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一般社団法人コアプラス 
 

2017 年度事業計画書（案） 

 （2017 年 1 月 1 日～2017 年 12 月 31 日） 

 

 

 

● ビジョン（目指す社会） 

多様な人々が、認め合い、関わり合いながら、誰もが自分を生きられる社会。 

 

● ミッション（私たちの使命） 

・教育事業：「よい教育とは何か」を考え創造する〈教育者〉の主体的な学び育ちを支援・促進する。 

（１）教育に関わる人たちが自らのアタリマエを問い直すために教育の多様性に触れる機会を提供する。 

（２）教育に関わる人たちに向け、学び合い・つながり・支え合うために場づくりを行う。 

（３）教育に当事者意識を持って関わる人を増やし、相互理解と立場を超えた協働を促進する。 

・コミュニティ事業のミッション 

（１）地域コミュニティとテーマコミュニティをつなぐ多様な人たちが関わり合うコミュニティを創造する。 

（２）多様な人々が生きたいように生きるための、学び・働き・暮らしを実現するサポートを行う。 
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 教育現場では、子どもや教育に関わるあらゆる人たちが、つながり・関わり合い・教育についてとも

に考え合う機会を創造することを通して、個々人の教育観を広げ、社会全体として“よりよい教育”が行

われるようになることを目指す。    

 そのために「海外フィールドスタディ」 「Facilitative Educators Program」 「エデュコレ」

「Educators Community」「研修請負・講師派遣」の５つの事業を運営する。 
 

（１）海外フィールドスタディ 

 さまざまな形で教育に関わっている人、将来教育に携わっていこうとしている人を対象に、自分の“当た

り前”や“常識”とは異なる教育観や実践に触れるために実際に様々な教育現場を訪れるという現場視察型研修。 

 公立・私立の学校やフリースクール、オルタナティブスクール、地域教育の現場、教育事業を展開する企

業や NPO など、多様な教育の現場を訪れ、その場を実際に肌で感じたり、現場の人たちや参加者同士での

対話を通して、自分の教育観を見つめ直し、再構築することを目的とする。略称海外 FS。 

 

【事業実施内容と目標】 

＜事業実施内容＞ 

①デンマーク教育視察ツアー（2/24（金）-3/3（金）） 

②教育関係者のための海外体験ツアー EDUTRIP in フィジー（8/16（水）-8/23（水）） 

③シンガポール、マレーシア、韓国 3 カ国教育視察ツアー（8/24（木）-8/30（水）） 

④海外 FS 単体の独立ブランド立ち上げ、Web サイト制作 

⑤同ブランドの旅行ガイド小冊子の制作（出版） 

＜目標＞ 

①参加者 15 名獲得 

②参加者 15 名獲得 

③参加者 15 名獲得 

④2017 年内の Web サイト完成 

⑤2017 年内の企画骨子完成 
 

【今年度方針】 

・コアプラスの看板事業として「ブランディング」「教育に関する専門性向上」「収益」の 3 点を達成する。 

・「ブランディング」のために定期的（月に 1-2 回程度）に Facebook ページで実際にスタッフが撮影した

現地の写真を活用しながら情報発信し、既につながりのある人のイメージとして「海外の教育事情に強い」

という印象を残す。 

・「教育に関する専門性向上」のために、なるべく多くのコアプラススタッフを現地の運営スタッフを行え

る機会をつくる。また、事前の勉強会や事後の報告会を丁寧に企画し、知識の整理や蓄積に努める。 

・「収益」のために、全てのツアーで 15 名ずつの参加者を獲得することを目標に掲げ、高い水準でプロモ

ーションを継続する。 

 教育事業 
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（２）Facilitative Educators Program  

略称は FEP。これまで多様な教育と出会い「学び」についての知見を蓄積してきたコアプラスが、「理想

の教育を実現したい」と願う教育者のために、自団体のノウハウを活かして中・長期間のトレーニングプロ

グラムを実施する事業。 

昨年度実施した「Global Teachers College」も FEP 事業の枠組みに入れる。Global Teachers College

では、 国際 NGO ピースボートとの協働により、地球一周の船の上で教員志望者向けのトレーニングプログ

ラムを実施する。 

Facilitative Educators Program としては、「大阪 4 ヵ月 プログラム」「大阪 合宿 プログラム」「東京 

プログラム」の３種類のプログラムを用意して実施。 

 

【事業実施内容と目標】 

＜ターゲット＞ 

・学生から社会人まで幅広く募集 

・教育の分野で「どうにかしたい」「なんとかしたい」という想いを持った人 

・いまの状況に「困難」や「壁」を感じている人 

・「理想の教育を実現したい」教育者 

「大阪 合宿 プログラム」 場所：コミュニティハウス はらいふ 

（１） 3/11（土）～ 3/12（日） 

（２） 5/20（土）～ 5/21（日）  

（３）9/16（土）～ 9/17（日）          集客目標：各回 10 人 
 

「大阪 4 ヵ月 プログラム」 場所：コミュニティスペース co-arc 

  （１）第１期：3/19（日）-6/18（日）の計８回   集客目標：5 人 

  （２）第２期： 7/9（日）-10/29（日）の計８回  集客目標：10 人 
 

「東京 プログラム」 場所：イングリッシュスタジオ 

  （１）第１期：6/25（日）-9/24（日）の計４回（うち１回は合宿形式）  集客目標：5 人 

  （２）第２期：11/4（土）-12/3（日）の計４回  集客目標：7 人 

  （３）第３期：11/4（土）-12/3（日）の計４回  集客目標：10 人 
 

「Global Teachers College」 

 ●第 95 回ピースボート地球一周の船旅(日本ーシンガポール間のみ) 

 日程：2017 年 8 月 13 日横浜出航／14 日神戸出航～2017 年 8 月 23 日 

 集客目標：20 人 
 

来年度以降の実施プラン 

 ●第 98 回ピースボート地球一周の船旅 

 日程：2018 年 5 月 8 日～8 月 21 日横浜発着/2018 年 5 月 9 日～8 月 22 日神戸発着 
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 ●第 99 回ピースボート地球一周の船旅 

 日程：2018 年 9 月 1 日～12 月 21 日横浜発着/2018 年 9 月 2 日～12 月 22 日神戸発着 
 

【今年度方針】 

・年間スケジュールを組み、集客にかける労力を軽減する 

・Facebook でのリーチを伸ばすとともに、Facebook 層以外のターゲットへアプローチするため、 

他の媒体を使った集客を検討する。 

・年度半ばで事業全体の見直しを行い、次年度スケジュールを検討する 

・毎回プログラム終了ごとにスタッフ内での振り返りを行い、スタッフのスキル向上を図る。 

来年度船上スタッフの育成。 

 

（３）エデュコレ 

多種多様な教育を実践している”教育者”に出会いで選択肢を広げ、さらに参加者やファシリテーターとの

対話と、個人ワークによる内省を通して、教育に関わる人たちが、教育に関わるうえでの「自分の軸」をつ

かむことを目指すセミナー。自分の教育観が語れるようになることや、「こういうことが自分にとっては重

要なんだ」というものが見つかることを目指す。 
 

【事業実施内容と目標】 

＜ターゲット＞ 

・「私の教育これでいいのか？」と悩み始めた学校の先生 

・問題意識を強く持っている学生 

・教育にかかわる方面に進みたいと思っている、転職希望の社会人 
 

EDUCOLLE＠東京 2017 年 11 月 12 日 (日) 場所調整中 

EDUCOLLE＠大阪 2017 年 11 月 19 日 (日) 場所調整中   集客目標：各 30 人 

 

【今年度方針】 

・今までのエデュコレでは「多様な教育と出会う」でとまっていたが、今回のエデュコレでは「自分の軸」

をつかむところまでを目指す。 

 

（４）Educators Community  

 学校の教員、教員志望の学生、民間の教育産業従事者、教育 NPO・フリースクール・オルタナティブスク

ールなどの関係者など、多様な教育関係者に向けて、多種多様な形式の、学び・つながり・エンパワメント

の場づくりを行う事業。 

 教育や子どもに関わる人たちが多様な教育に触れ学び合うことで教育観を豊かにしたり必要に応じて役割

分担や協働ができるようになることを目指す。「Educators Cafe」「Educators Lab.」「 Educators 

School」の 3 つに分かれる。 
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【事業実施内容と目標】 

＜Educators School＞ 

 教育に関する講座・ワークショップなど、小～中規模な単発企画。その時々の話題のトピックや、スタッ

フの関心・問題意識、参加者の要望などから随時実施。初めての方も気軽に参加できる場をつくる。 

 目標：月に１回程度の開催。さまざまな教育関係者を巻き込み、コアプラスとの出会いのきっかけとなる

こと。 

 

＜Educators Cafe＞ 

 教育関係者のためのサードプレイスとして、コミュニティスペース《co-arc》にて毎月第 3 日曜に実施。

おしゃべりの他、仕事や読書なども可能な自由な場として開放する。 

 目標：月に１回の継続開催。教育関係者が楽に過ごし、つながりをつくる場になること 

 

＜Educators Lab.＞ 

 関心のあるテーマに基づいて研究会を立ち上げ、仲間を募りながら、そのテーマについて探求していく研

究会の総称。自分たちの学びの場を自分たちでつくり出し運営する。 

 目標：定めない。ニーズに応じて開催する。 
 

【今年度方針】 

・Educators Community においては、実施回数や細かな内容は定めず、ボランティアやスタッフの持ち込

み企画や、他団体からのオファーなども含め、柔軟かつバラエティに富んだ企画を行っていく。 

・Educators Community 事業自体での収入は見込まない。ただし、実施頻度を高く保ち、アンケートの回

収等をしっかり行うことで、結果としてコアプラスの参加者・ファンを増やしていく取り組みにする。 

・WEB ページでの情報発信(告知・報告)を充実させ、過去の実績としてアーカイブできる情報を蓄積する。 

 

（5）研修請負・講師派遣 

コアプラスの理事がそれぞれの強みを活かし、研修や講師派遣を請負。 

コアプラスの活動全般における講演の他、「アクティブ・ラーニング型の授業づくり」「マイノリティ問

題や多様性を扱うワークショップ」「対立を越えて合意形成を目指す会議のファシリテーション」「学校と

地域や福祉機関の連携」「NPO 活動を後押しするパワーポイント活用法 」など要望に合わせて、様々なテ

ーマで研修請負や講師派遣を行う。 
 

【今年度方針】 

・武田、木脇、上野が主に講師活動を行う。 

・WEB ページ、チラシ等を整備し、必要とされている団体等に情報が届きやすいよう工夫する。 
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 コミュニティ事業では、多様な人たちがつながり関わり合いながら、生きたいように生きるために、学び、

働き、暮らすことができる持続可能なコミュニティを具体的に実現することを目指す。ここでいうコミュニ

ティとは、地域コミュニティでもありテーマコミュニティでもある包括的なものを指す。 

 そのために、東淀川の「co-arc」と高槻の「はらいふ」を運営し、そこを拠点に、人がつながり共により

よい暮らし・生き方を創造していけるような様々な活動を展開していく。また、コアプラスとして目指す

「コミュニティ」の具体的なあり方を提案していく。  

（１）コミュニティスペース《co-arc》 

 東淀川駅前のコミュニティスペース《co-arc》を、シェアハウス兼レンタルスペースとして運営する。 

また、co-arc を使って企画やイベントを実施し、スペースを活性化させると共に、人のつながりを生み出し

ていく。さらに、地域の諸団体やキーパーソンとの関係性構築のための活動も行う。 
 

【事業実施内容と目標】 

＜レンタルスペース＞ 

レンタルスペースの予約対応・広報・環境整備などを行う。 

目標：赤字が出ないこと 
 

＜シェアハウス＞ 

コアプラスの関係者が暮らすにあたり住環境整備と住民の確保、住民とのコミュニケーションを行う。 

目標：欠員が出ないこと 

 

【方針】 

1F のレンタルスペースの予約対応・見学対応・稼働率 UP のための広報・環境整備などを行う。 

地域住民や教育関係者など様々な方に利用してもらう。（基本的に前年度と同様） 

 

（２）コミュニティハウス はらいふ   

 高槻市原にあるコミュニティハウスはらいふを、「誰もが自分を生きられる場所」というコンセプトを具

体化すべく場づくりを行う。地域の様々な資源を活かしながら、硬軟ざまざまな生き方や生活に関する企画

を実施し、人のつながりを生み出していく。また、シェアハウス兼合宿ができるレンタルスペースとしても

運営する。 
 

【事業実施内容と目標】 

＜シェアハウス＞ 

コアプラスの関係者が暮らすにあたり住環境整備と住民の確保、住民とのコミュニケーションを行う。 

目標：欠員が出ないこと。住民が「誰もが自分を生きられる場所」というコンセプトを体現している暮ら

しをすること。 

 

コミュニティ事業 
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＜レンタルスペース（合宿利用）＞ 

レンタルスペースの予約対応・広報・環境整備などを行なう。 

目標：月に２件以上の合宿やレンタルスペース利用が行われること 

特に、当事業のコンセプトと合致する取り組みがなされる個人・団体に活用されること。  

 

＜ドロップイン＞ 

毎週土日に、なにをしてもなにをしていなくてもそれでいい空間として、ゲストスペースを開放する。

（ただし、イベントや貸切利用のある日は除く）  

目標：レンタスルペースとイベントを含め、月に 30 人以上の来客があること。 

 

＜コミュニティ農園＞ 

「農」を通じて、人がつながれるコミュニティ農園づくりを実施。改行パーマカルチャーの考え方を取り

入れ、安心安全な野菜をつくり、はらいふのコンテンツのひとつとする。 

目標：「農」をテーマにはらいふを訪れる人が増えること。 年６回以上の種まき・収穫等の企画実施。 
 

＜子ども向け活動＞ 

平日日中の活用として、フリースクールや親子で参加できる居場所実施を検討べく、地域のニーズを探る。

改行また自然や地域の資源を活用し、土日や長期休暇における合宿も検討する。 

目標：地域ニーズを把握し、来年度以降適切な子ども向け事業が実施されること 
 

【今年度方針】 

・コミュニティ農園、ウッドデッキづくりなどハード面を整えるとともに、高槻ジャズストリートの会場と

なることや、定期的なご飯会等を実施し、地域への認知度を上げていく。 

・地域のニーズを探り、平日日中の活用を検討する。フリースクールや親子で参加できる居場所など具体的

に地域福祉の向上を行う事業について、来年度の実施を本格的に検討する。 

 

（３）コミュニティ活性化企画 

コミュニティスペース《co-arc》およびコミュニティハウス はらいふを活性化させるための、参加のハード

ルの低いさまざまなイベントを不定期に実施する。 

【事業実施内容と目標】 

石窯ピザパーティ、教育関係者飲み会、食べたことないもの食べる部、高槻ジャズストリートなど 

目標：特に定めない。負担にならない程度に開催する。 
 

【今年度方針】 

・ボランティアスタッフを人集めてブレスト会議実施。常勤スタッフがサポートに入り実行力をもたせる。 

・はらいふでは、人とのつながりを欲している層・生活や生き方を考えたい層・地域住民。改行 co-arc で

は、学校の先生を中心にした教育関係者。以上をメインのターゲットとしつつ、状況に応じて柔軟に実施す

る。 


