
【お申し込み・お問い合わせ】： 北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域 敷田麻実
Webサイト：https://www.social-jaist.com/ からどうぞ

地域でのソーシャルな働き方を学ぶ
〜地域に開かれた学習塾の可能性〜

会場：JAIST(北陸先端科学技術大学院大学）
金沢駅前オフィス ポルテ金沢（１2階）

2017 4/26(水)17：30– 19：30
タビト學舎

加賀市で 「大人になることがワクワクする塾」を運営する

「大人になることがワクワクする塾」が学
習塾タビト學舎のコンセプトです。旧診療所
をスタイリッシュに改装した塾舎では「学習
塾＝進学のための勉強をする場所」という概
念に捉われず、イベントや1日カフェが開か
れたり、コワーキングスペースだったりと、
高校生だけではなく大人も行き交います。
高校生に社会と触れ合う場を設けたいとい
う想いで始まった学習塾が「サードプレイス
」として地域で大きく動きはじめました。
今回はサードプレイサー飯貝さん夫妻が試
みる新しい学びの場づくりについてケースス
タディします。

■講師プロフィール：
1982年、加賀市大聖寺生まれの同級生。大学卒業後、夫は東京で大手
システム会社、妻は大阪で精密機械メーカーに勤務。2012年、結婚を機
に二人で退職し世界一周の旅に出る。約１年半の旅の末、2015年に故郷
大聖寺にUターン。2016年タビト學舎を設立し、加賀市の地域づくり塾
「かがやき塾」の運営にも携わっている。

定員：20名 参加費無料 事前申し込み要

飯貝誠さん・飯貝真美子さん

JAIST 社会人セミナー 2017 地域人材育成セミナー第1回 【水曜学ぶでしょう】

Leaning for solution 社会課題の解決をデザインする 北陸先端科学技術大学院大学



【お申し込み・お問い合わせ】： 北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域 敷田麻実
Webサイト：https://www.social-jaist.com/ からどうぞ

専門家として地域と向き合う
〜地域ニーズを傾聴するという専門性〜

福井県庁 自然環境課

国立公園のレンジャーとして無理難題を手がけた貴重な経験

国立公園の自然を守る仕事は、「レンジャ
ー」と呼ばれる専門家が担っています。
レンジャーは「自然を守る」ことが仕事
だと思われていますが、実際には地域の
様々なニーズと向き合う仕事です。
専門性が役立つと思ってレンジャーの仕
事に就く人は多いのですが、実際には専門
知識を使って自然保護を進める華々しさは
ありません。むしろ地域の人々の声に耳を
傾け、聞くことから仕事が始まります。
佐々木さんからは、地域ニーズに耳を傾け、
それを解決に結びつけた経験をお聞きします。

■講師プロフィール：
北海道大学で土壌学（牧場の窒素循環）、同大学院で砂浜の植物生態

学を勉強後、2002年に環境省に就職。熊本県の阿蘇くじゅう国立公園の
草原再生事業、長崎県の離島・対馬のツシマヤマネコの保護事業、東北
の国立公園・白神山地世界遺産の管理、東日本大震災からの復興事業、
長距離自然歩道（みちのく潮風トレイル）に関わり、現職に至る。

会場：JAIST(北陸先端科学技術大学院大学）
金沢駅前オフィス ポルテ金沢（１2階）

2017 5/24(水) 18：00– 20：00

定員：20名 参加費無料 事前申し込み要

佐々木真二郎さん

JAIST 社会人セミナー 2017 地域人材育成セミナー第2回 【水曜学ぶでしょう】

Leaning for solution 社会課題の解決をデザインする 北陸先端科学技術大学院大学



【お申し込み・お問い合わせ】： 北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域 敷田麻実
Webサイト：https://www.social-jaist.com/ からどうぞ

人口最少の鳥取県での働き方革命
〜柔軟な働き方というLASSIC（ラシック）モデル〜

LASSIC 副社長

プロフェッショナルにあわせて働きやすい環境を創る挑戦

新しい働き方や働き方革命が提案されてい
ます。誰もが幸せでかつ安心して働ける職場
を求めています。
その一方で、個人の育児や介護、地方移住
など、ライフステージに対応した多様な働き
方ができる職場が都市部で求められています。
しかし、それが本当に必要なのは、これから
UIターンの場となる地方ではないでしょうか。
そこで、人口が最も少ない鳥取県で、それ
を実現する会社「LASSIC」の西尾さんから、
個人のニーズと地域社会、会社の利益をうま
くマッチングさせた、「地方創生採用」を生
み出す試みをお聞きします。
■講師プロフィール：

1975年、鳥取県生まれ、鳥取育ち、鳥取在住。鳥取県内の高校を卒業後、
県外の大学に進学。32歳で鳥取にUターンしてLASSICを創業し、現在に
至る。愛する故郷で自分らしい働き方を目指し、毎年30%超の成長を続
けている。その取組の内容をお伝えする。

会場：JAIST(北陸先端科学技術大学院大学）
金沢駅前オフィス ポルテ金沢（１2階）

2017 6/21(水) 18：00– 20：00

定員：20名 参加費無料 事前申し込み要

西尾知宏さん

JAIST 社会人セミナー 2017 地域人材育成セミナー第3回 【水曜学ぶでしょう】

Leaning for solution 社会課題の解決をデザインする 北陸先端科学技術大学院大学



【お申し込み・お問い合わせ】： 北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域 敷田麻実
Webサイト：https://www.social-jaist.com/ からどうぞ

メタファシリテーション入門講座
～事実から相手との関係を創る実践的質問法を学ぶ～

NPO法人ムラのミライ・認定トレーナー

仕事で失敗した相手に「なぜできないの？」と
聞いていませんか。それは意味のない質問なので
す。「なぜできないか」が解っていれば、できて
いたはずだからです。大切なのは、できなかった
事実から考えることです。
「質問の仕方なんて簡単さ」、そういうあなた
は、果たして「事実」を聞いていますか？
では、どう聞けばよいのでしょう。その答えは
今回のセミナーにあります。途上国支援で抜群の
効果を発揮している「メタファシリテーション」
です。地域づくり、教育、子育て、福祉、「相手
のある仕事」で、明日から役立つ講座です。

■講師プロフィール：

1971年生まれ、岐阜市出身。1995年「国際協力の仕事がしたい、途上国で

働きたい！」と、ムラのミライ（当時ソムニード）の南インドの活動地を
訪れたのがきっかけで、2001年にムラのミライ・インド事務所の初代駐在
員となる。2011年に退職するまでインド勤務。2014年に『南国港町おばち
ゃん信金〜 支援って何？「おまけ組」共生コミュニティの創り方〜（新評
論）』を出版。インド11年、ネパール4年の暮らしを経て、2016年から16
年ぶりに日本（京都）在住。認定トレーナーとして、メタファシリテーシ
ョン研修を各国、各地で開催。

会場：JAIST（北陸先端科学技術大学院大学）
金沢駅前オフィス ポルテ金沢（１２階）

2017 8/23(水) 18：00 – 20：00

定員：20名 参加費無料 事前申し込み要

原康子さん

JAIST 社会人セミナー 2017 地域人材育成セミナー第4回 【水曜学ぶでしょう】

Leaning for solution 社会課題の解決をデザインする 北陸先端科学技術大学院大学



【お申し込み・お問い合わせ】： 北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域 敷田麻実 
      Webサイト：https://www.social-jaist.com/ からどうぞ    

ステキを伝えるコーディネート 
～対象の魅力を引き出す取材力と表現力〜 

インテリアコーディネーター・スタイリスト・ライター等 

 
 

 経済産業省が2006年に発表した「社会人基礎力」
には、新しい価値を生み出す「創造力」が含まれて
います。しかし、造るだけでは十分ではありません。
人に伝えることができて始めて、価値が生まれるの
です。 
 そこで今回は「新たな価値をどのように作り、どの
ように伝えるのか」について学びます。発行部数20
万部の女性誌や、月刊利用者数3000万人のウェブ
サイトでスタイリスト／ライターとして活躍されている
「くろだあきこ」さんに講師をお願いしました。 
 学ぶことは総合する力を身につけること、多様な関
係者の意見を聞きながら、優れた形を作り出す、くろ
ださんから学ぶ、この秋一番の企画です。 

■講師プロフィール： 
 

石川工業高等専門学校建築学科卒業。大学編入、大学院を経て科学技術情
報のデータベース作成業務に携わる。元同級生にすすめられ、兼業でライ
ター業を開始。家具やインテリアなど暮らし周りのトピックを得意とし、
情報サイトAll Aboutでインテリアショップガイドを務める。同サイトでの
執筆記事は350超。現在も会社勤めをしながら、スタイリスト、フリーラ
イターとして雑誌づくりや伝統産業のカタログ作成などに関わる。 

会場：JAIST（北陸先端科学技術大学院大学） 

     金沢駅前オフィス ポルテ金沢（１２階） 

2017 9/27(水) 
 

18：00 – 20：00 

定員：20名 参加費無料 事前申し込み要 

くろだあきこさん 

JAIST 社会人セミナー 2017 地域人材育成セミナー第5回 【水曜学ぶでしょう】 

Leaning for solution  社会課題の解決をデザインする 北陸先端科学技術大学院大学 



【お申し込み・お問い合わせ】： 北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域 敷田麻実
Webサイト：https://www.social-jaist.com/ からどうぞ

自分をブランド化する地域暮らし
～学びで豊かできる地域の暮らし～

まるやま組

退職後は田舎でゆったりと暮らしたい。夫婦
で自然の中で子育てしたい。誰もが描く、豊か
な田舎暮らしは「本当に実現可能」なのでしょ
うか。
今回は、能登での持続可能な田舎暮らしのた

めに、自宅を「住み開き」し、学び合いの場
「まるやま組」を主宰する萩のゆきさんに、リ
アル地域暮らしの工夫を伺います。
土地に根ざして暮らすために、「自分の暮ら
しをデザインする」「自分をブランド化する」
萩野さんの仕事と暮らしを学びます。地域資源
を巧みに活かしながら、都市を相手にデザイン
するクリエイティブな地域暮らし講座です。
■講師プロフィール：
1966年東京都生まれ。日本女子大学家政学部住居学科卒。デザ

イナー。金沢大学「能登里山マイスター」、「能登いきものマ
イスター」認定。能登を中心とした農林水産物などの商品企画
やグラフィックデザインに関わる。14年前にアメリカから能登

へ移住。ライフワークとして土地に根ざした学びの場まるやま
組を主宰。1男2女の母。

会場：JAIST(北陸先端科学技術大学院大学）
金沢駅前オフィス ポルテ金沢（１2階）

2017 10/25(水)18：00– 20：00

定員：20名 参加費無料 事前申し込み要

萩のゆきさん

JAIST 社会人セミナー 2017 地域人材育成セミナー第6回 【水曜学ぶでしょう】

Leaning for solution 社会課題の解決をデザインする 北陸先端科学技術大学院大学



【お申し込み・お問い合わせ】： 北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域 敷田麻実
Webサイト：https://www.social-jaist.com/ からどうぞ

批判と対峙するチカラ入門
～意見の異なる人との議論のつくりかた～

「日本選挙新聞」発行人

地域で様々な人々と出会い、共有できる話題
を探り、関わりを深めていくことは、地域をよ
くするために重要です。

でも、その重要な場面で、きっとあなたは価
値観や意見の合わない人に「出会う」でしょう。
そんな「価値観さえ違う人たち」と、一体どう
すればうまくやってゆけるのでしょうか、対話
してゆけるでしょうか。

今回は「批判と対峙するチカラ」をつける
ための入門講座として、勉強会やオンラインコ
ミュニティで多様な人との議論を基本に活動さ
れている座間宮ガレイさんにガレイ流の対話方
法論、「ダイアログ」を伺います。
■講師プロフィール：
石川県小松市出身。金大附高卒。早大法学部中退の４０歳。大竹まこと氏に師事
し放送作家となる。現在は放送作家を休み、選挙アナリスト。2015年から全国各
地で「お勉強会」を開始。バラエティー番組の放送作家やシティーボーイズなど
のコント作家のキャリアを活かし、詳しい人たちには「ガッツリ編」、詳しくな
い人たちには「おっかなビックリ超♡初心者編」、さらに広く関心を持つための
「１５分でわかる！人生が変わる！『新聞読み方講座』」と主催者のコンセプト
にあわせわかりやすく面白く、笑いとともに全国各地で開催中。2017年から月刊
誌「日本選挙新聞」を創刊。

会場：JAIST(北陸先端科学技術大学院大学）
金沢駅前オフィス ポルテ金沢（１2階）

2017 11/22 (水)18：00– 20：00

定員：20名 参加費無料 事前申し込み要

座間宮ガレイさん

JAIST 社会人セミナー 2017 地域人材育成セミナー第7回 【水曜学ぶでしょう】

Leaning for solution 社会課題の解決をデザインする 北陸先端科学技術大学院大学



【お申し込み・お問い合わせ】： 北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域 敷田麻実
Webサイト：https://www.social-jaist.com/ からどうぞ

-年末特番-脱フルタイム思考！
～自分に合う働き方をカスタマイズ～

くろださん：インテリアコーディネーター・スタイリスト・ライター等
阿部さん：家具・雑貨デザイナー インテリアデザイナー等

好きなことをフルタイムの仕事にしないと、成
功ではないと思っていませんか？実はその考えこ
そ働くあなたを苦しめているかもしれない。
好きなことをフルタイムの仕事にして成果を出

すことは、人生を充実させる一つですが、それが
たった一つの方法ではありません。「好きなこと
をやる」ために、固定概念を取り払って「自分に
合う働き方をカスタマイズする」ことも大切です。
「これからの世代の働き方と仕事との向き合い
方」を考えてみませんか？そこで、第５回セミナ
ーで評判が良かったくろださんに再登場いただき、
デザイナーの阿部さんを講師に加え、仕事で協働
することによりプロジェクトを成功に導くお二人
から「取材力」と「表現力」を学びます。

■講師プロフィール：
1971年生まれの同級生。くろださんは大学院卒業後、会社員として働くが、
阿部さんの勧めで、兼業でライター業を開始。スタイリスト、ライターと
して雑誌づくりなどに携わり、情報サイトAll Aboutでインテリアショップ
ガイドを務める。阿部和美さんはNYのパーソンズ美術大学を卒業後、独立
してデザイン業務に携わる、子育て中の母。インテリアライフスタイル展
ヤングデザイナーズアワード受賞。ドイツ・アンビエンテ招待デザイナー。

会場：JAIST(北陸先端科学技術大学院大学）
金沢駅前オフィス ポルテ金沢（１2階）

2017 12/19 (火) 17：30 – 19：00

定員：１２名 参加費無料 事前申し込み要

くろだあきこさん・阿部和美さん

JAIST 社会人セミナー 2017 地域人材育成セミナー第8回 年末特番

Leaning for solution 社会課題の解決をデザインする 北陸先端科学技術大学院大学



【お申し込み・お問い合わせ】： 北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域 敷田研究室
Webサイト：https://www.social-jaist.com/ からどうぞ

キャリアブランディング入門
～新しい働き方時代のキャリアのつくりかた～

慶應義塾大学SFC研究所・上席所員、 キャリア・コンサルタント

他の誰のものでもない、あなたにとってのHappy
キャリアってなんだろう？

キャリアアップや能力開発の個人主導型がスタン
ダードとなった今、働くことや社会での役割、そし
て日々の暮らしを喜びの色に染めていくこと、その
主体は自分自身です。変化の激しいこの時代に、自
分と大切な人たちが豊かな気持ちでライフキャリア
を紡いでゆくために、仕事観や幸福感、そして自身
を見つめてみましょう。

今回は、偶然の出来事を味方につける方法、やり
たいことを諦めない人生設計など、あなたが輝くた
めの「Happyなキャリアブランディング」がギュッ
と詰まった２時間です。
■講師プロフィール：
慶應義塾大学SFC研究所・上席所員、（株）ANA総合研究所・客員研究員。
キャリアコンサルタント（国家資格）として企業キャリア研修やシニア対象キャリア
コンサルティング、また、大学講師としてキャリア学や観光ホスピタリティに関わる
授業を担当し、幅広い世代に向けたキャリア教育と支援を行っている。１１年半の
ANAの国際線キャビンアテンダント時代にチーフパーサーやファーストクラスを担当
し、そこで培ったヒューマンスキルを活用した「理論→実践」のキャリアデザイン教
育が特徴。2017年に慶應義塾大学SFC研究所の上席所員に着任し、慶應キャリアリソ
ースラボにてキャリア自律を促進する教育カリキュラムの研学を続けている。慶應義
塾大学大学院・政策メディア研究科・修士卒。平成２９年度 いしかわ観光創造塾の講
師をつとめる。人材育成学会、日本観光ホスピタリティ教育学会所属。

会場：JAIST(北陸先端科学技術大学院大学）
金沢駅前オフィス ポルテ金沢（１2階）

2018 1/24 (水)18：00– 20：00

定員：20名 参加費無料 事前申し込み要

永石尚子さん

JAIST 社会人セミナー 2017 地域人材育成セミナー第9回 【水曜学ぶでしょう】

Leaning for solution 社会課題の解決をデザインする 北陸先端科学技術大学院大学



【お申し込み・お問い合わせ】： 北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域 敷田麻実
Webサイト：https://www.social-jaist.com/ からどうぞ

サステナビリティ＆ビジネス新時代
～SDGs・ESGな2020年代の仕事のつくり方～

(株)エンパブリック代表

EV（電気自動車）についての報道が年末か
ら急に増えました。2015年のパリ協定以降、
世界のビジネスが「脱炭素」への動きを一気に
加速した結果です。

ビジネス界では、SDGs（国連の持続可能な
開発目標）によって、環境や社会への取組は、
「しないといけないこと」から「中長期的な成
長の軸」へと大きく変わりました。

今回は、ソーシャルビジネスを育成している
広石さんから、持続可能な社会でブレークする
「2020年代の事業構想の技法」を学びます。

■講師プロフィール：
1968年大阪生まれ。東京大学大学院薬学系修士課程修了後、シ
ンクタンク、NPO法人ETIC.を経て、2008年株式会社エンパブ
リックを創業。「思いのある誰もが動き出せ、新しい仕事を生
み出せる社会」を目指し、ソーシャルビジネスの開発、地域発
の課題解決プロジェクトの担い手育成に取り組む。慶應義塾大
学総合政策学部、立教大学経営学部等の非常勤講師も務める。

会場：JAIST(北陸先端科学技術大学院大学）
金沢駅前オフィス ポルテ金沢（１2階）

2018 2/28 (水) 18：00– 20：00

定員：20名 参加費無料 事前申し込み要

広石拓司さん

JAIST 社会人セミナー FY2017 地域人材育成セミナー第10回【水曜学ぶでしょう】

Leaning for solution 社会課題の解決をデザインする 北陸先端科学技術大学院大学



【お申し込み・お問い合わせ】： 北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域 坂村圭
Webサイト：https://www.social-jaist.com/ からどうぞ

町家×〇〇で価値を生み出す！
～金沢の魅力を伝える想いの実現方法～

株式会社こみんぐる取締役

町家で何かをはじめるとしたら皆さんならどう
しますか。カフェ、美容室、保育園など様々な使
い方があるかもしれません。では、どのような考
え方をもとに、どのような行動を起こせばそれは
実現するのでしょうか。
今回は町家ゲストハウスを市内で7棟経営する

林俊伍さんを講師にむかえ、金沢のファンを世界
中につくりたいという想いを、町家を活用した宿
泊施設の開業に結び付けた体験から考えます。
自分のやりたいこと、地域のためになること、

採算の合うこと、地域の資源を活かすこと・・・
新たなアイデアを生み出すために必要な視点と、
そのバランスのとり方を一緒に学びましょう。

■講師プロフィール：

石川県金沢市出身。大学卒業まで金沢で過ごす。県外での総合商社、教員
の経験を経て2016年4月に金沢へUターン。金沢にまた来る人、金沢良か

ったよと口コミしてくれる人を増やしたい、という想いから、帰郷を機に
夫婦で独立。現在は、株式会社こみんぐる取締役として、町家をリノベー
ションしたゲストハウス7棟を「旅音」ブランドとして提供。宿には芸妓
や友禅などのコンセプトが設けられ、様々な人の交流が生まれている。

会場：しいのき迎賓館 セミナールームB

2018 3/15 (木) 18：00 – 20：00

定員：30名 参加費無料 事前申し込み要

林俊伍さん

JAIST 社会人セミナー 2017 地域人材育成セミナー第11回

Leaning for solution 社会課題の解決をデザインする 北陸先端科学技術大学院大学

（〒920-0962 石川県金沢市広坂2丁目1番1号）
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