
特定非営利活動法人 まなびのたねネットワーク（宮城県仙台市） 

学校教育でのキャリア教育支援を通し、志を持ち社会に貢献できる子どもを育成。地域

と学校を結ぶコーディネーターづくりのための交流会・研修を実施 

みやぎっ子応援事業~宮城の未来を担う子どもを育てるため大人がつながろう~ 

（平成 26年度 NPO 等の運営力強化を通じた復興支援事業） 

 

１ 団体の概要 

学校教育支援と社会教育支援を通して青少年育成と市民が育つ地域社会づくりに寄与すること

を目的とし、仙台市を中心に小中学校等でのキャリア教育（自分づくり教育）に取り組む NPO法人

である。具体的には学校教育の中での授業づくりを担うとともに、教員研修や学校と地域をつなぐ

コーディネーター（以下、学校教育コーディネーター）育成講座、教育ファシリテーション講座、

地域づくり人材育成講座など様々な研修会や講座を実施し、地域と学校を結ぶ人材育成を行ってい

る。 

 

活動開始年度 平成 18年度 法人設立年度 平成 20年度 

主な活動分野 子どもの育成、社会教育、まちづくり 

所在地 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目６-22 シャンボール一番町 704 

電話 022-707-0122 FAX 022-707-0497 

E-mail info@manabinotane.net 

URL http://www.manabinotane.net/ 

代表者 伊勢 みゆき 会員数 15名 

スタッフ数 ７名（内有給常勤３名、有給非常勤４名） 

事業規模 2,500万円（平成 26年度） 

 

２ 活動内容 

キャリア教育を通じて、子どもたちが具体的に将来なりたい自分のイメージを持つことが、子ど

もたちの目標に向かっての積極的な行動を生み、そのことが被災地の復興にも役立つという観点か

ら、平成 24 年度以降、仙台市と連携し学校教育でのキャリア教育支援を中心に事業を展開してい

る。具体的には、様々な職業の人が学校等に出向き自分の職業について子どもたちに語る出前授業

のほか、例えば仙台市の小学６年生を対象に「防災を学ぶ授業」を実施し、児童たちが「防災宣言」

を作るとともに、災害等に備え、地域の人たちと繋がることを目指したイベントを大人の団体に働

き掛けて、開催するといった活動を実施している。 

平成 26 年度は、学校教育でのキャリア教育支援のほか、県内の学校教育コーディネーターの実

態把握のための県内教育委員会へのヒアリング調査、学校教育コーディネーターの質の向上のため

の交流会、視察・研修会を実施している。 

また、宮城県内７小学校と５中学校、２高校において（うち本事業での支援対象は、７小学校、

３中学校）、学校のニーズに応じたキャリア教育プログラムを実施している。学校のニーズは、通

年での実施から単発的なものまで様々で、ワークショップ型の教育プログラム（授業）の実施や専

門家講師のコーディネート、教員研修を行っている。 

Ｎｏ.10 
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ワークショップ型キャリア教育授業の様子 

 

コーディネーター交流会の様子 

県内教育委員会へのヒアリング調査では、学校教育コーディネーターの配置や取組状況、サポー

ト体制を把握し、教育委員会ごとの実態と今後の対策を検討し、情報提供した。 

仙台市では学校教育コーディネーターである「スーパーバイザー」の活動が広がりつつあるもの

の、仙台市以外では学校教育を支える学校教育コーディネーターが配置されていなかったり、立ち

上げたばかりの所も多いことから、交流会を開催し、学校教育コーディネーターどうしが意見交換

や情報共有を行う「コーディネーター交流会」を設けた。交流会翌日には、学校教育コーディネー

ターの能力向上を目指し、つなぎ役を担う方を対象とした「教育ファシリテーション講座」を開催

した。 

また、先進地域の研修として沖縄で開催されたキャリア教育ＥＸＰＯ及び東京や仙台、石巻等に

おいて開催されたキャリア教育スキルアップのためのワークショップ研修に参加し、スタッフのス

キルアップを積極的に図っている。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「防災を学ぶ授業」についての報道（河北新報第 2朝刊 平成 26年４月 13日） 

 

 

 

  

70



 

 

教育支援プログラム集 

学校と地域をつなぐ活動ノウハウ集 

３ 活動の特徴 

（１）活動の中で見られた工夫や活動が上手く進んだポイント 

●教育支援プログラムや学校と地域をつなぐノウハウの蓄積 

平成 24年度に、当団体と仙台市教育委員会によりみやぎ子ども教

育支援ネットワーク協議会を立ち上げ、教育支援プログラム集を作

成しており、学校で出前授業に賛同した教育支援団体（行政・企業・

大学・NPO等）約 70のプログラムを掲載した。また、学校教育コー

ディネーターとして活動してきた実績から、教育支援に関わるノウ

ハウの蓄積を通じて、出前授業のテーマや回数などの多様な学校の

ニーズや、学校教育コーディネーターの経験や能力のレベルに応じ

た支援が可能となっている。 

平成 26 年度のコーディネーター交流会では、東京の NPO が取

りまとめた「学校と地域をつなぐ活動ノウハウ集」を参加者全員

に配布し、コーディネーターの能力向上に活かしている。 

 

 

 

 

●宮城県内の教育委員会、学校教育コーディネーターとのネットワークづくり 

県内全域の教育事務所・教育委員会へのヒアリング活動を通じて、子どもの育成に関して、学

校・家庭・地域の新たな連携体制の構築のためには、学校教育コーディネーターの役割が重要で

あることや自分らしい生き方を実現するための力を養うキャリア教育が重要であることを理解

してもらうよう努めている。このなかで教育現場の課題解決に向け学校教育コーディネーターの

導入やキャリア教育の実施に向けて、教育関係者との意見交換ができ、教育関係者から相談を持

ち掛けられるようになるなど教育委員会等とのネットワークが構築されている。 

また教育委員会を通じて県内各地の学校教育コーディネーターの交流会を県内で初めて開催

したことによって、意識の高い学校教育コーディネーターの緩やかなつながりが構築されている。 

 

（２）成長プロセスにおける特徴 

事業実施前 事業実施中 

～平成 23年度 平成 24～25年度 平成 26年度 

 
（背景） 
平成 17-19年度経済産業省
のキャリア教育プログラ
ム開発事業やキャリア教
育コーディネーター育成
事業に携わる。平成 20～21
年度の文科省事業「学校地
域支援本部事業」で、仙台
市内最初のモデル校にて
団体スタッフ 3名がスーパ
ーバーザー（学校教育コー
ディネーター）を担う。 
 

 
当団体と仙台市教育委員会
が連携し、学校教育でのキ
ャリア教育支援や教育支援
プログラム集の作成、コー
ディネーター研修等を実
施。 
また、沿岸部のキャリア教
育支援では、宮城県東部地
方振興事務所と連携し、
様々な教育活動を展開す
る。 

 
  本事業では、宮城県教育委
員会の協力の下、県内各教育
事務所とのつながりができ、
学校と地域をつなぐ学校教
育コーディネーターの実態
把握や「コーディネーター交
流会」の開催する。また、仙
台と石巻を中心に地域と連
携し多様なキャリア教育プ
ログラムに発展している。 
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（３）事業実施の各段階における関係主体との関連 

 関係主体との関連 

実
施
前
（
～
平
成
25
年
度
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実
施
中
（
平
成
26
年
度
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４ 活動の成果 

◎キャリア教育プログラムによる地域復興を担う子どもたちの育成 

当団体はキャリア教育プログラムを通じて、出前授業で様々な職業を持つ人の声を直接聞くこ

と等によって、子どもたちが社会との関わりを意識し、社会の中で自分ができることや果たすべ

き役割は何か、その実現のためにはどのような取組が必要なのかについて、より深く考える機会

を提供しており、子どもたちが具体的な夢や希望を意識し、その実現に向かって意欲的に取り組

むようになるきっかけを育む機会を創出した。 

また、キャリア教育プログラムを実施することにより、子どもたちの変化を実際に見ることに

よって教員のキャリア教育に対する理解も深まっている。 

 

◎県内各地の学校教育コーディネーターの実態把握 

特定非営利活動法人 

まなびのたねネットワーク 

 

（仙台市・

女川町内） 

支援依頼 

キャリア教育 

プログラムの実施 

講師コーディネート 

仙台市教育委員会 

女川町教育委員会 
連携・協力 

連携・協力 

協議会 

 ・「教育支援プログラム集」の発行（H24） 

 ・「教育支援メニューフェア」の開催（H24） 

 ・「キャリア教育フォーラム」の開催（H25） 

 ・「教育ファシリテーション講座」の開催 

（H25） 

 

特定非営利活動法人 

まなびのたねネットワーク  
支援依頼 

キャリア教育 

プログラムの実施 

講師コーディネート 

仙台市教育委員会 

宮城県教育委員会 
連携・協力 

協力  

コーディネーター交流会該当者への情報提供 

（チラシ配布） 

 

各教育事務所 

各教育委員会 

ヒアリング 

ヒアリング 

協働教育担当者の紹介 

広報チラシ配布協力 

 

コーディネーター交流会該当者への情報提供 

（チラシ配布） 

東部地方振興事務所 

企業 宮城水産高校 

企業紹介・調整 

訪問先依頼 授
業
支
援 

内は「NPO 等の運営力強化を通じた復興支援事業」で企画まで実施、具体的展開は別事業 
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◎県内各地の学校教育コーディネーターの実態把握 

仙台市以外の地域では、学校教育コーディネーターの人数をはじめ、活動の実態が把握されて

いなかったが、教育本部及び代表的な教育委員会へのヒアリング調査を通じて、教育委員会ごと

に異なっている学校教育コーディネーターの位置づけや取組状況、サポート状況や課題を把握す

ることができ、教育委員会等からみたニーズや教育研修の必要性を改めて認識することができた。 

また、実態把握のヒアリングを通じて、実際に教育委員会等から教職員研修会などの講師依頼

があるなど、団体の運営力の強化が図られている。（下記「◎津波被災地の子どもたちの支援、

キャリア教育の具体化」参照）。 

 

◎学校教育コーディネーター間のネットワークの形成 

NPO 等の運営力強化を通じた復興支援事業で企画・実施された学校教育コーディネーターの交

流会や視察・研修の場の中で、コーディネーターどうしが、日頃の問題意識や取組情報の共有を

行うことによって、活動上困っていることの解決策やヒントが得られるなどの成果が得られ、当

該事業後もコーディネーター間のネットワークづくりやコーディネーターの能力向上、育成に繋

がっている。 

 

◎津波被災地の子どもたちの支援、キャリア教育の具体化 

キャリア教育では、地域社会と連携しながら、子ども達が本物の体験をしたり、魅力ある大人

と出会ったりすることが重要とされている。本事業により、特に津波被災地である沿岸部の小学

校では当団体のオリジナルキャリア教育プログラム実施など継続的支援を行った事が、地元の水

産加工会社を訪れて行った「たらこづくり体験」や、水産高校を訪問して行った「かまぼこづく

り体験」等の発展的キャリア教育の授業実施に繋がっている。（体験活動は別事業予算で実施）

これらは、実体験を通じて地域を学び、復興に向けて活躍する企業や事業者の姿を肌で感じるプ

ログラムとなっており、被災地の子どもの地域貢献の芽を育むことに役立っている。 

被災地の事業者にとっても、子どもたちに自分たちの取組を知ってもらうとともに、明るく元

気な子どもたちの姿に接することで、事業や復興への取組に元気をもらっていると感じるなど、

結果的に地域復興への意欲の向上といった効果も見られ、地域づくりへの効果が現れている。 

 

＜事業を通じて得た定量的な成果＞ 

事業を通じた成果 
平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

平 成 26 年 度

（3 月末時点） 
累計 

キャリア教育 

関係教育、児童生徒

数 

延べ 

1,530人 

延べ 

1,461人 

延べ 

2,020人 

本 事 業 延 べ

2,268人 

( 全 事 業 延 べ

3,709人) 

述べ 

8,720人 

コーディネーター交

流会参加者数 
－ － － 計 32人 計 32人 

コーディネーター視

察・研修参加者数 
－ － － 延べ 40人 述べ 40人 

事業は平成 26年度実施「NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業」 
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５ 活動の継続に向けた課題と今後の展望 

（１）活動の継続に向けた課題 

◎教員、地域へのキャリア教育の必要性へのさらなる啓発 

子どもの健全な育成のためには、学校が核となり地域社会全体で子どもを育てていく仕組みづ

くりが重要であり、今後も一層、教員はもとより地域の人々の理解と協力が必要である。 

子どもを対象に地域の教育力を活用した学びの場づくり（平成 26 年度に一部実施）をモデル

的取組として、情報発信するなど、教員と地域へのキャリア教育の理解促進を図ることが必要で

ある。 

 

◎活動資金の確保 

キャリア教育プログラム等に対し市町村が予算を措置する事例は依然少なく、国・県の補助事

業として実施するケースが多い。キャリア教育の必要性の認知を高め、市町村による予算措置を

促進することによって、現在、当団体が負担している講師の人件費等の負担が軽減される。当団

体としては、当面、着実な補助事業等の受託が必要不可欠であるが、将来的には、学校教育コー

ディネーター育成となる講座、研修会について、自主事業として実施し、自主財源としていくこ

とによってさらに運営力を強化していくことが考えられる。 

また認定 NPO法人の取得など、団体の経営基盤の充実を図ることも重要である。 

 

◎事業マネジメント人材の育成・確保 

現在、スタッフの人材育成は内部研修等を通じて行っているが、税務など専門的なスキルにつ

いてはアウトソーシングで賄っている。 

将来、認定 NPO法人化や事業拡大を図るためには、事業のマネジメントを担うスタッフの確保

が課題となっている。 

 

（２）今後の展望 

◎各教育委員会とのネットワークを活かした事業展開の拡大 

今年度事業による県内各教育委員会等とのネットワークを活かし、さらにキャリア教育の理解

促進を図ることにより、学校教育コーディネーターを導入していない地域やキャリア教育を実施

していない地域において、キャリア教育や教員研修等の実施を広げていく。 

 

◎認定 NPO法人の取得 

認定 NPO法人の取得に向けて、必要な要件を満たすよう準備を進めていく。 
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