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１．平成２６年度事業の概況 

 

●平成 26年度報告 

 

（１） 第五回キャリア教育アワード・コーディネーター部門にて大賞（経済産業大臣賞）受賞！！ 

第五回キャリア教育アワード・コーディネーター部門にて、見事大賞を受賞した。数多くある

コーディネーター団体の中で、高い専門性が評価され、コーディネーター部門初の受賞となった。 

 

（２） マイチャレンジインターンシップに参加した高校既卒者への追跡調査を実施 

5年目を迎えたマイチャレンジインターンシップ。既に高校を卒業した参加者 166名に対し、

追跡調査を行った。調査の結果、マイチャレに参加後、参加する前よりも「仕事や働くことに

より前向きになったか」「課外活動に関心が高まったか」と質問したところ約 6割の生徒が「そ

う思う」と回答。また、「どちらかというとそう思う」を足すと、9割以上の生徒がその後、「学

習意欲が向上した」と回答した。 

 

（３） キャリア教育コーディネーター10名を新たに雇用し、4名が正規職員として採用 

愛知県の「キャリア教育コーディネーター人材育成事業」により、職員として新たに 10名を雇

用。キャリア教育コーディネーターとして研修、育成を行った。取り組みの成果物として、小

学生から大学生までを対象とした企業向けの職場体験・インターンシップ等の受け入れハンド

ブックを作成した。 

 

（４） 愛知学長懇話会における ESDリレーシンポジウムを通じて、ESDユネスコ世界会議をサポート 

ESDユネスコ世界会議に向け、愛知学長懇話会が行う全 7回にわたる大学生リレーシンポジウ

ムのサポートを行った。また、シンポジウムの最後を飾った ESD大学生サミットでは、同時並行

で、「持続可能な開発のための高等教育に関する国際会議」が開催され、ユネスコ事務局長、世

界の大学関係者ら約 700人の前で学生からの世界会議への提言文がまとめられた。この一連の取

り組みのサポートをアスクネットが執り行った。 
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２．事業概略 

 

（１）本法人の目的 

＜特定非営利活動法人アスクネット理念＞ 

地域の学校・市民・企業・行政・各種団体などと協力して、互いが学びあい育ちあう共同体づくりを

進める。そこでの出会いをきっかけとして、人々とりわけ子どもたちが夢や目標をもって挑戦し、その

中で成長していく学習を創造する。これらの多様な「出会い」と「挑戦」の機会を通じて、自らの人生

を主体的に切り開き、社会をよりよくしていく主体者へと成長する過程を支援することで、誰もが心豊

かに暮らせる社会を実現し、社会全体の利益の増進に寄与することを目的として事業を行う。 

 

 

（２）定款上の事業との対応は以下の通り。 

上記目的に基づき、青少年の成長過程における、市民参加による学校教育・地域教育の中での「出会

いと挑戦の教育」の機会および場の充実を図る。また、その重要性について広報し、普及啓発を図ると

ともに国・自治体への政策提言をはかる。 

 

定款上の事業（第 5条） 事業名 

＜第 1項第 1号＞  

学びあい育ちあう共同体づくりに関する知識、経験

の交流の場提供事業 

①市民講師ナビ事業 

②教育ＣＳＲ推進事業 

③キャリア教育コーディネーター育成事業 

⑦インターンシップ事業 

 ・マイチャレンジインターンシップ 

 ・中期インターンシップ（大学生） 

⑧名古屋市委託事業（地域振興部）協働コーディ

ネーター事業 

⑨愛知県委託事業（愛知県教育委員会）キャリア  

教育コーディネーター人材育成事業  

＜第 1項第 3号＞ 

学びあい育ちあう共同体づくりに関する普及啓発、

情報発信事業 

＜第 1項第 6号＞ 

学びあい育ちあう共同体づくりに関する政策提言、

助言相談事業 

④出会いと挑戦の教育普及啓発事業 

 

＜第 1項第 2号＞ 

学びあい育ちあう共同体づくりに関する行催事の

⑤教育イベント推進事業 
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運営協力事業 

 

＜第 1項第 4号＞ 

学びあい育ちあう共同体づくりに関する情報受発

信の場提供事業 

 

⑥教育団体協働推進事業 

 

３．事業の実施に関する事項 

 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

 

①市民講師ナビ事業 

＜事業の概要＞ 

学校や地域において、子どもと大人が出会う「場」をコーディネートすることにより、そこでの出会

いをきっかけとして、人々、とりわけ子どもたちが夢や目標をもって挑戦し、その中で成長していく学

習を創造することを目指した。市民講師との出会いやインターンシップなどの体験から得た刺激や学び

を次への行動へとつなげられるプログラムを提供することで、従来の教科教育だけでは得られない、学

びを子どもたちに提供することができた。 

プログラム実施にあたっては、学校と地域社会の双方の状況を把握し、学校教育、地域資源との連携

を深め、生徒の成長と学校内、地域での波及を考えた講座の企画・実施を行った。 

また、ホームページを見て問い合わせをしてくる学校や、今まで外部講師を活用したことのない学校

からの講座コーディネート依頼があり、講座実績校の増加につながった。 

 

＜方針と成果＞  

 平成 26年度事業方針 平成 26年度事業成果 

ア 学校が抱えている課題や、今後求められる

教育をコーディネーターが正しく理解する

ことで、学校、教員のサポートを効果的に

行う。 

学校から課題を聞き出すためのヒアリングを丁寧

に行った。豊橋中央高校では進学を目指す特進クラ

スの生徒を対象としたインターンシッププログラ

ムを実施し、学校の教育方針や教員の目指している

学びを体現するサポートをした。多数の高校のキャ

リア教育担当者へのヒアリングや学習会への参加

等を通じて、学校現場の現状やこれから必要とされ

る教育について理解を深めたことで、各学校への効

果的な支援へとつながった。 

イ コーディネート業務で気付いたことや、ワ

ークシート、プログラムづくり等のノウハ

ウをコーディネーターで共有し、効率的か

定期的なミーティングや事業を横断的に兼務する

ことで団体内での情報共有、各コーディネーターの

コーディネート能力向上を図った。新規案件の創造
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つ、質の高いコーディネートを行っていく。 に向けて議論を進めていく中で、既存のプログラム

や過去に実施したプログラムに関するノウハウの

確認・共有をし、より効率的で質の高いコーディネ

ートを行った。 

ウ 児童、生徒たちに多様な大人との出会いを

提供するとともに、仲間同士で主体的に学

びあえるような講座の導入を意識的に手が

けていく。 

光ヶ丘女子高校や愛知工業大学名電高校、愛知中学

など総合的な学習の時間をサポートしている学校

では、多様な大人に触れ、自分たちで考え、話し合

い、そこから生まれた学びを発表させるプログラム

を提供した。またインターンシッププログラムを提

供している学校でも、インターンシップ前後の学習

の場で、話し合い活動や報告会を設定し、主体的な

学習の促進を行った。 

エ 広報担当を据え、新聞などへのプレスリリ

ースを積極的に行っていくことで、学校の

新たな取り組みや子ども・若者の現状に関

して、地域社会への理解を促進し、共感を

高めていく。 

光ヶ丘女子高校 3年生「光ヶ丘 4days大学プロジェ

クト」では昨年に引き続き NHK名古屋放送局のニュ

ース番組で講座の様子が報道され、広く情報発信を

する機会となった。安城学園高校商業科 1年生「BIG

プロジェクト」においては講座の様子が安城ホーム

ニュースで掲載され、学校での取り組みが地域へと

発信された。 

愛知黎明高校や豊川高校ではインターンシップの

様子が中日新聞や地元のケーブルテレビで報道さ

れ、インターンシップに対する地域理解を深めるこ

とにつながった。豊川高校はインターンシップを中

部ケーブルネットワーク株式会社豊川局で実施し、

生徒が取材・編集した番組が地域に報道された。 

オ 地域の企業・個人が地域のキャリア教育を

支えていく人的・資金的ネットワークの構

築を目指す。 

市民講師としてご協力いただいた方に会員や寄付

金などを依頼し、継続的な関係の構築に努めた。ま

た講師やインターンシップ受入先などを紹介して

いただくことでネットワークの構築につなげるこ

とができた。 

カ 中・高連携、高・大連携を意識したプログ

ラムを行っていく。 

市邨高校、愛知黎明高校、桜丘高校、黄柳野高校に

おいて、それぞれ地域の大学にインターンシップを

実施した。 

プログラム実施までは至らなかったが、桜丘中学校

－桜丘高校、桜丘高校－愛知大学や中京大学、愛知

淑徳大学などで、連携プログラムを提案した。 

キ 教育コーディネーターフォーラムなど他事

業で行われるイベントや研修会等と連携し

教育コーディネーターフォーラムやアスバシ LIVE、

ぼらチャリパーク、ミエルカドネーションイベント
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ながら、市民講師と教員、地域市民が交流

できる場を設ける。 

などに地域市民や教員を動員し、アスクネットに関

わる方の交流の場となった。 

＜総括＞ 

今年度はインターンシッププログラム実施校が増加し、9 校で 376 名の生徒をインターンシップに送

り出すことができた。事前・事後学習やガイダンスを通じての支援を実施し、安城学園高校、愛知黎明

高校、黄柳野高校では年間を通じたプログラムとして市民講師による講座も併せて実施した。また光ヶ

丘女子高校や愛知工業大学名電高校など、市民講師をお呼びしての講座を数日にわたって実施するプロ

グラム提供もあり、事業の拡大につながった。 

 

＜事業収支＞ 

収入金額：約 2,534万円、 支出金額：約 1,076万円 

 

 

②教育ＣＳＲ推進事業 

＜事業の概要＞ 

企業が教育に主体的に関わる「教育ＣＳＲ」を推進し、子どもたちの成長のみならず、企業も効果を

生み出し、企業が積極的に教育に投資する潮流を生み出すことをめざした。事業実施にあたっては、行

政など他のセクターとも連携しながら、企業が持つ人的資源・資金が教育に集まるような流れをつくり

出していくことをめざした。また、平成 18年度から継続して実施している「アイシン環境学習プログラ

ム」をさらに発展させるとともに、これまでの実績をＰＲして、ものづくり企業への提案など新たなパ

ートナー企業を開拓することも試みた。 

 

＜方針と成果＞ 
 

平成 26年度事業方針 平成 26年度事業成果 

ア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイシン環境学習プログラムをさらに

発展させる。具体的には、アイシン精

機株式会社の支援で、半田市、刈谷市、

知立市、高浜市、西尾市、みよし 市、

碧南市、幸田町、東浦町の小学校に対

して、年間を通じた体系的なプログラ

ムを実施。アイシン・エィ・ダブリュ

株式会社の支援で、安城市、岡崎市、

蒲郡市内の学校に対しても年間、単発

での講座を実施。アイシン高丘株式会

社、アイシン・エーアイ株式会社の支

援で各 1 校ずつ地元の小学校（豊田

市・西尾市）に対してプログラムを実

施する。昨年度より新規参入した、株

・環境学習のプログラムを継続して実施することにより、

プログラム開発のノウハウと講師とのネットワークが蓄

積された。それにより、学校の要望、地域課題、地域資

源に対応して、講師を発掘、児童の発達段階に即し、汎

用性のあるプログラムを開発することができた。今年度

は、宮田賢輔講師による学校の自然環境に合わせた、自

然観察の授業が教員・児童共に好評を博した。 

教員からは「1 つの授業でこれほど準備に時間を掛けら

れないので、生き物や自然を身近に感じる大変良い機会

になった。」と感想が上がった。 

・昨年度までアイシン AWのエコアクションの授業では、

学習テーマが水であっても、CO2 についての授業やエコ

活動を行っていた。水の学習から CO2 ヘのプログラムの

流れは、児童の発達段階からは学習の継続性が理解しづ
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式会社アドヴィックス、アイシン化工

株式会社も各 1 校ずつ地元の小学校

（刈谷市・豊田市）に対してプログラ

ムを実施。これまでの実績によるカリ

キュラムの深まりをノウハウとして、

地域資源を活かし、できるだけ地域か

ら講師を発掘できるようプログラムを

実施する。 

らく適切ではなかった。より児童や教員のニーズに即す

るように水の内容のエコアクションを作成し、今年度 5

校にて授業を実施した。 

・活動のメディアへの露出は、中日新聞への掲載が 2回、

日本経済新聞が 1 回、安城ホームニュースが 1 回。中日

テレビの放映が 1 回、ひまわりネットワークが 1 回、キ

ャッチネットワークが 1 回。合計 7 回メディアへ取り上

げられ、活動をよりたくさんの人へ周知させることがで

きた。 

イ 

 

  

アイシン環境学習プログラムをより多

くの子どもたちに体験してもらうため

に、活動内容を積極的に広報し、グル

ープ企業との関係性を深めていく。 

グループ企業 4 社（アイシン開発、アイシン機工、アイ

シン辰栄、豊生ブレーキ工業）環境学習プログラムを見

学し、3月に行われたアイシングループ会議に参加した。

1社（アイシン機工）は 28年度の実施に向けて、27年度

の活動を検討していくと意思表示をした。 

ウ 

 

  

大学生の中期インターンシップにおい

ては、中小企業を中心に実施する。 

有限会社絞染色久野染工場で 6 ヶ月間のインターンシッ

プを実施。インターン生が開発した新商品が東京の展示

会に出展された。その後、全国 5 か所から新商品製作の

依頼が増加した。 

その一方で、学生応募がないためにマッチングが出来な

い企業あった。 

エ 

  

次年度に向けた新たな教育 CSRプログ

ラムを実施するために、広報に力を入

れる。 

トヨタ自動車の支援により、「子どもとアーティストの出

会い」の事業を 7 年ぶりに実施することができた。中区

の小学校を対象に 7 回の連続講座を実施した。講座の様

子は動画に納め、弊団体 HPはじめ関連団体・企業の web

サイトへ投稿し、次年度の広報を強化していく。 

 

 

＜総括＞ 

「アイシン環境学習プログラム」では、東浦地域が増え、実施校数は 32校、児童 16,694名へ授業を

提供することができた。予算とともに、昨年以上に拡大して実施することができた。プログラムの各地

域での充実や、新たな地域資源を生かしたプログラムの開発により、地域の自然、多様性を守る学校を

中心としたコミュニティづくりに寄与することができた。コーディネート業務の汎用化も進み、新たな

コーディネーター2名と共に事業を進めることができた。 

 

＜事業収支＞ 

収入金額：1,333万円 支出金額：1,010万円 
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③キャリア教育コーディネーター育成事業 

＜事業の概要＞ 

 平成 22年度末に設立された「キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会」のもと、認定コー

ディネーターを輩出すべく、講座等を実施した。愛知県における教育コーディネーターの育成とともに、

専門家としての教育コーディネーターの地位を高めていくための全国組織形成の一翼を担うことができ

た。 

 

＜方針と成果＞ 

 平成 26年度事業方針 平成 26年度事業成果 

ア 全国のコーディネーター育成団体

とともに、全国組織としての研修

システムを実施運営する。 

キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会の社員

団体として、育成部会に所属し、資格取得者向けの更新制

度について検討を行った。また、第 4回のキャリア教育コ

ーディネーター認定試験を実施し、第 5回の認定試験に向

けて、エントリーコース、実践コースに分けて講座を開講

した。 

イ 中部地域のコーディネーター育成

団体として、受講料を徴収し研修

受講生を公募。研修プログラムを

運営する。 

エントリーコースは定員 20名で 81,000円（税込）、実践コ

ースは定員 10名で 54,000円（税込み）の受講料で募集を

し、エントリーコースに、キャリア教育コーディネーター

育成事業スタッフ含め 14名が参加。実践コースでは、福岡

にて行われたエントリーコースを修了した受講生１名が加

わり、総勢 15名がプログラムを修了することができた。 

ウ 認定コーディネーター資格取得後

の向上研修として事例検討会やス

キルアップ研修などを実施し、資

格取得者のスキル向上を行う。 

受講生の満足度を上げるため、できるだけ受講者それぞれ

の状況に合わせたフォローを心がけた。例えば、岐阜県の

SGH指定校のキャリア指導員の受講生へは、キャリア教育の

視点を用いた授業カリキュラムの作成法の指導や瀬戸の小

学校で行われたキャリア教育の授業の見学の実施等を行っ

た。 

受講生同士のつながりが深まると同時に、アスクネットを

介し自身の活動の幅を広げる結果となった。実践コースの

受講生を対象に、2月に報告会を企画しそれぞれの取り組み

の事例報告、質疑応答等を行った。 

エ キャリア教育をさらに深め広げて

いくために、資格を取得した研修

受講生が相互連携していけるよう

ネットワーク化していく。 

資格取得者用のメールマガジン【キャリア教育コーディネ

ーター育成講座 OB・OG通信】の配信を開始した。今後、継

続学習の案内や今までの受講生とのつながりの機会を提供

し、東海地方にてキャリア教育を支援するエヴェンジェリ

ストを育んでいきたい。 
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＜総括＞ 

 本講座をよりたくさんの人に受講してもらうために、エントリーコースの内容・日数、価格の見直し

を行い、内容を改善しなるべく経費を押さえて実施することができた。また、県の委託事業「キャリア

教育コーディネーター育成事業」もあり、15名が実践コースを修了することができた。 

一般の受講生は少人数ではあったが、岐阜、浜松からの受講生もおり、県内だけでなく県外でのキャ

リア教育コーディネーター育成の必要性も強く感じた。 

 

＜事業収支＞ 

収入金額：67万円、支出金額：124万円 

 

 

④出会いと挑戦の教育普及啓発事業 

＜事業の概要＞ 

 当団体の推進する「出会いと挑戦の教育づくり」を PRするとともに、教育に対して地域がお金を出し

て支えていくファンドレイジングの仕組みづくりをめざす。具体的には、「出会いと挑戦」の教育を推進

するための広報・講演活動、出会いと挑戦の教育を普及するための地域 NPO団体、企業との連携を行う。 

 

＜方針と成果＞ 

 平成 26年度事業方針 平成 26年度事業成果 

ア インターネットを通じての情報提供（ウェブサ

イト）をより充実させる。 

 

安定的なメールニュース配信、ブログ、

Facebook での発信。ホームページのリニュー

アル作業をスタート。また、ホームページ上に

掲載する市民講師カタログ「teachart」を作成。 

イ キャリア教育の専門家による各種研修、講演活

動を行う。 

下記、会議等対外活動実績参照。 

ウ 行政・基金等への政策提言、協働プロジェクト

を働きかける。 

産学行政連携キックオフセミナーでの講演に

より、愛知県及び経済団体との関係を強化する

ことができた。また、主要大学へ訪問し協働事

業の提案を行なった。 

エ 各種イベントを通じ、学生と社会人との出会い

の場を提供する。 

他事業（キャリア教育コーディネーターフォー

ラム、マイチャレ報告会、中長期実践型インタ

ーンシップ説明会、委託事業インターンシップ

報告会）と連携し、出会いの場を提供した。ま

た、ナゴ校では「大ビジョン会議」を企画し実

施した。 

カ 会員増加促進運動に取り組む。 私教連研修会への参加、コーディネーター育成
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事業等の自主事業と連携して会員の依頼を行

なった。 

●代表理事による会議等対外活動実績 

愛知県職員二年目研修 講師 愛知県自治研修所 

一宮地区キャリア教育地域推進会議 教員研修 愛知県立木曽川高等学校 

豊川・蒲郡地区キャリア教育地域推進会議 外部委員 愛知県立豊川工業高等学校 

豊橋地区キャリア教育地域推進会議 外部委員 愛知県立豊橋南高等学校   

愛知県知立高校 キャリアデザイン運営指導委員会 運営指導委員  

愛知県産業労働計画策定委員会労働部会 委員 

あいち ICT有識者会議 委員 愛知県地域振興部情報企画課  

NPOと行政の協働に関する実務者会議 委員 愛知県民生活部県民総務課  

なごや環境人づくり懇話会 委員 名古屋市環境局環境活動推進課 

ESD2014年に向けた意見交換会 委員 環境省中部環境パートナーシップオフィス 

ESDユネスコ世界会議併設イベント交流セミナー みんなの ESD会議 講師  

環境省中部環境パートナーシップオフィス 

あいちビジョン 2020シンポジウム パネリスト 愛知県知事政策局企画課 

産学行政連携キックオフセミナー 講演 愛知県（産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム） 

東海若手起業塾 実行委員   

 

●その他研修等の実績 

静岡県西部 4市新規採用研修 講師 

NAGOYA学生キャンパス「ナゴ校」における支援コーディネーター業務委託 

 

＜総括＞ 

 会議等対外活動が増加し、団体の認知度が上がり青年会議所、中小企業家同友会などの経済団体と関

係を構築することができた。また、ファンドレイジングとして、近年安定的に助成金の獲得に成功し、

事業を円滑に実施できるようになった。会員増加促進については、数字として結果は出てきていないが、

市民への依頼方法や資料作成等団体内の意識を高めることができた。 

  

＜事業収支＞ 

収入金額：255万円、支出金額：372万円 

 

 

⑤教育イベント推進事業 

＜事業の概要＞ 

子どもたちが主体的な学びを広げることのできる地域の教育イベントの開催を推進・支援する。例年

行われる、私学イベントに加え、その他の教育イベントにもアスクネットのキャリア教育の事業に関わ

る、社会人講師、教員、愛知私教連、大学生などのネットワークをつなげていくことで、互いに出会い、
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学び合う場をつくり、21世紀に求められる教育のあり方を共有し、実現していくコミュニティを形成す

る。 

＜方針と成果＞ 

 

平成 26年度事業方針 平成 26年度事業成果 

愛
知
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー 

・教育コーディネーターフォーラム 2014を 

 開催する。 

・企画過程、当日の様子を取材し、 

 ウェブサイトに掲載する。 

・事務局として日々の電話対応等を行う。 

・事務局の多岐にわたる業務を担当。 

・パンフレット・講座ガイド作成の際、 

 支援する。 

教育コーディネーターフォーラム 2014 を開催

し、生重氏（一般社団法人キャリア教育コーデ

ィネーターネットワーク協議会 代表理事）、児

美川氏（法政大学キャリアデザイン学部教授）、

大黒氏（株式会社リクルートキャリア）による

パネルディスカッションを行った。 

その他に、一般社団法人アスバシ教育基金との

コラボ企画を数多く実施し、また、当日取材と

サイトへの掲載を行った。パンフレット・講座

ガイド作成の支援や電話対応、WEB ニュース配

信、講座データベースの運営などの事務局への

支援を行った。 

オ
ー
タ
ム
フ
ェ
ス 

・企画過程・当日の様子を取材し、 

 ウェブサイトに掲載する。 

・広報活動を積極的に展開する。 

ウェブサイトを通じて、バナー広告の作成・ア

ップなどを行った。また愛知県職員の研修生と

協働してイベントの当日取材及びウェブサイト

への掲載を行った。 

授
業
改
革
フ
ェ
ス 

・企画過程、当日の様子を取材し、 

 ウェブサイトに掲載する。 

・アスクネットの企画講座を運営する。 

事務局業務のほか、前日準備、当日全講座の写

真撮影とアスクネット企画講座として、a torio

の山口代表とアスクネット代表による高校生イ

ンターンシップについてのパネルディスカッシ

ョンを行った。 

 

 

＜総括＞ 

サマーセミナー及びオータムフェスティバル、授業改革フェスティバルを、例年どおり取り組んだ。 

サマーセミナーでは、一般社団法人アスバシ教育基金と合同で、教育コーディネーターフォーラム 2014

を開催した。授業改革フェスティバルではキャリア教育コーディネーター育成講座の受講生による報告

会および、キャリア教育アワードコーディネーター部門最優秀賞受賞記念による高校生を対象としたイ

ンターンシップについてのパネルディスカッションを行った。当日は教師、生徒、大学生、一般市民が

一緒になって、教育についてや将来の夢などについて幅広く意見交換することがきた。 

 

＜事業収支＞ 

収入金額：329万円、支出金額：261万円 
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⑥教育団体協働推進事業 

＜事業の概要＞ 

教育に関連する各種団体に対して、さまざまなサポートを提供することにより、学びあい育ちあう共

同体の実現に貢献する。 

 

＜方針と成果＞ 

 平成 26年度事業方針 平成 26年度事業成果 

愛知私教連 私学教員、特に、教育文化部との連携強

化により、各学校での課題をアスクネッ

トのリソースを使って解決できる体制

を構築する。 

会議参加と連携拡大に取り組んだ。 

また、サマーセミナー、授業改革フェス

などの事務局業務の協力も行い、様々な

イベントにも参加した。 

生徒・父母アンケートの読み取り・デー

タ作成業務を行った。 

私学をよくする

愛知父母懇談会 

月 1回の会議参加。情報化による事務支

援に取り組む。父母懇役員・世話人名

簿を作成する。ウェブサイトのメンテ

ナンスを行う。 

より関係構築をめざし、世話人名簿の作

成支援を行った。 

ウェブサイトのメンテナンスを行った。 

愛知県高校生フ

ェスティバル実

行委員会 

高校生のニーズや要望をヒアリングし、

より高校生の視点にたった事業展開を

行っていく。 

東北被災地ツアーのサポートや同行の他

に協賛金集めのサポートも行い、生徒や

顧問団教員との関係も深まった。 

愛知中学・高校 ウェブサイトの作成・更新を行う。 計画通り実施できた。また新たにホーム

ページのリニューアルを行った。 

愛知私学奨学金

資金財団 

事務サポートおよびデーターベースの

管理を行う。 

 

愛知私学奨学資金財団の事務的業務を徹

底し、回収率も高まった。 

愛知学長懇話会

主催 

ESD 大学リレー

シンポジウム 

愛知県内の 6大学(愛知大、名工大、名

市大、名古屋学院大、名古屋大、愛知学

院大)において、ESD ユネスコ世界会議

に向け、リレーシンポジウム開催のサポ

ートを行う。 

計画通りに実施ができ、関係構築も密に

なった。 

星が丘モデルプ

ロジェクト 

愛知淑徳大学のビジネス学部、交流文化

学部合同の科目として、2年次、3年次

の学生を対象に、 Project  Based 

Learning（問題解決型授業）における、

チューターを務める。 

計画通りに実施ができた。 
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＜事業収支＞ 

収入金額：619万円、支出金額：584万円 

 

 

⑦インターンシップ事業 

＜事業の概要＞ 

 高校生の挑戦の場として職業経験、働く大人との出会いを通じ、自らのキャリアを選択する力を養成

する。（当団体呼称“マイチャレンジインターンシップ”）具体的には、高校生には人材育成コーディネ

ート推進事業で 2年間実施した内容を踏まえ、平成 24年度より自主事業として実施。対象は愛知県内の

高校生とし、概ね 3日間程度のインターンシップとする。また各事業所とアスクネットで作成した計画

に従って実施を行い、事前事後学習および、報告会等も実施することにより生徒へ学びの定着をねらう。 

 

＜総括＞ 

 本年度、応募総数 100名、申込校数 23校、参加者 69名と昨年度に比べ微減したものの参加者は約 70

名規模を保っている。生徒においては、現場教員からの働きかけもあり、控えめな性格の生徒の参加も

増えつつある。そのため、職業観・勤労観を養うだけでなく、大人や社会との関わりかたなど、彼らが

抱えている様々な課題を乗り越えるための見守りもコーディネーターの役割として引き続き重要になっ

ている。また、9 月下旬に実施した報告会においては、当インターシップ参加 OB/OG を招き、その後の

変化までを語ってもらうことにより、当事業の有効性を再認識するとともに、その後の追跡調査報告に

つながった。 また、報告会に参加した教員が年度内で、新規実施に踏み切る機会となった。当事業と

私学インターンシップを合わせた 5 年間の取り組みの結果が認められ、「第五回キャリア教育アワード 

コーディネーター部門 最優秀賞（経済産業大臣賞）」を受賞する運びとなった。 

 

＜事業収支＞ 

収入金額：312万円、支出金額：408万円 

 

 

⑧名古屋市委託事業（名古屋市地域振興部）協働コーディネーター事業  

＜事業の概要＞ 

 名古屋市では、平成 23年 12月に名古屋市市民活動促進基本方針を策定し、多様な主体によるネット

ワークを形成し、市民活動団体、企業、行政等の協働により、社会課題解決を図るための仕組みづくり

を検討し進めている。本事業では、行政だけでは手の届かない社会課題が山積する中で、大学、企業、

NPO、行政、地域をつなぎ、市民活動団体、NPO の活性化を目的に、「若者の市民活動の促進」をテーマ

に名古屋市における市民活動団体への市民参加の促進、特に若者の参加を目指し、協働事業（インター
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ンシップ）と協働会議（名古屋市における協働モデル策定）を行う。 

 

＜方針と成果＞ 

 平成 26年度事業方針 平成 26年度事業成果 

ア 新規連携大学の開拓 インターンシッ

プに限らず大学との協力体制を築く 

協働会議を基軸に、愛知淑徳大学、みずほ大学など、新規

連携の動きが生まれた。また、愛知淑徳大学では、来年度

以降、同じく協働会議にお招きした企業との連携プログラ

ムを実施予定。 

イ 協働会議を通じて、大学教員とのネッ

トワークを構築する 

名古屋市における協働モデル策定に向け、それぞれテーマ

を設け、協働会議を実施。NPO、大学のネットワークを構

築、また、若者を受け入れるインターンプログラムにおい

て、多様な視点から議論を重ね、プログラムの検討を行っ

た。第３回では、６大学の関係者が集い、プログラムにつ

いて、議論をかわすことができ、また、来年度以降の協働

に向けてネットワークをつなぐことができた。 

 

ウ NPO 団体との相互交流、インターンシ

ップ受入説明会の開催を行う。 

中京大学、名古屋市立大学にて、インターンシップの受入

NPO 事業所の方々にお越しいただき、団体の説明から、分

科会に別れ学生との面談を行うなど、事前に学生との深い

話し合いを行った。また、振返りでは、事前に学生と話し

合いができ、安心して受け入れることができたなどの声が

上がった。他、参加した NPO同士の交流も行うことができ

た。 

 

＜総括＞ 

 委託事業後も大学、企業、NPO、行政、地域の継続的なネットワークの形成にむけて、インターンシッ

プを軸に名古屋市の主要な NPOのネットワークを築くことができた。また、地域連動の教育を目指す大

学と連携することで、NPOや社会的企業へのインターンシップを通じて、学生が短期間でもたくましく、

大きく成長する姿を見ることができた。「インターンシップの目標を達成した」「受け入れ団体の発展に

寄与した」など、当事者として学生なりに満足のいく結果に終わった事例のみならず、悔いを残したケ

ース、大失敗に終わったケース、つらかった体験など、必ずしも成功とはいえない事例の中にも、悔し

さをバネに、インターン修了後も団体の活動に参画するなど、新しい挑戦につながるケースも誕生した。 

具体的なエピソードとして、インターン生がのちに、受入 NPO団体の正会員になったケースや名古屋市

の事業のボランティアの中枢を担う活躍をみせるなど、連携先でのより積極的かつ主体性のある成果報

告があがるようになった。また、名古屋市の委託事業も 3年目を迎え、団体の中には、大学生インター

ン生と開発したプログラムが、NPO 団体の主軸事業となるケースなど誕生した。今後も、市民活動団体

の協働に向けて、多様な主体を結び付けるインターンシップを実施し、地域連携、大学、NPO とのネッ

トワーク構築を図り、若者の市民活動の促進に向けて取り組んでいきたい。 
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＜事業収支＞ 

収入金額：１３１万円、支出金額：１２８万円 

 

 

⑨ キャリア教育コーディネート人材育成事業（愛知県緊急雇用創出事業基金事業） 

教育現場において、コーディネーターに対するニーズが高まっていることを踏まえ、キャリア教育コ

ーディネーターの養成を拡充し、知識・技能の習得させる研修効果を高めるために、実践的実務研修を

行うともに、産業界がキャリア教育に参画する手引きを作成する。 

 

 平成 26年度事業方針 平成 26年度事業成果 

ア キャリア教育コーディネーターの雇用

及び育成。 

 

キャリア教育コーディネーター10 名を新たに雇用し、

座学・実践研修を行うともに、愛知県の仕様書に基づい

ての実践的業務研修を行う。 

なお、委託期間中は欠員が出ることもなく、補充するこ

ともなく、平成 27 年度 4 月より、4 名を正職員として

採用。 

イ 小学生対象の職場見学バスツアーとモ

ノづくり体験教室の実施、大学生対象

のインターンシップの実施 

 

職場見学バスツアーは、夏休みを中心に 3回実施し、モ

ノづくり体験教室は、名古屋市、尾張地区、三河地区な

ど地域バランスも考え、県内で 10回実施した。 

インターンシップは短期コースと長期コースに分けて

実施し、成果報告会も開催した。 

ウ あいちさんフェスタの開催及び広報誌

の作成配布、ホームページの作成管理 

 

 

あいちさんフェスタを刈谷・一宮で実施。県教育委員会

と工業・商業高校などの専門教育科設置高校との実行委

員会会議に出席し、実施までの準備運営を担当。また、

広報誌、ホームページを作成し、特に広報誌は高い評価

を得た。 

エ 手引書の作成 

 

愛知県産業労働部との協働で作成し、20,000部納品。 

内容は、愛知県の希望により、小学生から大学生を対象

にした、職場体験、インターンシップに対しての企業参

画を勧める読本となる。 

 

＜事業収支＞ 

収入金額：４，９６４万円、支出金額：４，９３３万円 

 

 

（２）その他の事業 

   なし。 



特定非営利活動法人アスクネット 

平成 26年度事業報告書 

 

 

- 15 - 

市民参加で出会いと挑戦の教育づくり 

 

以上 

（文中敬称略） 


