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エポック No113  

 千代田区生涯学習推進委員会議だより 

 令和２（２０２０）年 1 月 発行 

 

 

 

 

  

令和元年 11 月 26 日、第 9 回生涯学習推進委員会議が開催されました。今期

のテーマである「ダイバーシティの推進と学習都市づくり」についてテーマのま

とめに向けての振り返りや確認等、最後の意見交換が行われました。 

 

テーマについて意見交換 

 

（１）目的（ねらい・めざす方向性） 

 ―第 8 回会議意見― 

・千代田区は、ダイバーシティを推進して、どういう学習都市をつくっていくか。 

ダイバーシティの推進という価値をどこに置くか。 

  ・伝統的なことや受動的価値を土台にさらに発展させるとともに、能動的に価値を作り

上げ、住民一人ひとりが価値を実感できるというもの。 

 

 ◆新たな意見や、様々な事例が挙げられました。 

  ○どのような人材を育てるか?一つの要素として対人コミュニケーション能力が挙げら 

れる。 

 

  ○学区内外からの通学者が混在していたある学校に在学し、卒業後に懇親会を開いた

際、当時では話し得なかった事が話題に出た。 

 

〇いろいろな学習の場で心を許していく時、いろいろなことが言えてわかりあえる。そ

れらをベースにして差別をなくしていくという人材育成もひとつである。 

 

  ○ある中学校では授業に追いつけていけない生徒をなくすため、成績が優れている生徒

にチューター役になってもらうなどの工夫をしているそうである。そのような中で差

別感を持たない人間を育てる。これらもダイバーシティのもとではないか。 

 

 〇効率化重視の社会が進み、アナログ的なものが少なくなりつつある中、どこに弊害が

生じているかを押さえたうえでの人材育成、千代田区が目指したいメッセージを作っ

ていかなければならない。 

12 期第９回 概要報告 
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  〇小学校の放課後時間帯に、電車のことについて知りたいという小学生が   

ボランティアセンターで区内大学の鉄道研究会の大学生と交流をした。そ  

の時のこどもたちの表情がとても良かった。普段の学習の場ではない環境 

で子どもの頃から異年齢の人たちと交流することで学ぶことが多い。それ  

は将来のダイバーシティにつながっていく。 

 

  〇インクルーシブ教育への転換にともない特殊教育から特別支援教育になり、共に学ぶ  

という視点を教員も学び、子どもも育まれ少しずつ深みを増している。 

  

 〇以前は小中の連携・交流があったが最近は少ない。幼稚園・保育園と小学生との交流

は活発に行われている。高校生・大学生のボランティアが活躍している地域の祭りや

体験型の防災行事に参加している子どもたちの嬉々とした表情を見る時、交流は大事

だと思うが、現実として小学校の教育活動中に位置づけるのは困難である。 

 

  〇昔ながらの交流は、乳幼児・小学生～高校生まで三々五々公園に集まり遊んでいた。

地域での交わりは必要である。障害児を育てる上で様々な課題があったが、それは本

人にとって辛いことに違いないと、親が思っていた学校でのできごとについて、後日

「心に残っている、楽しかった」と本人が話しているのを聞いて驚いた。 

その子にとってのいい選択は行政の協力なくしては実現できない。 

 

〇コミュニティスクールがある昌平小学校や神田地区の町会活動など、年齢を超えたつ

ながりや交流などの縦割り的な行事は比較的多い。麹町地区と神田地区をシャッフル

したような交流ができる場があると差別意識のようなことがなくなり、千代田区がま

とまるのではないか。 

 

〇社会市民学では凝集性（塊が強いと他を排除する）という概念がある。地方と比較し 

て都市部の千代田では弱いとは思うが、そういった意識が強いところが一部にあると

すると、どのようにしてそれを改善していくかというのが学習を通して課題になって

いく。そういう意味での交流的な学習が非常に大事である。 

 

〇小学校ではオール千代田という言葉がキーワードである。子どもたちは、少年野球・

ミニバス・お囃子の交流などはしているが、これまで学校で行われてきている 4 年生

の学芸会的なこと、5 年生の水泳記録会、6 年生の陸上記録会などは、だんだん時

間がとりにくくなってきているのが現実である。しかし子どもは、大人が考え

ている以上にフラットであり、かたくなな地区意識はないと思う。 

   

〇大田区では 5 月ガーデンパーティを 18 か所で実施している。対立するこ

となくお互いに何をやっているのかに関心を示す。そのような刺激を与え

る場があるとよい。 
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〇学校で恒常的に取り組めないことは、学校外で補えないかがひとつの課題になる。

そのような交流機会として第一ステージは縦割り的交流、第二ステージは、第一ス

テージでの学びが千代田区全体に広がっていくという位置づけになるのではないか。 

 

〇効率化重視の社会が進みアナログ的なものが少なくなりつつある中、どこに弊害が生

じているかを押えたうえでの人材育成、千代田区が目指したいメッセージを作ってい

かなければならない。 

 

〇どこかで成功事例が作られるなら、これがもう成功の唯一最大の条件ではないかと思

う。 

 

〇ビジョンとは遠いところで開けている方向性である。その手前に目的があり、目の前

には目標があるという段階でとらえてよい。その意味でいうならば、それらも緩やか

なビジョンともいえる。 

             

（２）何が最初に必要か。➡そのための学習の仕組みは？ 

  ―第 8回会議の意見― 

＜寺子屋的な学習の場を作る＞ 

  ・千代田区内の個々の地域を問題（各論的）として、さらに具体化していき、新た

な個々の地域に根づいた価値づくり。 

  ・20 年前と比較して、２倍の人口増や若い世代の増加などからも、既存の町会や生

涯学習館で学ぶ方法も含め、寺子屋という表現のとおり、それぞれの地域でそこ

の地域に適した興味や価値を見出せるような学びの場というのがあるとよい。 

 ◆新たな意見 

  〇身近な場でのいろいろな人が集える学習の場である。 

  

〇新たに学習の場や機会を作る場合には、寺子屋的な学習を具体化していく。 

 

〇カリキュラム以外や任意の活動での参加もできるような、異年齢の交流が可能となる

場が寺子屋的な仕組みの中にできればよい。 

    

〇多様な条件のある人も、何等かの措置を講じて様々な枠組みに参加できるようにする 

のもひとつのしくみではあるが、できること、できないことそれぞれに合ったステー 

ジを作っていくというのが大切なのではないか。 

  

  〇以前は小中の連携・交流があったが最近は少ない。幼稚園・保育園と小 

学生との交流は活発に行われている。高校生・大学生のボランティアが  

活躍している地域の祭りや、体験型の防災行事に参加している子どもたちの 

嬉々とした表情を見る時、交流は大事だと思うが、現実として小学校の教育活動中に

取り入れるのは困難である。 
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  ○SDGs について一生懸命に取り組んでいる高校生に出合った。子どもの貧困問題など、 

自分が学んだことを、将来日本を築いていく子どもたちに伝え、一緒に学んでいく場

所が千代田区にみつからない。どこに、どのようにアプロ―チしていいのかわからな

いと話していた。子ども以外の他者とのつながりが不足しているのかもしれない。そ

の解決は寺子屋式の学習の仕組みとつながっていくのではないか。 

 

〇余裕教室の活用としても機能しているコミュニティスクール内に、寺子屋的な学習の

場を展開することは可能ではないか。 

 

〇生涯学習全体のテーマとしての場や行事は多くあるが参加者が少ない。多くの参加者

が集うために目的や方法その他色々なことを考えていくことが大切である。 

 

  〇学習の場を作るだけではなく参加を促すのが課題。その為の仕掛けをどう作っていく  

   かが大事である。 

 

  〇リスペクトできる人材を育てることが大事であるが、リスペクトできない背景には効 

率重視・成果重視の社会になり、民主主義が壊れているということがあるような感じ 

がする。オーストラリアでは、小学生の段階から親が子どもたちを選挙に連れていく。 

選挙会場ではバーべキューなどの店が開かれて子どもも楽しめるため、大人は選挙に 

に行く。小学生の段階から民主主義に向けた取り組みを行っている。 

 

〇いわゆる一つの仕掛けである。民主主義を育て、改めて考える人材を育てる。 

 

〇新たに学習の場や機会を作る場合は、寺子屋的な学習方法を具体化していくのが一 

つの課題になる。 

 

〇寺子屋という発想そのものが大事であることは認識しても、それを実現  

するための労力を考えた時には挫折しがちなテーマでもある。それゆ  

え、覚悟をもって臨まないといけない。 

 

〇今でいう児童館の、いわば大人向けのような施設で、開館から閉館までの間であれば

いつ利用してもよいというような、時間に縛られないスペースがあるとよい。 

 

〇人々が自然に集まり、年齢、立場を超えて交流できる施設として意味を強めていくと

いうのも大事である。  

 

〇図書館を利用した生涯学習環境も視野に入れては？との意見があったが、時代的にも 

図書館の役割が変化してきている。その意味でいうと、自由に出入りできる拠点とし

ての運用の仕方が求められてくるかもしれない。 
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〇最初の一歩をどうするかということが、仕掛けとして非常に大事になってくる。  

    

〇ちよだ生涯学習カレッジの卒業生が活躍する場としても、寺子屋的学習を中心母体と 

した運営がイメージできるのではないか。 

 

（３）どのような学習の内容や方法を取り入れたらいいのか 

   －第 8 回意見― 

・対面的、体験的な学習、アクティブラーニング的な学習方法のほうが学びやすい 

  ・多様性に関しては表向きの違いだけではなく個々や文化の違いもあり、単なる知識で 

は理解できない。経験値がキーワードになる。 

・千代田区を細かく分けて、それぞれの地域にあった学びができるということが、千代  

 田への愛着が増し、ここにいてよかったという気持ちにつながっていく。 

・学習を通じて縁を広げる“学習縁”ということがある。 

  ・いろいろな方に還流していくことは学習都市とダイバーシティの価値を高める。 

 

 ◆新たな意見 

  〇江戸時代の後期から普及した寺子屋の絵を見た時、双方向型の学習が行われているよ 

うな感じを受けた。今日の形式的な現在の教育の中ではインフォーマルな形の学習と

いうものが必要になってきている。そのような時、ちよだ生涯学習カレッジが寺子屋

的な学習のモデルになり、コミュニティスクールとうまくつながっていくことができ

るようになればいいと思う。 

  

〇コミュニティスクールがある昌平小学校や神田地区の町会活動など

年齢を超えたつながりや、交流などの縦割り的な事は比較的多い。

麹町地区の方と神田地区をシャッフルしたような交流できる場があ

ると差別意識のようなことがなくなり千代田区がまとまるのではないか。 

 

〇社会市民学では凝集性（塊が強いと他を排除する）という概念がある。地方と比較し

て都市部の千代田では弱いとは思うが、そういった意識が強いところが一部にあると

すると、どのようにしてそれを改善していくかというのが学習を通して課題になって

いく。そういう意味での交流的な学習が非常に大事である。 

 

〇麹町地区と神田地区はそれほど遠距離ではないのに何かシャットアウトされている感

じを受ける。学習を通してそれを利用できないか。 

 

〇ボランティアセンターでは地域課題の解決を目指す講座や、ボランティア活動するた

めの耳よりな情報など、地域・年齢・障害の有無にかかわりなく共に学べる講座を実

施している。 
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〇参加者への伝達については、ポータルサイト、フェイスブック、ツイッター、メール

マガジン等での情報発信、また紙ベースではマンションへの投函、町会での配布等を

実施する等、地域の隅々まで発信できるよう、いろいろな方法での仕組みを作ってい

る。生涯学習の場でも協力できるところは協力したい。  

 

 〇ボランティアセンターは福祉の機関であるため、全く関係ない人には少し接近しにく

いところがある。センターとして福祉にこだわらず広く展開していくのであれば、そ

れがダイバーシティにつながってくる。 

 

〇高齢者の中には、まだまだデジタルの物が使うことができない方が大勢おり、  

伝え方を考えていくことは大切。情報をできるだけ有効に伝えて、いろいろな   

行事への参加を募っていきたい。 

 

〇常時どこかに相談できるようなサポートは必要である。 

 

           【千代田生涯学習カレッジ事務局からの報告】 

 

・入学者数は、第 1 期・第 2 期・第 3 期と右肩下がりになっている。 

・1 年次退学者の理由の多くは仕事との両立が困難・家庭の事情、その他、学びたい内容と

異なる等。 

・受講生や卒業生には、地域での学びと共に、大人同士での学びによって積極的な意識が生

まれている。 

[区政モニターアンケートより] 

・回答の 9 割は、「内容に興味がある」、「地域の役に立ちたい」。 

・興味はあるが、時間がないので入学は考えていない。年間 18 回～20 回の出席は自分のラ

イフワークに合致しない。 

[今後] 

・カリキュラムの変更など２年制にこだわらず、多様な方々が受講しやすいカレッジを目指

していく。 

 

          

【事務局からの報告】 

 

〇エポック 11 月号に掲載の「エポックリレー随筆」は及川委員及び大串委員に寄稿して頂

きました。ご多忙中、心より感謝申し上げます。次回 114 号掲載の「エポックリレー随筆」

は佐藤会長です。よろしくお願い致します。 

次回第 11 回会議は 3 月 13 日（金）午後４時 区役所 6 階特別会議室です。 

 

   

 

 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A2RCMR.IyLpWomAAXkiDTwx.;_ylu=X3oDMTFvYWNmdTZvBHBhdHQDcmljaARwb3MDMwRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15ud3fvb0/EXP=1455182408/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E8%8F%9C%E3%81%AE%E8%8A%B1+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88
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「オリンピック・パラリンピック」大会ボランティアの活動を 

「ダイバーシティ＆インクルージョン」の実践の場として 

及川 早苗 

 

 アルゼンチンで開かれた国際オリンピック委員会総会で2020年のオリンピッ 

ク・パラリンピック開催地に「TOKYO」が決まってから７年が過ぎました。今年 

はいよいよ華麗なスポーツの祭典が現実になります。最近は街角で「TOKYO2020」 

の大会ロゴやアスリートたちのポスターを目にするようになりました。昨年の 

ＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」では1964年の東京大会開催に至るまでの関係者の 

苦難の道のりを描いていました。そしてドラマには当時の記録映画や写真が頻 

繁に使用され、その一つひとつが大会と人々の熱気を彷彿させるものでした。 

 私は「TOKYO2020」に競技ボランティアとして参加します。すでに全体ボラン 

ティア研修を受講し、これから本番直前まで指名される競技の具体的な研修に入 

る予定です。どんな競技のお手伝いができるのかワクワクした気持ちで新年を 

迎えました。 

 「TOKYO2020」では多くの大会関係者やボランティアが携わっています。特に 

   ボランティアは競技ボランティアが８万人、都市ボランティアが３万人参加しま 

   す。また２００を超える国や地域から約11,000人の選手団がオリンピックに参加 

し、同様に１６０余り、約4,400人がパラリンピックに集結します。 

 関係者やボランティアは性別、年齢、国籍、話すことば、障がいの有無などに 

関わらず、さまざまな人々により構成されています。応援にも多くの人が訪れま 

す。多様な想いやバックグランドを持った人たちが競技を通じて混ざり合うの 

です。その舞台に自分が居合わすことは大きな喜びであり、このような貴重な体 

験ができることは大変な幸運と考えています。 

 最近「ダイバーシティ＆インクルージョン」の重要性が問われ始めています。 

独自の文化を作ってきた日本では「多様性」を受け入れにくい素地があります。

しかし、違いのある一人ひとりが個性や能力を発揮し合うことは大変重要なこと

です。困難に対して、多様なアイデアや解決策を出し合うことは大きな力になり

ます。まさに現在は、異質なものを排除する社会から、多様性を受け入れる包容

力のある社会が求められています。「異文化を理解し共生する」そして「多様性

を受け入れ活用していく」、このような社会が浸透していくことが理想です。オ

リンピック・パラリンピックはまさにそのあるべき姿だと思います。 

 大会本番では競技ボランティアとしてアスリートの熱戦を目の前で見ることが 

できるのでは、と期待しています。また、応援に来た様々な国の人たちとの交流 

も楽しみです。まさに「オリンピック・パラリンピック」は「ダイバーシティ＆ 

インクルージョン」を肌で直接感じる実践の場なのです。               

   

～ リレー随筆～  
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千代田区 地域振興部 生涯学習・スポーツ課 

 〒102-8688 千代田区九段南 1-2-1 

TEL：03-5211-3632 

 FAX：03-3264-1466 

  MAIL：shogaigakushuu@city.chiyoda.lg.jp 

 

 

「愛すべき仲間」 

                             大串 宣代 

 

新年を迎えると心持が改まり、今年はどんな年にしようかと心躍り目標をいく 

つか立てたりします。立てたものの「三日坊主で終了！」となるものもあります 

が、いくつかは数十年続いていまして、その一つに高齢者向けの配食サービスの 

ボランティアは 24 年続いています。 

一回の活動に参加するボランティアの仲間は約 20 名。事前のメニュー作り・ 

   買い物・配達表作成等を分担して行います。当日は、朝から 100 食のお弁当を作 

り、一軒一軒お顔を見て手渡しでお届けし、あわただしい約 4 時間の活動は月 3 

回です。 

なぜ続いているのかと思ったとき、一番は「仲が良い」素敵なグループである 

   ことです。毎回認識しているわけではありませんが、何のための活動か、自分に 

   しかできない、自分が担うべきことを担い、無意識の中、一人一人が陰の主役に 

   誇りをもって活動しているのではないかと思うのです。また、利用者さんとの交 

流で、できることは積極的にしてあげたいとの気持ち、ある意味「おせっかい集 

団」の私たちです。そしてもう一つ、仲間が互いの活動を認め合うことが長続き 

の理由かと思います。そして、私たちの何よりのご褒美は利用者さんの「ありが 

とう、おいしかった！」との声です。 

善き仲間と出会えたことに感謝し、沢山の笑顔のため今年もまた愛すべき仲間 

との一年が始まります。 

 

 


