの⽅法
2021/12/3(⾦) 19:30-21:30

みらいずworks 学びクリエイター／
Inquiry合同会社 CEO

2021/10/6(⽔) 19:30-21:00

6

幼⼩中混在校の⼦どもが
⾃らデザインする探究学習
2022/1/7(⾦) 19:30-21:30

軽井沢⾵越学園
探究の学びに関わるスタッフ

コミュニティタイム

7

2022/2/18(⾦) 19:30-21:30

新潟県⽴新潟南⾼等学校 教諭／
新潟マイプロジェクト☆LABO実⾏委員⻑

宮崎 芳史 ⽒

関⼝ 祐太

リクルートにて東北地⽅の教育機関の広報や組織活
性の⽀援、⾼校の進路講演等を担当。新潟へUターン
後、 Idea partnersを創業、2021年にInquiry合同会社
を設⽴。教育・⼈財育成・組織開発のプロジェクト
を⼿掛け、NPO⽀援にも携わる。

幼少中にまたがる12年間の混在校。年少から育んだ探
究の芽をもとに、スタッフがつくるテーマやアウト
プットから出発する｢テーマプロジェクト｣と、⼀⼈ひ
とりの｢したい｣から出発するプロジェクトを通して、
探究の学びを実現しようと試⾏錯誤の途上にある。

1982年岐⾩県⾶騨市⽣まれ。2016年から地元⾼校の
キャリア教育コーディネーターに。全国の教育現場
に貢献することを考え、2019年から株式会社Edoを
創業。各地の教育⽀援に携わるようになる。

#コーチングスキルの習得
#成⻑発達につながるコーチング理論
#⼦どもたちができるピアコーチング

#⼦どもたちの｢したい｣から始まるプロジェクト
#⼦どもたちをつくり⼿に育てるストーリー
#多様性を認め合う⺠主的な⽂化づくり

全体コーディネーター
みらいずworks 代表理事

⼩⾒ まいこ
全体コーチ

みらいずworks 学びクリエイター／
Inquiry合同会社 CEO

⼭本 ⼀輝

2022/3/18(⾦) 19:30-21:30

株式会社Edo 代表取締役

寺中 祥吾 ⽒ら

2022/1/19(⽔) 19:30-21:00

8

学びのふりかえりと
フィードバック

学校と地域の協働による
⼈が育つ⼟壌づくり

⼭本 ⼀輝 ⽒

コミュニティタイム

2021/12/1(⽔) 19:30-21:00

⽒

#保⼩中⾼をつなぎ、市全体で取り組む学園構想
#⼈が育つ⼟壌づくりに必要な考え⽅
#コミュニティ・スクール、地域学校協働活動

旅⾏会社で教育旅⾏の営業を経験し、2014年から新潟県
の⾼校教諭へ。キャリア教育・PBLへの挑戦を続け、前任
校の⽣徒が新潟県で初めて全国⾼校⽣マイプロジェクト
アワード全国Summit出場。学校の垣根を越えた学びのコ
ミュニティであるNIIGATA☆マイプロも主催している。

#⽬標設定と照らし合わせたふりかえり
#来年度の学びに向けたグループフィードバック
#⽣徒のメタ認知⼒を⾼めるポイント
コミュニティタイム

2022/3/30(⽔) 19:30-21:00

全体アドバイザー
⼤正⼤学 地域創⽣学部 教授

浦崎 太郎
平成元年度より岐⾩県で⾼校教師として勤め、⼈事交
流で中学校や博物館も経験。公私にわたる広範な現場
経験に基づき、⾼校と地域が協働する体制の確⽴に向
けた⽀援を全国各地で展開している。

参加⽅法とお申し込みは
次のページから！

