
第 1回 教育協働セミナー～キックオフ会～ 開催案内 

 

 みなさん、その後お元気でしょうか？気がつけば、「岳陽舎」も、今年度で４年目を迎えます。「琉球大学で社会教

育を学んだ若者集団・イノーベーション Next＋」と一緒に（実は支えられて？）ここまでやってきましたが、改めて

「教育協働研究所」としての装い（面目？）を具備すべく、今回、標記のようなセミナーを開催することになりまし

た。これにつきましては、私の教え子である兵庫教育大学の諏訪英広先生に、全面的な賛同・協力（「ZOOM

（https://zoom.us/）」）というWeb会議を使った：「Web参加方法」参照）を得て行うものです。まずは、私が提唱し

てきた「教育協働」について、参加者全員で自由に意見交換、話し合いの場をもちたいと思っています。是非、参加

をお待ちしています。 

 なお、「教育協働（研究所）」については、ホームページ上（http://www.gakuyou.jp/）に載せていますので、あら

かじめ、そちらにも目を通しておいていただければ幸いです。 

（文責：教育協働研究所～岳陽舎～ 代表：井上講四） 

 

 

１．期日：2019年４月20日（土）10：30～12：00 

 

２．テーマ：「教育協働」について語り合おう！ 

 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※方法・形態の都合上、事前の参加申し込みが必要ですので、４月 12日（金）17：00までに、下記のいずれかま

でご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度） 

（メール：gakuyou@outlook.ac.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合 

（メール：hidesuwa@hyogo-u.ac.jp／tel:080-5612-2751） 

 

４．主催：教育協働研究所～岳陽舎～＆イノーベーションNext＋ 

  共催（全面協力）：兵庫教育大学大学院 准教授 諏訪英広（https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/） 

 

５．会場：・（沖縄県）教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）な環境がある場所 

 

６．プログラム：ZOOMを活用したフリートーク 

 とにかく、「教育協働」について、参加者全員で、自由に話し合いたいと思っています 

 

７．参加費：無料 

※なお、当日 10：00から ZOOM(のミーティングルーム)を開室していますので、接続テストを兼ねた早めの入室も可

能です。それ以前の接続テスト希望者は、諏訪まで気軽にお尋ねください。 

 

Web参加方法 

・ZOOMは無料版でもかなりの利便性がありますが、今回は、諏訪のミーティングルーム（所属コース経費による有料版：学

外研究・学習における使用許可あり）を使用します。 

・以下のURLをクリックしていただけたらZOOMが自動的にダウンロードされ，PWを入力することで接続（参加）されます。 

https://zoom.us/j/5514372236?pwd=FAGXE9QN-0k PW: suwa11 

・https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に以下の情報を入れていただいても、諏訪のミーティングルームにつ

ながります。ID：551-437-2236 PW： suwa11 
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第２回 教育協働セミナー 開催案内 

 新しい時代「令和」も順調にスタートし、また、長かったＧＷも終わって、再び、それぞれの日常が始まっている

ことと思います！その後、我々も、忙しい？毎日を再開していますが（一人を除いて？）、とにかく、みなさん、お元

気でご活躍のことと思います！そんな中、早速ですが、第２回の「教育協働セミナー」（正式名称とします！）を、下

記の通り開催しますので、正式にご案内申し上げます。参加ご希望・可能な方は、よろしくお願い致します！ 

ちなみに、先月の第１回（キックオフ会）は、環境（システム・操作）に慣れない中、曲がりなりにも、沖縄、兵

庫、岩手、そして北海道と、計９名でのスタートとなりました！まだまだ、今後どうなっていくのかは、予想もつか

ないところもありますが、最初の成果、手応え？は、一応（十分？）あったようにも思えます！ 

今回は、初回（キックオフ）に引き続き、「教育協働」についてのフリートークを予定していますが、よくよく考え

てみると、その必要性と具体的な方向性（戦略？）は、すぐそこに見えているのではないでしょうか?!では、何が、

どのように？課題なのでしょうか？その辺のところを、少し具体的に（整理して？）議論出来ればと思っています。 

ＰＳ.なお、読むのはなかなか大変？かと思いますが、「教育協働研究所～岳陽舎～」のＨＰの、井上先生（堂本彰夫

さん？）の最近の「教育協働への道」の記事（論稿）を、事前に目を通していていただければ（通読or熟読？）幸

いです（http://www.gakuyou.jp/）！  

（井上＆イノーベーションNext＋より） 

１．期日：2019年５月26日（日）９：30～11：00 

 

２．テーマ：「教育協働」！実は、機は、既に？熟している?! 

 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※方法・形態の都合上、事前の参加申し込みが必要ですので、５月 12日（金）17：00までに、下記のいずれかま

でご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度） 

（メール：gakuyou@outlook.ac.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合 

（メール：hidesuwa@hyogo-u.ac.jp／tel:080-5612-2751） 

 

４．主催：教育協働研究所～岳陽舎～＆イノーベーションNext＋ 

  共催（全面協力）：兵庫教育大学大学院 准教授 諏訪英広（https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/） 

 

５．会場：・（沖縄県）教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）な環境がある場所 

 

６．プログラム：ZOOMを活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①前回、及びそれ以降の総括？（参加者の自己紹介等を含む） 

  ②ＨＰ上の論稿についてのＱ＆Ａ 

  ③他の事例等の紹介、Ｑ＆Ａ 

  ④ミニ総括？ 

  ⑤次回について 

７．参加費：無料 

※なお、当日９：00？からZOOM(のミーティングルーム)を開室していますので、接続テストを兼ねた早めの入室も可

能です。それ以前の接続テスト希望者は、諏訪先生まで、お気軽にお尋ね下さい。 

Web参加方法 

・ZOOMは無料版でもかなりの利便性がありますが、今回も、諏訪先生のミーティングルーム（所属コース経費による有料

版：学外研究・学習における使用許可あり）を使用します。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

https://zoom.us/j/5514372236?pwd=FAGXE9QN-0k PW: suwa11 

・https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に以下の情報を入れていただいても、諏訪先生のミーティングルー

ムにつながります。ID：551-437-2236 PW： suwa11 
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第３回 教育協働セミナー 開催案内 

 みなさん、その後お元気でしょうか?!現在、梅雨真っ盛りの沖縄ですが、たまに、その中休みということでしょう

か、晴れる日もあり、その時は、あの太陽が愛おしく思われたりもします！本土の方も、梅雨に入り、本格的な雨の

シーズンとなっているようですが、願うのは、やはりほどほどの降雨ということでしょうか?!ということで、第３回

の「教育協働セミナー」を、下記の通り開催しますので、参加可能な方は、よろしくお願い致します！ 

今回は、一応前回を引き継ぐ形で、「教育協働」についての、さらなるフリートークを予定していますが、その必要

性は、かなり実感されつつあるのではないでしょうか?!前回参加者のＴさんではありませんが、そこで是非とも一緒

に考えていきたい「社会に開かれた教育課程」との関係、あるいは、そこで重要な戦略となる「カリキュラムマネジ

メント」の具体的なあり方について、自由な意見交換出来ればと思っています。 

ちなみに、先月（26日）の第２回目は、環境（システム・操作）にも慣れ、かなりスムーズなやり取りが出来たよ

うに思います。参加ネット（者）は、沖縄（４人？）、兵庫、岩手、北海道、大阪と、計５か所（８人？）となり、こ

のシステムの利点が、広がっているようにも思います！論議の焦点が、進行側の未熟さ？もあり、まだまだ定まらな

いところもありますが、そこはそこ、お互いの熱意と努力で、補い合っていければと、改めて思っています！ 

ＰＳ.なお、今回も、読むのはなかなか大変？かと思いますが、「教育協働研究所～岳陽舎～」のＨＰの、井上先生（堂

本彰夫さん？）の最近の「教育協働への道」の記事、特に 37 を、事前に目を通していていただければ幸いです！

（http://www.gakuyou.jp/）  

（井上＆イノーベーションNext＋） 

１．期日：2019年６月29日（土）９：30～11：00 

 

２．テーマ：「教育協働」と「社会に開かれた教育課程」、その関係はいかに?! 

 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※方法・形態の都合上、事前の参加申し込みが必要ですので、６月 21日（金）17：00までに、下記のいずれかま

でご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度） 

（メール：gakuyou@outlook.ac.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合 

（メール：hidesuwa@hyogo-u.ac.jp／tel:080-5612-2751） 

４．主催：教育協働研究所～岳陽舎～＆イノーベーションNext＋ 

  共催（全面協力）：兵庫教育大学大学院 准教授 諏訪英広（https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/） 

 

５．会場：・（沖縄県）教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）な環境がある場所 

６．プログラム：ZOOMを活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①前回、及びそれ以降の総括？（参加者の自己紹介等を含む） 

  ②「岳陽舎」ＨＰ上の論稿についてのＱ＆Ａ（特に、記事37） 

  ③他の事例等の紹介、Ｑ＆Ａ（Ｔさんから？） 

  ④ミニ総括？ 

  ⑤次回について 

７．参加費：無料 

※なお、当日９：00？からZOOM(のミーティングルーム)を開室していますので、接続テストを兼ねた早めの入室も可

能です。それ以前の接続テスト希望者は、諏訪先生まで、お気軽にお尋ね下さい。 

Web参加方法 

・ZOOMは無料版でもかなりの利便性がありますが、今回も、諏訪先生のミーティングルーム（所属コース経費による有料

版：学外研究・学習における使用許可あり）を使用します。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

https://zoom.us/j/5514372236?pwd=FAGXE9QN-0k PW: suwa11 

・https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に以下の情報を入れていただいても、諏訪先生のミーティングルー

ムにつながります。ID：551-437-2236 PW： suwa11 
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第４回 教育協働セミナー 開催案内 

 みなさん、その後お元気でしょうか?!沖縄は、ようやく？待望の梅雨明けとなりましたが、本土の方では、今年も

また？豪雨・災害？の話もいくつかあるようで、自然の習わしと気まぐれ？には、何とも抗うことができず、ほとほ

と情けない気もしますが、向暑のみぎり、それぞれ元気に乗り切っていければと念じています！ 

そんな中、第４回の「教育協働セミナー」を、下記の通り開催しますので、多くの方がこぞって参加頂けますよう、

よろしくお願い致します！今回も、一応前回を引き継ぐ形で、「教育協働」についての、さらなるフリートークを予定

していますが、今回は特に、「社会に開かれた教育課程」との関係で重要な戦略となる「カリキュラムマネジメント」

の具体的なあり方について、自由な情報・意見交換が出来ればと思っています。 

なお、先月（28日）の第３回目は、「『教育協働』と『社会に開かれた教育課程』、その関係はいかに?!」と題して、

主として、大阪のＴさんの「実践報告（教育長奮闘記？）」と、岩手のＫさんからの「情報提供」（ＣＳ立ち上げに尽

力する「地区交流センター長」の活躍ぶり！）を下に、思い思いの情報・意見交換を行いました！参加ネット（者）

は、沖縄（３人）、兵庫、大阪、岩手、北海道と、計５か所（７人）でありましたが、さらなる広がりも、感触として

はあるように思います！相変わらず？、進行側の力不足？もあり、焦点がなかなか定まっていかないのですが、そこ

はそこ、今回も、お互いの熱意と寛大さ？で、補い合っていければと思います！ 

ＰＳ.なお、今回も、読むのはなかなか大変？かと思いますが、「教育協働研究所～岳陽舎～」のＨＰの、井上先生（堂

本彰夫さん？）の最近の「教育協働への道」の記事、特に 38 を、事前に目を通していていただければ幸いです！

（http://www.gakuyou.jp/）  

（井上＆イノーベーションNext＋） 

１．期日：2019年７月28日（日）９：30～11：00 

 

２．テーマ：「カリキュラムマネジメント」に、いかに「教育協働」の形を具現化していけばよいか?! 

 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※方法・形態の都合上、事前の参加申し込みが必要ですので、７月 26日（金）17：00までに、下記のいずれかま

でご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度） 

（メール：gakuyou@outlook.ac.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合 

（メール：hidesuwa@hyogo-u.ac.jp／tel:080-5612-2751） 

４．主催：教育協働研究所～岳陽舎～＆イノーベーションNext＋ 

  共催（全面協力）：兵庫教育大学大学院 准教授 諏訪英広（https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/） 

５．会場：・（沖縄県）教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能な環境（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）がある場所 

６．プログラム：ZOOMを活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①前回、及びそれ以降の総括？（参加者の自己紹介等を含む） 

  ②「岳陽舎」ＨＰ上の論稿についてのＱ＆Ａ（特に、記事38、37も？） 

  ③他の事例等の紹介、Ｑ＆Ａ（参加者相互？） 

  ④ミニ総括？ 

  ⑤次回について 

７．参加費：無料 

※なお、当日９：00？からZOOM(のミーティングルーム)を開室していますので、接続テストを兼ねた早めの入室も可

能です。それ以前の接続テスト希望者は、諏訪先生まで、お気軽にお尋ね下さい。 

Web参加方法 

・ZOOMは無料版でもかなりの利便性がありますが、今回も、諏訪先生のミーティングルーム（所属コース経費による有料

版：学外研究・学習における使用許可あり）を使用します。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

https://zoom.us/j/5514372236?pwd=FAGXE9QN-0k PW: suwa11 

・https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に以下の情報を入れていただいても、諏訪先生のミーティングルー

ムにつながります。ID：551-437-2236 PW： suwa11 
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第５回 教育協働セミナー 開催案内 

 みなさん、その後お元気でしょうか?!８月は休会（夏休み？）としましたが、少しは涼しくなりましたので（実際

は、まだまだですが？）、本セミナーを再開したいと思います。前回（第４回・７/28）は、我が「岳陽舎」に集まっ

たのは、私を含めて３人でしたが（若干寂しい？）、画面の向こうは６人（６か所）と、これまでで最大？でした！

懐かしい？沖縄（北部）からの参加もあり、次第に膨らんでいくネットワーク（人の繋がり）に、新たな喜びと期

待を感じながらの交流（クラウドミーティング）でした！ 

テーマは、「『カリキュラムマネジメント』に、いかに『教育協働』の形を具現化していけばよいか?!」とい

うことでしたが、結論？としては、まだまだ前途は厳しいが、それを実現するしかない?!そういうことであっ

たように思います?!その中で、事前に提出された、岩手県のＫさんの資料は、中学校の「理科」を中心とした

「年間授業計画」モデルの提案でしたが、学校現場での具体的な形、流れがイメージ出来て、私（達）には、多

少複雑ではありましたが、今後の詰め（話し合い）に大いに役立つものでありました！Ｋさん、改めて、どうも

ありがとうございました！ 

ということで、第５回のセミナーは、これを受けて、下記の通り開催しますので、みなさん、よろしくご参加下さ

い！テーマは、一応、ご案内のようにしていますが、要は、関係者の「実感」としての意義・成果を、どのよう

に見出せばよいのか、その辺りを、自由に意見・情報交換出来ればと考えています。なお、今回も、読むのはな

かなか大変？かと思いますが、「教育協働研究所～岳陽舎～」のＨＰの、井上先生（堂本彰夫さん？）の、最近の「教

育協働への道」の記事、特に41を、事前に目を通していていただければ幸いです！（http://www.gakuyou.jp/）  

（井上＆イノーベーションNext＋） 

１．期日：2019年９月28日（土）９：30～11：00 

 

２．テーマ：「カリキュラムマネジメント」のスモール・ステップを、可視化・共有化しよう！ 

 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※方法・形態の都合上、事前の参加申し込みが必要ですので、９月 27日（金）17：00までに、下記のいずれかま

でご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度） 

（メール：gakuyou@outlook.ac.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合 

（メール：hidesuwa@hyogo-u.ac.jp／tel:080-5612-2751） 

４．主催：教育協働研究所～岳陽舎～＆イノーベーションNext＋ 

  共催（全面協力）：兵庫教育大学大学院 准教授 諏訪英広（https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/） 

５．会場：・（沖縄県）教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能な環境（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）がある場所 

６．プログラム：ZOOMを活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①前回、及びそれ以降の総括？（参加者の自己紹介等を含む） 

  ②「岳陽舎」ＨＰ上の論稿についてのＱ＆Ａ（特に、記事41） 

  ③他の事例等の紹介、Ｑ＆Ａ（参加者相互？） 

  ④ミニ総括？ 

  ⑤次回について 

７．参加費：無料 

※なお、当日９：00？からZOOM(のミーティングルーム)を開室していますので、接続テストを兼ねた早めの入室も可

能です。それ以前の接続テスト希望者は、諏訪先生まで、お気軽にお尋ね下さい。 

Web参加方法 

・ZOOMは無料版でもかなりの利便性がありますが、今回も、諏訪先生のミーティングルーム（所属コース経費による有料

版：学外研究・学習における使用許可あり）を使用します。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

https://zoom.us/j/5514372236?pwd=FAGXE9QN-0k PW: suwa11 

・https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に以下の情報を入れていただいても、諏訪先生のミーティングルー

ムにつながります。ID：551-437-2236 PW： suwa11 

http://www.gakuyou.jp/
mailto:gakuyou@outlook.ac.jp
mailto:hidesuwa@hyogo-u.ac.jp
https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/
https://zoom.us/j/5514372236?pwd=FAGXE9QN-0k
https://zoom.us/


第６回 教育協働セミナー 開催案内 

 みなさん、その後お元気でしょうか?!10月に入り、沖縄の方も、若干は秋らしく？なってきましたが、みなさん方

のところはいかがでしょうか？前回（９/28）は、２カ月ぶりの開催でしたが、参加者の数も増え、その分、情報量も

多様になってきたようにも思えます！テーマは、「『カリキュラムマネジメント』のスモール・ステップを、可視化・

共有化しよう！」ということでしたが、直接には、目の前の業務において、それをどう実感するのか、あるいは、何

をそこで評価していけばよいのかを、検討しようということでした?! 

その際、事前資料として、初めて、沖縄の若者集団「Next＋」も準備させてもらいましたが、単純に言えば、彼ら

にとって、「カリキュラムマネジメント」とはどういうことなのか？自分達がやっている、関わっている、どの部分が、

それに該当するのかというような自問自答？でもあったかと思います！次回の第６回セミナーは、これらも受けて、

下記の通り開催しますので、みなさん、よろしくご参加下さい！なお、今回は、世話人（主宰者？）の諏訪先生が、

沖縄の方に来られての開催ということになりますので、いつもとはかなり違った趣きとなることでしょう?! 

テーマ（話題？）は、一応、ご案内のようにしていますが、要は、多少強引かもしれませんが、「カリキュラムマネ

ジメント」は、多分？「教育協働」への動き、しくみづくりに向かうものなのではないか？ということです?!したが

って、その辺りを自由に意見・情報交換出来ればと考えています。ちなみに、今回も、読むのはなかなか大変？かと

思いますが、「教育協働研究所～岳陽舎～」のＨＰの、井上先生（堂本彰夫さん？）の、最近の「教育協働への道」の

記事、特に43、44を、事前に目を通していていただければ幸いです！（http://www.gakuyou.jp/）  

（井上＆イノーベーションNext＋） 

１．期日：2019年10月27日（日）９：30～11：00 

 

２．テーマ：「カリキュラムマネジメント」の目指すべき方向、ゴールは、ある意味？「教育協働」では?! 

 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※方法・形態の都合上、事前の参加申し込みが必要ですので、10月25日（金）17：00までに、下記のいずれかま

でご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度） 

（メール：gakuyou@outlook.ac.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合 

（メール：hidesuwa@hyogo-u.ac.jp／tel:080-5612-2751） 

４．主催：教育協働研究所～岳陽舎～＆イノーベーションNext＋ 

  共催（全面協力）：兵庫教育大学大学院 准教授 諏訪英広（https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/） 

５．会場：・（沖縄県）教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能な環境（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）がある場所 

６．プログラム：ZOOMを活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①前回、及びそれ以降の総括？（参加者の自己紹介等を含む） 

  ②「岳陽舎」ＨＰ上の論稿についてのＱ＆Ａ（特に、記事43、44） 

  ③他の事例等の紹介、Ｑ＆Ａ（参加者相互？） 

  ④ミニ総括？ 

  ⑤次回について 

７．参加費：無料 

※なお、当日９：00？からZOOM(のミーティングルーム)を開室していますので、接続テストを兼ねた早めの入室も可

能です。それ以前の接続テスト希望者は、諏訪先生まで、お気軽にお尋ね下さい。 

Web参加方法 

・ZOOMは無料版でもかなりの利便性がありますが、今回も、諏訪先生のミーティングルーム（所属コース経費による有料

版：学外研究・学習における使用許可あり）を使用します。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

https://zoom.us/j/5514372236?pwd=FAGXE9QN-0k PW: suwa11 

・https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に以下の情報を入れていただいても、諏訪先生のミーティングルー

ムにつながります。ID：551-437-2236 PW： suwa11 

 

http://www.gakuyou.jp/
mailto:gakuyou@outlook.ac.jp
mailto:hidesuwa@hyogo-u.ac.jp
https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/
https://zoom.us/j/5514372236?pwd=FAGXE9QN-0k
https://zoom.us/


第７回 教育協働セミナー 開催案内 

 みなさん、その後お元気でしょうか?!早いもので、既に11月に入り、沖縄の方も、随分秋らしく？なってきました

が、みなさん方のところはいかがでしょうか？前回（10/27）は、沖縄（岳陽舎）５人、大阪、岩手、北海道、各１人

という参加者で、「カリキュラムマネジメント」が、多分？「教育協働」への動き、しくみづくりに向かうものなので

はないか？ということで、例によって、自由な情報／意見交換ができました。そして、世話人（主宰者？）の諏訪先

生が、沖縄の方に来られての開催ということでしたので、沖縄のＳさん（Ｎ市立I小学校長）も初めて顔を見せられ、

一味違うセミナーとなりました！残念ながら、若者集団「Next＋」の主力メンバーの参加は叶いませんでしたが、新

たにＭ（旧姓Ｍ※期せずしてイニシャル同じ！）夫妻が来てくれて、とてもよかったと思います。 

 ところで、今回の第７回のセミナーは、諏訪先生が所用で参加（世話）できないということで、こちら沖縄（岳陽

舎）の方で、世話をさせてもらうことになっています！かなりの不安もありますが、これからも、このつながりを大

切にしながら、お互いに頑張っていけたら、そんなものは吹っ飛んでしまうことでしょう?!その証拠として？、喜ば

しいことに、今回は、北海道と岩手から、お二人の方が、沖縄にて参加されることになっています！そして、沖縄の

Ｋさんも！これも、不安？否、楽しみかな（笑い）！二人のＫさん、Ｇさん、お待ちしています！ 

なお、今回のテーマ（話題？）は、一応前回を受けて、ご案内のようにしています！要は、「教育協働」にしろ、「カ

リキュラムマネジメント」にしろ、そこに、どういう新たな視点や戦略？があるのか、生まれているのか？、その辺

りが問われているのではないかということです！したがって、その辺を、今回も自由に意見・情報交換出来ればとい

うことです。ちなみに、今回も、読むのはなかなか大変？かと思いますが、「教育協働研究所～岳陽舎～」のＨＰの、

井上先生（堂本彰夫さん？）の、最近の「教育協働への道」の記事、特に45、47を、事前に目を通していていただけ

れば幸いです！（http://www.gakuyou.jp/）  

（井上＆イノーベーションNext＋） 

 

１．期日：2019年11月24日（日）９：30～11：00 

２．テーマ：「学校教育」と「社会教育」の連携・協力（教育協働）の新たな視点・戦略?! 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※なお、今回は、諏訪先生が参加できないということで、沖縄（岳陽舎）がホスト役となります！都合上、同じよ

うに事前の参加申し込みが必要ですので、11月22日（金）17：00までに、下記の方までご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度） 

（メール：gakuyou17@outlook.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合 

同 上 

４．主催：教育協働研究所～岳陽舎～＆イノーベーションNext＋ 

  共催（全面協力）：兵庫教育大学大学院 准教授 諏訪英広（https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/） 

５．会場：・（沖縄県）教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能な環境（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）がある場所 

６．プログラム：ZOOM（※今回は無料版）を活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①前回、及びそれ以降の総括？（参加者の自己紹介等を含む） 

  ②「岳陽舎」ＨＰ上の論稿についてのＱ＆Ａ（特に、記事45、47） 

  ③他の事例等の紹介、Ｑ＆Ａ（参加者相互？） 

  ④ミニ総括？ 

  ⑤次回について 

７．参加費：無料 

※なお、当日９：00？からZOOM(のミーティングルーム)を開室していますので、接続テストを兼ねた早めの入室も可

能です。それ以前の接続テスト希望者は、岳陽舎まで、お気軽にお尋ね下さい。 

Web参加方法 

・今回は、無料版 ZOOM となりますので、一度切断となると思いますが、すぐに再度セットアップできますので、進行上

は、まったく問題はないかと思います。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

 https://us04web.zoom.us/j/2498700407  PW：Gakuyou17 

・https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に、以下の情報を入れていただいても結構です。 

ID：249-870-0407 PW：Gakuyou17 

http://www.gakuyou.jp/
mailto:gakuyou17@outlook.jp
https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/
https://us04web.zoom.us/j/2498700407
https://zoom.us/


第８回 教育協働セミナー 開催案内 

 みなさん、その後お元気でしょうか?!早いもので、既に 12 月に入り、今年も残り少なくなってきました！前回

（11/24）は、沖縄（岳陽舎）の方で「ホスト局」をさせてもらい、一部音声の方でご迷惑？をおかけしましたが、無

事に終了することができ、安堵しています！こちらでは、遠来の客人、岩手県のＫさん（飛行機の都合で、残念ながら

途中退室されましたが）と北海道のＧさん、沖縄のＫさんを含め、５人、そして北海道のＭさん、大阪のＴさん（途中

からの参加！）という顔ぶれで、全体（合計７人）としては、少し人数が少なかったように思いますが、直接の顔合わ

せということもあり、何か新鮮で、楽しい一時でもありました！前回からのＭ（旧姓Ｍ※期せずしてイニシャル同じ！）

さんも来てくれて、操作上のリードもしてくれました！本当に、助かりました！新たな戦力として、これからもよろ

しくお願いしたちと思います！ 

 ところで、今回の第８回のセミナーは、再び、元の形で行いますが、北海道のＧさんの発案で、現場の社会教育主

事さんの話を聞きたいということもあり、私の教え子の一人で、沖縄県Ｎ市で社会教育主事をやっているＩさん（11

年目）の全面的な協力と参画を得て行うものです！どんなやりとりができるのか、不安と期待が半々ですが、事前の

打ち合わせ（５日）では、様々な現実を知ることができ、彼女にとっても、有意義な出会いの場となることを期待す

るものでもあります！折角の機会ですので、みなさん、そして、新たな参加を始めてみたい方の、積極的な交流と情

報交換が行えればと、改めて望んでいるところでもあります！ 

ちなみに、今回も、読むのはなかなか大変？かと思いますが、「教育協働研究所～岳陽舎～」のＨＰの、井上先生（堂

本彰夫さん？）の、最近の「教育協働への道」の記事、特に 48 を、事前に目を通していていただければ幸いです！

（http://www.gakuyou.jp/） 

                                   （井上＆イノーベーションNext＋） 

 

１．期日：2019年12月21日（土）９：30～11：00 

２．テーマ：「学校教育」と「社会教育」の連携・協力（教育協働）を進める若き社会教育主事の奮闘と苦悩?! 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※方法・形態の都合上、事前の参加申し込みが必要ですので、12月20日（金）17：00までに、下記のいずれかま

でご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度） 

（メール：gakuyou17@outlook.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合 

（メール：hidesuwa@hyogo-u.ac.jp／tel:080-5612-2751） 

４．主催：教育協働研究所～岳陽舎～＆イノーベーションNext＋ 

  共催（全面協力）：兵庫教育大学大学院 准教授 諏訪英広（https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/） 

５．会場：・（沖縄県）教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能な環境（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）がある場所 

６．プログラム：ZOOMを活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①前回、及びそれ以降の総括？（参加者の自己紹介等を含む） 

  ②「岳陽舎」ＨＰ上の論稿についてのＱ＆Ａ（特に、記事48） 

  ③他の事例等の紹介、Ｑ＆Ａ（参加者相互？） 

  ④ミニ総括？ 

  ⑤次回について 

７．参加費：無料 

※なお、当日９：00？からZOOM(のミーティングルーム)を開室していますので、接続テストを兼ねた早めの入室も可

能です。それ以前の接続テスト希望者は、諏訪先生まで、お気軽にお尋ね下さい。 

Web参加方法 

・ZOOMは無料版でもかなりの利便性がありますが、今回も再び、諏訪先生のミーティングルーム（所属コース経費による

有料版：学外研究・学習における使用許可あり）を使用します。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

https://zoom.us/j/5514372236?pwd=FAGXE9QN-0k PW: suwa11 

・https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に以下の情報を入れていただいても、諏訪先生のミーティングルー

ムにつながります。ID：551-437-2236 PW： suwa11 

http://www.gakuyou.jp/
mailto:gakuyou17@outlook.jp
mailto:hidesuwa@hyogo-u.ac.jp
https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/
https://zoom.us/j/5514372236?pwd=FAGXE9QN-0k
https://zoom.us/


第９回 教育協働セミナー 開催案内 

 みなさん、改めまして、新年明けましておめでとうございます！そして、その後、変わらず、お元気のことと思い

ます！現在、敢えて「暖冬」と言うのも、ここ沖縄では多少？憚られますが、全国的にも雪が少なく、まさに暖冬の

日々が続いているようですね?!早いもので、既に１月半ばを過ぎ、来月予定している、標記の「第９回教育協働セミ

ナー」の案内をする時期となりました！前回の第８回セミナーでは、北海道のＧさんの、思わぬリクエストによって、

沖縄県Ｎ市のＩさん（社会教育主事）と、運よく？足を運んでくれました、Ｇ市のＭ係長（兼社会教育主事）の両人

の参加・協力もあり、これまでにない（現場・最前線に密着した？）情報・意見交換の場をもつことができました！

また、一番若いゼミ卒業生のＭ（旧姓もＭ）さん夫妻も、再び参加・協力してくれて、思わぬ盛況となりました！あ

りがとうございました。 

さて、今回は（正確に言うと、今回から！）、既にご承知の方もいらっしゃることと思いますが、下記のように、沖

縄（教育協働研究所～岳陽舎～）の方がホスト役になり、新たな出発を期することになっています！そのために（直

接には、別の契機もありますが！）、新たなメーリングリストも作成し、みなさんにご案内を差し上げているところで

すが、果たして、どのような展開、どのような成果が生まれるのか？改めて、みなさんの理解と協力をお願いすると

ころでございます！ちなみに、これまでホスト役／世話人を担っていただきました、兵庫教育大学の諏訪英広先生に

は、全体の事務局的な仕事を担っていただくことになっていますので、これもまた、みなさんのご理解とご協力を、

改めてお願いしたいと思います！  

ということで、今回のテーマ（話題？）は、一応前回を受けてはいますが、新たなスタートでもあり、ご案内のよ

うにしています！前回のセミナーでも、いみじくも明らかになりましたように、最後は「人」！その「人」のネット

ワークを、いかに有効に（そして、楽しく？）創り上げられるかということかと思います！「本セミナー」が、少し

でも、それに貢献できるものとなれば幸いですし、何より、各地・各様の思いや立場を持った人達のネットワークは、

改めて、これからは必要不可欠なものかと思います?!なお、今回も、読むのはなかなか大変？かと思いますが、「教育

協働研究所～岳陽舎～」のＨＰの、堂本彰夫さん（実は井上先生?!）の、最近の「教育協働への道」の記事、特に50、

51を、事前に目を通していていただければ幸いです！（http://www.gakuyou.jp/）（井上＆イノーベーションNext＋） 

                       記 

１．期日：2020年２月９日（日）９：30～11：00 

２．テーマ：新たに始まる「教育協働セミナー」！そして、そこにおける新たな出会い・戦略を求めて?! 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※なお、今回から、新たに、沖縄（岳陽舎）がホスト役となります！都合上、同じように事前の参加申し込みが必

要ですので、２月７日（金）17：00までに、下記の方までご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度）（メール：gakuyou17@outlook.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合（同 上） 

４．主催：教育協働研究所～岳陽舎～＆イノーベーションNext＋ 

  共催（全面協力）：兵庫教育大学大学院 准教授 諏訪英広（https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/） 

５．会場：・（沖縄県）教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能な環境（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）がある場所 

６．プログラム：ZOOM（※無料版）を活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①メンバー構成の紹介（参加者の自己紹介等）＆前回までの総括と確認 

  ②「岳陽舎」ＨＰ上の論稿についてのＱ＆Ａ（特に、記事50、51） 

  ③討議＆他の話題提供（参加者相互？） 

  ④ミニ総括？及び次回について 

７．参加費：無料 

※なお、当日９：00？からZOOM(のミーティングルーム)を開室する予定ですので、接続テストを兼ねた早めの入室も

可能です。また、それ以前の接続テスト（参加）希望者は、岳陽舎までお気軽にお尋ね下さい。 

Web参加方法 

・今回から、無料版 ZOOM となりますので、一度切断となると思いますが、すぐに再度セットアップできますので、進行

上は、まったく問題はないかと思います。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

 https://us04web.zoom.us/j/2498700407  PW：Gakuyou17 

・https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に、以下の情報を入れていただいても結構です。 

ID：249-870-0407 PW：Gakuyou17 

http://www.gakuyou.jp/
mailto:gakuyou17@outlook.jp
https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/
https://us04web.zoom.us/j/2498700407
https://zoom.us/


第 10回 教育協働セミナー 開催案内 

 みなさん、その後、いかがお過ごしでしょうか？「新型コロナウィルス感染症」による、思いも寄らぬ？世界的大

混乱が、今なお続いており、それぞれの職場、活動場所においては、大変苦慮され、そしてまた、その対応に忙しく

されていることかと思います。私、あるいは「沖縄」の場合は、その後新しい感染者が出ていないこともあり（他県

等では、かなり深刻な事態ともなっているようですが！）、いくつかの心配・懸念はもちろんありますが、それなりの

日常を維持・回復しているところです（諸学校も、今週から「再開」となります！）。 

さて、先に「予告案内」をさせてもらいましたように、標記「第10回教育協働セミナー」を、予定通り、下記のよ

うな日時・テーマで行うことになりました（テーマが少し変わりました！）！もちろん、予定しているＹさん（Ｍ県

公立小学校教諭）からの話題提供（教員の社会教育意識・活動／Ｍ県の状況）を受けての情報交換、協議を行うとい

うことは変わりませんが、それを、「『教育協働』への動き?!どこが、どのように評価（注目？）されるのか?!」とい

うことで、論議を深めていきたいということです。 

なお、今回は、読むのはさらに大変？かと思いますが、「教育協働研究所～岳陽舎～」のＨＰの、堂本彰夫さん（実

は井上先生?!）の、その後の「教育協働への道」の記事 52～56 を、事前に目を通していていただければ幸いです！

（http://www.gakuyou.jp/）                            （井上＆所縁の仲間？） 

 

 

                       記 

 

１．期日：2020年３月21日（土）10：30～12：00（これまでより１時間遅くなっています！） 

 

２．テーマ：「教育協働」への動き?!どこが、どのように評価（注目？）されるのか?!（表現を変えました！） 

 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※前回から、沖縄（岳陽舎）がホスト役となっていますが、都合上、事前の参加申し込みが必要ですので、３月20

日（金）17：00までに、下記の方までご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度）（メール：gakuyou17@outlook.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合（同 上） 

 

４．主催：教育協働研究所～岳陽舎～＆所縁の仲間？ 

  共催（全面協力）：兵庫教育大学大学院 准教授 諏訪英広（https://www.hyogo-u.ac.jp/course/pol_lea/） 

 

５．会場：・（沖縄県）教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能な環境（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）がある場所 

 

６．プログラム：ZOOM（※無料版）を活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①参加者の自己紹介＆近況報告（前回までの総括と確認を含む。） 

  ②「岳陽舎」ＨＰ上の論稿についてのＱ＆Ａ（記事52～56） 

  ③討議＆他の話題提供（参加者相互！） 

  ④ミニ総括？及び次回について 

 

７．参加費：無料 

※なお、当日 10：00過ぎ？から ZOOM(のミーティングルーム)を開室する予定ですので、接続テストを兼ねた早めの

入室も可能です。また、それ以前の接続テスト（参加）希望者は、岳陽舎までお気軽にお尋ね下さい。 

Web参加方法 

・当分は？、無料版 ZOOM となりますので、一度切断となると思いますが、すぐに再度セットアップできますので、進行

上は、まったく問題はないかと思います。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

 https://us04web.zoom.us/j/2498700407  PW：Gakuyou17 

・https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に、以下の情報を入れていただいても結構です。 

ID：249-870-0407 PW：Gakuyou17 

http://www.gakuyou.jp/
mailto:gakuyou17@outlook.jp
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https://us04web.zoom.us/j/2498700407
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第 11回 教育協働セミナー 開催案内 

 みなさん、件の「新型コロナウィルス感染症」の拡大によって、さらなる深刻な事態が生じていますが（沖縄も例

外ではありません！）、その後、お元気（大丈夫？）でしょうか？例の「三密」の大切さが改めて実感されますが、そ

れぞれの仕事・生活を全うするには、それも、なかなか難しいことかと思います?!いつかは終息するのでしょうが、

そのいつかが見えないままに生活をすることは、本当に苦痛なものですね！だが、今は、それしかありません！ 

そんな中、それなりの思案もしましたが、標記「第11回教育協働セミナー」を、予定通り、下記の日時・テーマで

行うことにしました（大変な状況ですが、否、それだからこそ、「zoom」という、このツールの利点を活かして、各地のみ

なさんの活発な意見・情報交流の場が持てればと、改めて思った次第です！）！もちろん、予定しているＫさんからの話

題提供が中心となりますが、今回も、それを、「『教育協働』という視点で、どのように評価（注目？）されるのか?!」、

そういうことで論議を深めていきたいと思っています。事前資料も配布されていますので、より多くの論議時間も確

保できるかと思いますので、みなさん（Ｋさんも含めて？）、よろしく対応されて下さい！ 

なお、今回も、読むのは大変？かと思いますが、「教育協働研究所～岳陽舎～」のＨＰ（http://www.gakuyou.jp/）

の、堂本彰夫さん（井上??）の、その後の「教育協働への道」の記事（かなり増えていますので、特に指定はしません！）

をご笑読していていただければ幸いです！これについてのご意見、ご感想等も、是非お聞かせ下さい！  

                                         （井上＆所縁の仲間？） 

                       記 

 

１．期日：2020年４月18日（土）10：30～12：00 

 

２．テーマ：フィンランドの街と学校－行き止まりのない教育を求めて－ 

※話題提供＆資料提供者：Ｉ県 Ｋさん（Ｋ市内中学校初任研指導教員） 

 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※第10回から、沖縄（岳陽舎）がホスト役となっています！出来るだけ事前の参加申し込みをお願いしたいと思い

ますので、４月17日（金）17：00までに、下記の方までご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度）（メール：gakuyou17@outlook.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合（同 上） 

 

４．主催：（沖縄県在）教育協働研究所～岳陽舎～（井上＆所縁の仲間？） 

  共催（全面協力）：川崎医療福祉大学教授 諏訪英広 

 

５．会場：・教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能な環境（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）がある場所 

 

６．プログラム：ZOOM（※無料版）を活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①参加者の自己紹介＆近況報告（前回までの総括と確認を含む。） 

  ②「岳陽舎」ＨＰ上の論稿（今回は、特に指定なし）についてのＱ＆Ａ 

  ③討議＆他の話題提供（参加者相互！） 

  ④ミニ総括？及び次回について 

 

７．参加費：無料 

※なお、当日10：00過ぎ？からZOOM(のミーティングルーム)を開室する予定ですので、接続テストを兼ねた早めの入

室も可能です。また、それ以前の接続テスト（参加）希望者は、岳陽舎までお気軽にお尋ね下さい。 

Web参加方法 

・当分は？、無料版 ZOOM となりますので、一度切断となると思いますが、すぐに再度セットアップできますので、進行

上は、まったく問題はないかと思います。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

 https://us04web.zoom.us/j/2498700407  PW：Gakuyou17 

・https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に、以下の情報を入れていただいても結構です。 

ID：249-870-0407 PW：Gakuyou17 
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第 12回 教育協働セミナー 開催案内 

 みなさん、その後、いかがお過ごしでしょうか？ようやく、「新型コロナウィルス感染症」の拡大も、全体としては、

まだまだ終息には時間がかかるでしょうが、部分的には？一定の収束に向かってはいるようですね?!とにかく、社会

全体が、前向きに、そして元気に動き始めていることは事実ですので（様々な様相が見え隠れしてはいますが？）、みな

さん、それを信じて頑張っていくほかないですよね?! 

さて、標記「第12回教育協働セミナー」の時期が近づいてきました。一応、予定通り、下記の日時・テーマで行う

つもりですが、その間、再び事態が急変することもあるかもしれません？したがって、そういうことも視野に入れ、

柔軟にその日を迎えたいと考えています。どうか、みなさんも、そのつもりで参加して下さい。お願いします。 

テーマ等、それどころではないという人、地域もあるかとは思いますが、ある意味このテーマは、そうした眼前の

課題解決にとっても、非常に密接に関わってくるものとも思います！話題提供者のＭさんには、大変な状況の中、ご

無理をお願いすることになるわけですが、改めて、よろしくお願い致します。 

なお、今回は（も？）、さらなる臨機応変が求められますので、読むのは大変？かと思いますが、「教育協働研究所

～岳陽舎～」のＨＰ（http://www.gakuyou.jp/）の、その後の「教育協働への道」の記事をご笑読していていただけれ

ばと思います！要は、そこにある記事についてのご意見、ご感想等も、是非聞かせて欲しいということです！  

                                         （井上＆所縁の仲間？） 

                       記 

 

１．期日：2020年５月23日（土）10：30～12：00 

 

２．テーマ：我がまちの地域学校協働活動（ＣＳ）の現況 

※話題提供＆資料提供者（予定）：Ｍさん（Ｇ市青少年センター） 

  もし、出来なかった場合には、次回に回すことにしたいと思います。 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※第10回から、沖縄（岳陽舎）がホスト役となっています！出来るだけ事前の参加申し込みをお願いしたいと思い

ますので、５月22日（金）17：00までに、下記の方までご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度）（メール：gakuyou17@outlook.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合（同 上） 

 

４．主催：（沖縄県在）教育協働研究所～岳陽舎～（井上＆所縁の仲間？） 

  共催（全面協力）：（岡山県倉敷市在）川崎医療福祉大学教授 諏訪英広 

 

５．会場：・教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能な環境（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）がある場所 

 

６．プログラム：ZOOM（※無料版。結局はまだこれです！）を活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①参加者の自己紹介＆近況報告（前回までの総括と確認を含む。） 

  ②今回の話題提供（Ｍさん）、そして討議＆他の関連話題提供（参加者相互！） 

  ③「岳陽舎」ＨＰ上の論稿（特に「教育協働への道part６」）についてのＱ＆Ａ 

  ④ミニ総括？及び次回について 

 

７．参加費：無料 

８．Web参加方法 

・今回もまた、無料版ZOOMとなりますので（有料版へ努力しましたが無理でした！）、一度（数度？）切断となると思い

ますが、すぐに再セットアップできますので、進行上は、まったく問題はない（少しはある？）かと思います。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

 https://us04web.zoom.us/j/2498700407  PW：Gakuyou17 

https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に、以下の情報を入れていただいても結構です。 

ID：249-870-0407 PW：Gakuyou17 

※当日10：00過ぎ？からZOOM(のミーティングルーム)を開室する予定ですので、接続テストを兼ねた早めの入室も可

能です。また、それ以前の接続テスト（参加）希望者は、岳陽舎までお気軽にお尋ね下さい。 

http://www.gakuyou.jp/
mailto:gakuyou17@outlook.jp
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第 13回 教育協働セミナー 開催案内 

 あっという間の一カ月ですが、みなさん、その後、いかがお過ごしでしょうか？「新型コロナウィルス感染症」の

災禍に関わる規制も、かなり緩和されてきており、地域によってその様相は異なるのでしょうが、それなりの日常が

戻ってきているようですね?!でも、全世界的な状況や一部の地域（都市部）の状況等をみれば、安心して日々が送れ

るのは、もっともっと後になるのでしょうね?!一番欲しい？人の往来が、これからの状況の好悪を左右するわけです

が、それこそ「新しい日常（ニューノーマル）」に向けて、歩み始める他ありませんね?! 

ということで、今月も、標記「第13回教育協働セミナー」の時期が近づいてきました。予定通り、下記の日時・テ

ーマで行いますが、その間、今回も？再び事態が急変することがあるかもしれません？したがって、そういうことも

視野に入れ、柔軟にその日を迎えたいと考えています。どうか、みなさんも、そのつもりで参加して下さい。ただし、

くれぐれも、忘れることはないようにして下さいね！ 

ところで、二転三転？しましたが、今回から、待望の有料版の使用が可能となりました！支払い方法の煩雑さ？で、

一度断念したのですが、県立Ｔ青少年の家のＳさんの協力によって、何とか実現した次第です（感謝です！）！テー

マ等、今回も、まだまだそれどころではないという人、地域もあるかとは思いますが、見方によっては、今最も必要

なものかもしれません！話題提供者のＭさんには、大変な状況の中、改めてご無理をお願いすることになるわけです

が、よろしくお願い致します。 

末尾に、今回は（も？）、少しニュアンスの異なる論稿ですが、添付の「教育協働への道 61」を、事前に目を通し

ていていただければ幸いです（「教育協働研究所～岳陽舎～」のＨＰ http://www.gakuyou.jp/ ）！今後、可能ならば（リ

クエストがあれば？）、それに関わるテーマもありかと思います！とにかく、どんなテーマにしろ、思いのある人、思

いのある事業所（官民問わず！）の、意欲的な取り組みや構想等が聞き合えれば嬉しいですね！  

                                         （井上＆所縁の仲間？） 

 

                       記 

 

１．期日：2020年６月27日（土）10：30～12：00 

２．テーマ：我がまちの地域学校協働活動（ＣＳ）の現況 

※話題提供＆資料提供者（予定）：Ｍさん（Ｇ市青少年センター） 

  今回も、もし、出来なかった場合には、次回に回すことにしたいと思います。 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※第10回から、沖縄（岳陽舎）がホスト役となっています！出来るだけ事前の参加申し込みをお願いしたいと思い

ますので、６月26日（金）17：00までに、下記の方までご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度）（メール：gakuyou17@outlook.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合（同 上） 

４．主催：（沖縄県在）教育協働研究所～岳陽舎～（井上＆所縁の仲間？） 

  共催（全面協力）：（岡山県倉敷市在）川崎医療福祉大学教授 諏訪英広 

５．会場：・教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能な環境（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）がある場所 

６．プログラム：ZOOM（※有料版！）を活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①参加者の自己紹介＆近況報告（前回までの総括と確認を含む。） 

  ②今回の話題提供（Ｍさん）、そして討議＆他の関連話題提供（参加者相互！） 

  ③「岳陽舎」ＨＰ上の論稿（特に61）についてのＱ＆Ａ 

  ④ミニ総括？及び次回について 

７．参加費：無料 

８．Web参加方法 

・今回から、待望の有料版ZOOMの使用となります！したがって、安心して進行出来ます。 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、PWを入力することで接続（参加）されます。 

 https://us04web.zoom.us/j/87965170241  PW：752745 

https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に、以下の情報を入れていただいても結構です。 

ID：879-6517-0271 PW：752745 

※当日10：00過ぎ？からZOOM(のミーティングルーム)を開室する予定ですので、接続テストを兼ねた早めの入室も可

能です。また、それ以前の接続テスト（参加）希望者は、岳陽舎までお気軽にお尋ね下さい。 

http://www.gakuyou.jp/
mailto:gakuyou17@outlook.jp
https://us04web.zoom.us/j/2498700407
https://zoom.us/


第 14回 教育協働セミナー 開催案内 

 みなさん、その後もお元気のことと思います！目下、ある意味予想されていた？こととは言え、再び徐々に（一気

に？）新型コロナの感染者が増え始めています！しかも、梅雨前線の異常な停滞による大雨被害も加わって、まさに

日本全国が、大変な被害、困惑状態となっています！今後どのような展開（拡大？）となるのかは分かりませんが、

可能な限りの自助努力は続けていきたいものですね！ちなみに、感染者は、沖縄でも再び出て来ています！ 

さて、そんな中、今月もまた（通常より１週間早い！）、標記「教育協働セミナー（第 14 回）」の時期が近づいてき

ました。予定通り、下記の日時・テーマで行いますが（テーマ自体は、かなり強引ですが？）、前回、沖縄県Ｇ市のＭ

さんに、同市の「地域学校協働本部事業」の組織や活動状況等を話してもらいましたが、その時強く感じたのは、学

校教育と社会教育の協働の意義・メリットの発見（実感化）の重要性でした！ある子どもの、「放課後子ども教室」と

の出会いのエピソードがそれでしたが、まさに、そうしたことが、事態（大人？教師？）を変える大きな力となると

いうことです！という訳で、今回（から？）は、こうした話題（事例）に、改めて目を向け、たとえ小さな動き（成果？）

であっても、学校教育と社会教育の協働がもたらす意義やメリットを、さらに共有（実感？）出来ればと考えている

わけです！ 

具体的には、「今、私たちは、こういうものを見出している?!（場所・プログラム・情報の共有・協働事例１）」とい

うことで、「沖縄県立Ｔ青少年の家（←一般社団法人「沖縄じんぶん考房」）」のみなさんに、話題（＆資料？）提供？を

お願いしています。大切なのは、たとえ小さな成果？であっても、それに関わる（関わってくる？）人達の「実感」

であり、「喜び（感動？）」だと思います！それがなければ、上辺だけのつき合い？となり、活動（or ネットワーク）

の広がりや継続性が出て来ません?!よく「持続可能な（sustainable）○○」ということが言われますが、その根底に

あるのは、そうした、人々の「実感」であり、「喜び（感動？）」なのではないでしょうか?! 

末尾に、今回は（も？）、私の拙論「教育協働への道」（63）を、事前に目を通していていただければ幸いです（「教

育協働研究所～岳陽舎～」のＨＰ http://www.gakuyou.jp/ ）！そして、今後も、そうしたものに関わるテーマもどし

どし進めていければと思います！いずれにしても、どんなテーマにしろ、思いのある人、思いのある事業所（官民問

わず！）の、意欲的な取り組みや構想等が聞き合えれば嬉しいですね！          （井上＆所縁の仲間？） 

 

                       記 

 

１．期日：2020年７月18日（土）10：30～12：00 

２．テーマ：今、私たちは、こういうものを見出している?!（場所・プログラム・情報の共有・協働事例１） 

※話題（＆資料？）提供者：沖縄県立Ｔ青少年の家（←一般社団法人「沖縄じんぶん考房」） 

３．参加者：関心のある方ならどなたでも！ 

※第10回から、沖縄（岳陽舎）がホスト役となっています！出来るだけ事前の参加申し込みをお願いしたいと思い

ますので、７月17日（金）17：00までに、下記の方までご連絡下さい。 

・教育協働研究所～岳陽舎～で参加される場合（６名程度）（メール：gakuyou17@outlook.jp／tel:090-1948-3212） 

・Web参加される場合（同 上） 

４．主催：（沖縄県在）教育協働研究所～岳陽舎～（井上＆所縁の仲間？） 

  共催（全面協力）：（岡山県倉敷市在）川崎医療福祉大学教授 諏訪英広 

５．会場：・教育協働研究所～岳陽舎～ 沖縄県宜野湾市大謝名３丁目13－24（井上講四宅） 

      ・Web参加可能な環境（内蔵・外付けカメラを有するPC、タブレット、スマホ）がある場所 

６．プログラム：ZOOM（有料版）を活用したフリートーク（Ｑ＆Ａ） 

 ※予想される流れ？ 

  ①参加者の自己紹介＆近況報告（前回までの総括と確認を含む。） 

  ②今回の話題提供（沖縄県立玉城青少年の家）、そして討議＆他の関連話題提供（参加者相互！） 

  ③「岳陽舎」ＨＰ上の論稿（特に61、62）についてのＱ＆Ａ※ただし、62については、現在作成中！ 

  ④ミニ総括？及び次回について 

７．参加費：無料 

８．Web参加方法 

・以下のURLをクリックしたら、ZOOMが自動的にダウンロードされ、ＩＤ、ＰＷを入力することで接続（参加）されます。 

 https://zoom.us/の「ミーティングに参加する」に、以下の情報を入れて下さい。 

ID：879-6517-0271 PW：752745 

※当日10：00過ぎ？からZOOM(のミーティングルーム)を開室する予定ですので、接続テストを兼ねた早めの入室も可

能です。また、それ以前の接続テスト（参加）希望者は、岳陽舎までお気軽にお尋ね下さい。 

http://www.gakuyou.jp/
mailto:gakuyou17@outlook.jp
https://zoom.us/


 


