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事業や講座等を実施している職員にとって，職務上必要

な学習プログラムに関する企画・立案能力の向上を図る。
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生涯学習振興生涯学習振興生涯学習振興生涯学習振興・・・・社会教育関係社会教育関係社会教育関係社会教育関係職員等研修職員等研修職員等研修職員等研修

学習プログラム研修（第２回）

【【【【全体全体全体全体のねらいのねらいのねらいのねらい】】】】



学習プログラム開発学習プログラム開発

の実際の実際ⅡⅡ

・・・・個別事業計画個別事業計画個別事業計画個別事業計画・・・・個別事業計画個別事業計画個別事業計画個別事業計画 シートシートシートシートＢＢＢＢシートシートシートシートＢＢＢＢ

・・・・各回各回各回各回のののの実施計画実施計画実施計画実施計画・・・・各回各回各回各回のののの実施計画実施計画実施計画実施計画 シートシートシートシートＣＣＣＣシートシートシートシートＣＣＣＣ



地域課題地域課題地域課題地域課題のののの設定設定設定設定

「個人個人個人個人のののの要望要望要望要望」と「社会社会社会社会のののの要請要請要請要請」を把握し，結び付ける。

・地域で解決しなければならない課題

・地域住民の求めに応じていくべき課題

シートＢ

１１１１ 学習学習学習学習目的目的目的目的のののの設定設定設定設定

地域課題を解決するために，どのようなどのようなどのようなどのような「「「「課題課題課題課題」」」」をををを

どのようなどのようなどのようなどのような「「「「理想理想理想理想のののの状態状態状態状態」」」」にしていきたいにしていきたいにしていきたいにしていきたい のかのかのかのかを文章化する。

住民自住民自住民自住民自らがらがらがらが，，，，学学学学びをびをびをびを通通通通してしてしてして地域地域地域地域のののの問題問題問題問題・・・・課題課題課題課題をををを解決解決解決解決しししし

ていけるようになるためにていけるようになるためにていけるようになるためにていけるようになるために，，，，「「「「学習学習学習学習」」」」のののの場場場場をををを作作作作っていくっていくっていくっていく。。。。

【【【【学習目的学習目的学習目的学習目的のののの例文例文例文例文】】】】

▲▲▲▲▲▲▲▲（（（（地域課題地域課題地域課題地域課題））））をををを●●●●●●●●●●●●（（（（意図意図意図意図））））ようにするようにするようにするようにする。。。。

※※※※「「「「●●●●●●●●●●●●にするにするにするにする」」」」のののの部分部分部分部分はははは，，，，理念的理念的理念的理念的なものでもよいなものでもよいなものでもよいなものでもよい。。。。

・・・・豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育てるてるてるてる。。。。 ・・・・道徳心道徳心道徳心道徳心をををを養養養養うううう。。。。 ・・・・仲間意識仲間意識仲間意識仲間意識をををを育育育育てるてるてるてる。。。。

・・・・人材人材人材人材をををを育成育成育成育成するするするする。。。。 ・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを形成形成形成形成するするするする。。。。 ・・・・地域地域地域地域のののの活性化図活性化図活性化図活性化図るるるる。。。。

個別事業計画をつくろう

（（（（シートシートシートシートＡＡＡＡからからからから転記転記転記転記））））



目的と目標の関係

目標目標目標目標

目標目標目標目標

目標目標目標目標

目標目標目標目標
目標目標目標目標

目的目的目的目的

目標目標目標目標

学習成果

目標目標目標目標

学習成果 学習成果

学習成果

学習成果

目標目標目標目標

学習成果

学習成果

初級初級初級初級

中級中級中級中級

上級上級上級上級

いきなり目的を達成する

ことは難しい



シートＢ

２２２２ 学習目標学習目標学習目標学習目標のののの設定設定設定設定

①①①①知知知知らないことをらないことをらないことをらないことを知知知知るようになるものるようになるものるようになるものるようになるもの

②②②②技能技能技能技能，，，，実技実技実技実技をををを伴伴伴伴うものうものうものうもの

③③③③意識意識意識意識をををを変変変変えるものえるものえるものえるもの

・・・・主語主語主語主語はははは必必必必ずずずず学習者学習者学習者学習者

・・・・目標目標目標目標はははは必必必必ずそのずそのずそのずそのプログラムプログラムプログラムプログラム内内内内でででで達成達成達成達成できるものできるものできるものできるもの

・・・・達成達成達成達成したかどうかがしたかどうかがしたかどうかがしたかどうかが確認確認確認確認できるものできるものできるものできるもの

どのようなどのようなどのようなどのような活動活動活動活動によってによってによってによって，，，，学習者学習者学習者学習者がががが，，，，どのようなどのようなどのようなどのような知識知識知識知識

やややや技能技能技能技能をををを身身身身につけにつけにつけにつけるるるるのかのかのかのか，，，，あるいはあるいはあるいはあるいは，，，，どのようなどのようなどのようなどのような意識意識意識意識

やややや価値価値価値価値観観観観をををを養養養養うのかうのかうのかうのか。。。。

②②②②・・・・③③③③をををを必必必必ずずずず

１１１１つつつつ入入入入れれれれ ２２２２つつつつ以上以上以上以上設定設定設定設定

＊＊＊＊生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育のののの場合場合場合場合はははは

②②②②・・・・③③③③がががが重要重要重要重要



３３３３ プログラムプログラムプログラムプログラム名名名名

魅力的で夢があるもの，学習目標が伝わるもの

ユニークで，短く，人の心をキャッチするもの

シートＢ

４４４４ 対象対象対象対象・・・・定員定員定員定員

目的や目標に合わせて絞り込む

5555 参加費参加費参加費参加費

施設使用料，食費，材料費，保険料，

計○○○円（申込時払い）など，

内訳や集金日時をはっきりさせる。



６６６６ 事前事前事前事前にににに必要必要必要必要なななな知識知識知識知識やややや準備物準備物準備物準備物

いざというときの医療機関の情報収集，

しおりやアンケートの作成，必要物品の手配等

シートＢ

７７７７ 留意点留意点留意点留意点

安全面の配慮，プログラムを通しての配慮

（子ども，高齢者ならではの配慮も必要）



８８８８ 学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラムのののの展開展開展開展開

回・日程 学習テーマ 各回の目標（◎）と学習内容 学習支援者 学習場所

第1回○月○日

10：00～16：00

チラシチラシチラシチラシにににに掲載掲載掲載掲載するするするする各回各回各回各回

ののののテーマテーマテーマテーマをををを内容内容内容内容がわかがわかがわかがわか

るようにるようにるようにるように，，，，簡潔簡潔簡潔簡潔にににに書書書書くくくく。。。。

○○公民館

○○研修室

○○公園等

講師，

指導者，

ボランティア

シートＢ

◎◎◎◎参加者参加者参加者参加者がががが…………によってによってによってによって，，，，○○○○○○○○になるになるになるになる。。。。

【【【【講義講義講義講義】】】】

①①①① ・・・・・・・・・・・・をををを知知知知るるるる。（。（。（。（○○○○○○○○分分分分））））

②②②② ・・・・・・・・・・・・をををを聞聞聞聞くくくく。（。（。（。（○○○○○○○○分分分分））））

【【【【ワークショップワークショップワークショップワークショップ】】】】

③③③③ ・・・・・・・・・・・・をををを話話話話しししし合合合合うううう。（。（。（。（○○○○○○○○分分分分））））

④④④④ ・・・・・・・・・・・・をををを計画計画計画計画するするするする。（。（。（。（○○○○○○○○分分分分））））

⑤⑤⑤⑤ アンケートアンケートアンケートアンケート記入記入記入記入をするをするをするをする。（。（。（。（○○○○○○○○分分分分））））



９９９９ 評価方法評価方法評価方法評価方法

「「「「プログラムプログラムプログラムプログラム目標目標目標目標のののの達成度達成度達成度達成度」「」「」「」「学習者学習者学習者学習者にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果」」」」

というというというという２２２２つのつのつのつの観点観点観点観点からからからからどのようにどのようにどのようにどのように情報情報情報情報をををを集集集集めればよいのかめればよいのかめればよいのかめればよいのか考考考考えるえるえるえる

●プログラムプログラムプログラムプログラム目標目標目標目標のののの達成度達成度達成度達成度

主催者が設定した目標を参加者がどのくらい達成したのか。

●●●●学習者学習者学習者学習者にとってのにとってのにとってのにとっての成果成果成果成果

当初設定した目標以外に，参加者自身が成長・変化した点は何か。

シートＢ

学習成果の評価については３回目に詳しくします

ので，ここではだいたいの方法を記すだけでよい。

手法手法手法手法：：：：アンケートアンケートアンケートアンケート，，，，インタビューインタビューインタビューインタビュー，，，，行動観察行動観察行動観察行動観察，，，，成果物成果物成果物成果物のののの分析等分析等分析等分析等



プログラムの内容についての注意

• 必ず３回以上の連続講座を計画

• 学習・活動の成果が次の回の学習活動に

活用できるように各回の流れを工夫する

：活動の系統性・連続性を重視

：オムニバス形式はよくない

：計画→練習・準備→発表など



１１１１ 学習学習学習学習テーマテーマテーマテーマとととと学習目標学習目標学習目標学習目標

シートシートシートシートＢＢＢＢのののの「「「「８８８８学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラムのののの展開展開展開展開」」」」にににに記載記載記載記載したしたしたした

「「「「 学習学習学習学習テーマテーマテーマテーマ」」」」とととと各回各回各回各回のののの「「「「学習目標学習目標学習目標学習目標」」」」をををを転記転記転記転記。。。。

各回の実施計画をつくろう

シートＣ

２２２２ 回回回回・・・・日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所

第○回

○月○日 10：00～11：30

多目的教室等

３３３３ 講師講師講師講師，，，，指導者指導者指導者指導者，，，，支援者等支援者等支援者等支援者等

シートＢの「９学習プログラムの展開」の「学習支援者」

に記載した講師，指導者，支援者等をををを転記転記転記転記。。。。

※※※※今回今回今回今回のののの演習演習演習演習ではではではでは，，，，複数回複数回複数回複数回のうちのうちのうちのうち，，，，１１１１回回回回（（（（連続講座連続講座連続講座連続講座のうのうのうのう

ちのちのちのちの最最最最もももも中心中心中心中心となるとなるとなるとなる回回回回をををを選択選択選択選択））））してしてしてして作成作成作成作成してみるしてみるしてみるしてみる。。。。



４４４４ 準備物準備物準備物準備物

参加者が準備するもの，主催者が準備するものを区別して示す。

シートＣ

５５５５ 会場図会場図会場図会場図（（（（机机机机，，，，いすいすいすいす等等等等のののの配置配置配置配置））））

会場の上から見た図の記載する。

準備物（例：プロジェクター，パソコン，スクリーン，マイク，

CDデッキ等）の設置場所を示しておく。



６６６６ 実施計画実施計画実施計画実施計画

時 刻 内 容 留意点

9：30

10：00

10：10

受付

・受付を済ませ，子ども（３～６才

児）を託児コーナーへ預ける。

オリエンテーション

・班編成と自己紹介（アイスブレイ

ク等）を行う。

講義「子どもの遊びについて」

・「遊びについて」等の講義をしてい

ただく。

・案内板，長机（１），

受付名簿

・受付 職員（１）

・託児ボランティア

（６）

・司会 職員（１）

☆適宜，水分補給な

どの休憩を入れる。

シートＣ



※※※※10101010：：：：30303030までまでまでまで

●●●●シートシートシートシートＢＢＢＢのののの作成作成作成作成 ●●●●シートシートシートシートＢＢＢＢのののの発表準備発表準備発表準備発表準備

・・・・発表発表発表発表タイムタイムタイムタイムはははは 10101010：：：：50505050～～～～

ワールドカフェワールドカフェワールドカフェワールドカフェ方式方式方式方式でででで実施実施実施実施

（（（（詳詳詳詳しいしいしいしい方法方法方法方法はははは後後後後でででで説明説明説明説明しますしますしますします。）。）。）。）

・・・・５５５５分間分間分間分間ででででシートシートシートシートＢＢＢＢのののの内容内容内容内容をををを発表発表発表発表。。。。→→→→相互評価相互評価相互評価相互評価

・・・・発表者発表者発表者発表者をををを各各各各グループグループグループグループ４４４４人人人人選選選選んでおいてくださいんでおいてくださいんでおいてくださいんでおいてください。。。。

（（（（同じ内容の発表を４回行います。）



発表・相互評価発表・相互評価



学習プログラム開発のポイント

①「個人の要望」と「社会の要請」のバランスが考慮されているか？

②目的を達成するための目標になっているか？

③学習者を主体にした具体的でわかりやすい言葉で目標が示されているか？

④対象者の範囲や人数が適切に設定されているか？

⑤学習目標に照らした内容が精選されているか？

⑥学習者にとって魅力的な内容になっているか？

⑦プログラムの順序やつながりは適切か？

「誰が」（学習者）「何について」（学習内容），「どのように」（学習方法）学習するのかを明確に。

各回の学習活動に連続性をもたせ，起承転結を意識する。



⑧過去の学習活動の成果や地域の人材などを活用する工夫がなされているか？

⑨会場や場所、回数や日程の設定は適切か？

⑩経費や参加費は適切に計算され設定されているか？

⑪事業名称は，人を惹き付けて，内容が分かるものであるか？

⑫目標にあった評価方法が選択されているか？

⑬参加者の振り返りを促す工夫がされているか？

⑭ネットワークづくりの視点がプログラムにあるか？

⑮学習成果を活用する機会や，次の活動へとつなげる工夫がされているか？

あわせて，参加者の準備物，主催者の準備物も明確にしておく。

短い言葉で，どんなことをするのか分かるものにする。

活動の継続と発展，学びが広がる（周囲の人へ，生活の中へ）工夫をする。

参加者間の相互交流，相互作用を促す工夫をする。

参加者自身による学習成果の確認を大切にする。



発表・相互評価について

カフェで語り合うような雰囲気で，メンバーを替えながら

対話を重ねる手法。結論や答えを特に求めず，参加者

同士がしっかりと意見や情報の交換を行うことができ，

全体の共有度が高くなる。

参加者同士でしっかりと意見や情報交換を行い，

仲間づくりをすすめましょう。

ワールドカフェワールドカフェワールドカフェワールドカフェ

堀公俊堀公俊堀公俊堀公俊, , , , 加留部貴行加留部貴行加留部貴行加留部貴行／／／／著著著著『『『『教育研修教育研修教育研修教育研修ファシリテーターファシリテーターファシリテーターファシリテーター』』』』日本経済新聞日本経済新聞日本経済新聞日本経済新聞出版出版出版出版社社社社よりよりよりより



①発表者は，自分のグループ席で発表をします。（５分間）

その他の人は 他のグループ席へ移動し，発表を聞きます。

（終了時にベル１回）

②発表の後，質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答やややや相互評価相互評価相互評価相互評価を行います。（５分間）

（終了１分前にベル1回） （終了時にベル２回）

③最後に，支援者支援者支援者支援者ががががコメントコメントコメントコメントを行います。（1分間）

（終了時にベル３回）

④次のグループ席へ移動します。

※これを４回繰り返します。



学習プログラムに対する評価コメント（気づ

き）を付箋に記入し，各自発表しながら関係

する箇所に貼っていく。

★ピンクの付箋

・・・ いいところ，その理由

★青い付箋

・・・ （建設的な）改善案

こうすればもっとよくなるかもというアイディア

××××「「「「ここはよくないここはよくないここはよくないここはよくない」」」」 ××××「「「「ここができていないここができていないここができていないここができていない」」」」

相互評価の方法

××××批判批判批判批判のみのみのみのみ禁止禁止禁止禁止 建設的建設的建設的建設的なななな意見意見意見意見をををを！！！！

いいいいいいいいネネネネ！！！！

私私私私ならこうならこうならこうならこう

するかもするかもするかもするかも！！！！



個別事業計画個別事業計画個別事業計画個別事業計画（（（（個別事業計画個別事業計画個別事業計画個別事業計画（（（（ シートシートシートシートＢ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）ののののシートシートシートシートＢ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）のののの

リデザインリデザイン



●●●●発表発表発表発表・・・・相互評価相互評価相互評価相互評価をををを通通通通してしてしてして気気気気がががが付付付付いたいたいたいた

プログラムプログラムプログラムプログラムのののの改善点改善点改善点改善点等等等等についてについてについてについて

グループグループグループグループでででで交流交流交流交流しあいましょうしあいましょうしあいましょうしあいましょう。。。。

（（（（感想感想感想感想もももも含含含含めてめてめてめて））））

●●●●気気気気がががが付付付付いたいたいたいた改善点改善点改善点改善点をもとにをもとにをもとにをもとに，，，，

実際実際実際実際ににににシートシートシートシートＢＢＢＢををををリデザインリデザインリデザインリデザイン（（（（改善改善改善改善））））してしてしてして

みましょうみましょうみましょうみましょう。。。。



各回各回各回各回のののの実施計画実施計画実施計画実施計画（（（（各回各回各回各回のののの実施計画実施計画実施計画実施計画（（（（ シートシートシートシートＣ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）ののののシートシートシートシートＣ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）のののの

作成作成



●●●●シートシートシートシートＣＣＣＣのののの作成作成作成作成にににに移移移移ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

（（（（１６１６１６１６:１０１０１０１０までまでまでまで））））

★★★★次回次回次回次回はははは，，，，作成作成作成作成していただいたしていただいたしていただいたしていただいたプログラムプログラムプログラムプログラムをををを

発表発表発表発表していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。

学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラムのののの内容発表内容発表内容発表内容発表→→→→相互評価相互評価相互評価相互評価

→→→→講評講評講評講評

★★★★発表者発表者発表者発表者（（（（１１１１名名名名））））をををを決決決決めてめてめてめておいてくださいおいてくださいおいてくださいおいてください。。。。

★★★★７７７７分間分間分間分間でででで発表発表発表発表できるようできるようできるようできるよう発表内容発表内容発表内容発表内容をまとめをまとめをまとめをまとめ

てててておいてくださいおいてくださいおいてくださいおいてください。。。。



振振振振りりりり返返返返りりりり振振振振りりりり返返返返りりりり



本日本日本日本日のののの研修研修研修研修をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって・・・・・・・・・・・・

●●●●気気気気がががが付付付付いたこといたこといたこといたこと。。。。

●●●●これからこれからこれからこれから仕事仕事仕事仕事にいかせそうなことにいかせそうなことにいかせそうなことにいかせそうなこと。。。。

●●●●自分自分自分自分なりのなりのなりのなりの「「「「目標目標目標目標」」」」をどれくらいをどれくらいをどれくらいをどれくらい

到達到達到達到達できたかできたかできたかできたか？？？？

●●●●次回次回次回次回のののの研修研修研修研修にににに向向向向けてのけてのけてのけての意気込意気込意気込意気込みみみみ

（（（（期待期待期待期待・・・・不安等不安等不安等不安等））））はははは？？？？

振振振振りりりり返返返返りりりり


