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平成 27年度 すぎなみ大人塾 合同成果発表会 

平成 28年 1月 16日（土）13時 30分から 16時 45分  

於：セシオン杉並 第 8，9，10集会室 

 

 

生涯学習推進課長 本橋宏己 

こんにちは。杉並区生涯学習推進課長の本橋と申します。本日はすぎなみ大人塾、合同成

果発表会にお出でくださいまして誠にありがとうございます。今年度のコースは２つあり

ます。１つは、だがしや楽校コース。もう１つは、アソビノベーションコースです。参加

された皆様の１年の学び、感動を楽しみに拝見させて頂きます。杉並区は名寄市と交流が

あり、小学生の自然体験交流を行っております。そちらでも、成果発表会を行うのですが、

昨夜はその打ち合わせをしたところです。そして、今日、大人の学びの成果発表会に参加

させて頂き、学びというのは、何歳になっても出来るものだと改めて感じました。大人塾

の「自分を振り返り、社会とのつながりを見つける大人の放課後」というキャッチフレー

ズは本当に良いものだと思います。学校ではなく、緩やかなつながりの中で学べるのは大

事なことと思います。卒業生は大人塾連に参加され、地域で活躍していらっしゃると聞い

ております。ぜひ、メンバーに加わっていただき、皆様の学びを地域で実践して頂ければ

と思います。卒業されていく皆様を、地域の学びの担い手として期待しています。大人塾

の運営は、学習支援者・補助者の協力を得て、ここまでやって来られました。本当にあり

がとうございます。本日は、ご卒業おめでとうございます。発表を楽しみにしております。

これで、挨拶に変えさせていただきます。 
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だがしや楽校コース発表 

 

司会（だがしや楽校コース卒業生） 

それでは、だがしや楽校コースの発表をさせて頂きます。まず、最初にコースの学習支援

者である松田先生からお話を頂きます。私たちは、松田先生なしでは出来なかった講座で

すので、先生からの感想を聞かせてください。 

 

 

だがしや楽校コース学習支援者 東北芸術工科大学教授 松田道雄 

おつかれさまです。今年も、多くの方に集まって頂いて、本当に嬉しく思います。松田と

申します。だがしや楽校と聞いて、どんなイメージを持たれますか。集まった方の年代も

様々ですから、きっとイメージも様々でしょう。かつての駄菓子屋は、交流しながら商売

を行っている場でした。その場のエッセンスを活かして、組織や制度としての人のつきあ

いだけではなく、１人１人が自分の何かを見せて、そこで商いをしていき、交流する。 

１人１人が名刺交換をしなくても、緩やかな関係を作っていく。そんなことを体感して学

んでいくのが、だがしや楽校です。緩やかな関係というのは、本来は人間にとっては当た

り前に出来ることなのですが、社会の中にいると忘れてしまいがちです。そこで、もう一

度、緩やかな関係を作って欲しい、体感して欲しいということで、だがしや楽校はスター

トしました。今年のプログラムは、前半は基本、後半は発展と位置付けて、小学校を舞台

に企画をしました。子供も大人も良いことがあるかもと期待と不安いっぱいで、1人 1人が

出来ることを形にしていきました。2回目のだがしや楽校の開催に際しては、場所の手配か

ら企画、広告まで全てを自分たちで行ってもらいました。今年も 1年、皆様の体験から学

びや緩やかな関係性を学ばせて頂きました。本日は、改めて学ばせて頂きますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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司会（だがしや楽校コース卒業生） 

2015年は、商店街ではなく学校、高齢者福祉施設でだがしや楽校をやりました。まず 1回

目の紹介をいたします。 

 

 

発表者 

「はじめてのだがしや楽校 in杉七小」を実行するべく、6月に打ち合わせを行いました。

だがしや楽校って何だろうと、まだ右も左もわからないまま進んでいき、7月には作戦会議

を実施。総勢 25名が参加しましたが、新人が多く、だがしや楽校のことや、自分に何がで

きるかを考え中でした。小学生とのはじめての交流になるので、子供のころ、どんな遊び

をして、なにが楽しかったのかを考え、遊びを提供することになりました。会議初回では

日時と場所が決まり、盆踊りの余興をやろうと決まり、現場視察も行い、もちろん、先生

とも話し合いを続けました。晴れれば外、雨ならランチルームで実施することに決まり、

どうやって PRしていくかを考えていたところ、ポスターを作ろうと決まり、手描きでポス

ターを作りました。折り紙をポスターにつけて、いつでも取り外しができるように工夫し

ています。本番 1週間前の作戦会議から当日の朝まで準備をしていきましたが、当日は、

何人来るかわからなくて不安でした。開催日は天候不順でしたので、ランチルームで開催

しました。汗だくで準備をして、開会。校長にもご挨拶を頂き、スタートしました。最初

は誰もこなくて、呼び込みでもしようかと不安になっていたところ、子供たちがたくさん

来てくださいました。それでは、各お店の紹介をしたいと思います。 

 

 

発表者 フェイスペイント 

フェイスペイントで大変身。ネコ耳のバルーンをつけたり、顔にペイントメイクをしまし

た。小学生は最初、遠慮がちで、離れて私たちを見ているだけでした。ネコ耳をつけて「大

変身をしてみない？」と声をかけました。すこしずつ参加者も増えてきて、遠くで見てい

た子も参加したら、みんなに可愛いと言われて嬉しそうでした。友達同士でフェイスペイ

ントをしたり、鏡を片手に顔中に塗ってみたりと、とても楽しそうにしていました。私た

ち大人も楽しみました。 

 

 

発表者 パターゴルフ 

おもちゃのパターをつかって、ゴルフをしました。2、3メートルくらいの距離です。子供

たちは遠巻きにしていたのですが、自分たちでやって楽しげな雰囲気を出したところ、す

こしずつ子供たちも来てくれました。ずっと見ていた女の子もようやく参加してくれまし

た。楽しそうにやってくれる姿を見て、本当に嬉しくなりました。上手に穴に入ったとき
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は拍手するだけではなく、名前を書いて貼ってあげたら、より満足したのではと思いまし

た。大人も大いに楽しんでいました。 

 

 

発表者 昔遊び 

ベーゴマ、風船ヨーヨーを体験できる場所を提供しました。ベーゴマは大人でも難しいの

ですが、コツを覚えた子供達がずっとやっていたのが印象的でした。風船ヨーヨーは、大

変人気で、ヨーヨーを製作する方が追い付かなかったです。カンカン倒しは、単純な遊び

で、ボールを投げて、積み上げた缶を崩す遊びです。トーナメント形式にし、入場行進や

応援歌をつけて、大変盛り上がりました。学校では勉強やスポーツができる子が注目をあ

びます。今回のように、遊びで子供達の隠れた才能を見つけられることもあるのではと思

います。 

 

 

発表者 折り紙 

髪飾りになる折り紙をしました。すぎなみ大人塾は、初めての参加となります。まだ分か

らないことだらけだったのに、早くも店だしをすると聞き仰天しました。幸いなことに、

ご一緒になった者同士に共通の趣味がありましたので、着物に似合う髪飾りを作ろうと決

めました。先輩の協力を得て、折り紙の準備をしていました。当日は、予想以上に子供達

が来て、大騒ぎでした。着物に着けたり髪につけたりと、子供達は嬉しそうでした。あま

りに忙しかったので、他の参加者と交流ができず、お店も見られなかったのが残念でした。 

 

発表者 魚釣り 

手作りの金魚を 3分で何匹釣れるかを競う遊びです。高学年はたくさんとって、得意そう

な顔をしていました。その中で、低学年の女の子がやってきて、「釣った魚をご褒美にもら

えるの？」と聞かれましたが、ご褒美にあげられないと答えたところ、もらえなくても、

一生懸命遊び、魚でいっぱいになったバケツをみせてくれました。5匹だけでしたが、私た

ちにとってのご褒美になりました。 

 

 

司会（だがしや楽校コース卒業生） 

1年を通して、先生方に大変お世話になりました。この場をかりて感謝いたします。また、

杉並第七小学校の永山先生、守田先生、本当にありがとうございました。ＰＴＡの方から

もコメントを頂き、喜んでいただいたようです。アンケートをしたところ、「とても楽しか

った」「またやって欲しい」という声が多く、「だがしや楽校なのに、お菓子ないの？」「暑

かった」「早めに終わって残念」という声もありました。次回は、お声を活かしたいと思い
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ます。最後に、杉並区立社会教育センターの皆様もありがとうございました。 

 

    

司会（だがしや楽校コース卒業生） 

第 2回のだがしや楽校開催は、高齢者福祉施設で、高齢者と若い障害者、その家族を対象

にしました。施設の賛同もあり、スムーズに使えるようになりました。高齢者の方のお体

を傷つけてはいけないうえ、車椅子の方も多く、意志の疎通ができるのかなど不安も多か

ったです。実際にやってみたところ、施設利用者の方にも喜んでいただき、私たちも楽し

く素敵な時間を共有できました。施設の職員さんにも好評でした。 

 

 

発表者 帽子写真館 

手作りの帽子をかぶって頂き、写真を撮って押し花プレートに入れてお渡ししました。た

くさん並んでいただき、数が足りなくなるほどでした。写真が嫌いといっていた方もメイ

クをされたあとに、喜んで撮られたり、奥様と久しぶりに写真を撮った方など、会場の笑

顔をみて、またやりたいなと思いました。 

 

 

発表者 アロマで握手 

手にアロマトリートメントをして、お互いに癒される体験をしました。たくさんの方がき

てくれて、スッキリとした顔で帰られていました。普段は眠っているような方が、私たち
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のブースでパチッと目を覚ましたので、ご家族が驚いていました。幸せな時間を過ごせて、

感謝しています。 

 

 

発表者 折り紙 

折り紙を渡すだけでは芸がないので、独楽をまわして矢印が止まったところに応じた景品

を渡すことにしました。バラの風車の折り紙は、吹くと回るので、呼吸器にも良いし、手

先の運動にも役立ちます。動く唇の折り紙は、ユーモアがあり、もらった方は笑顔になり

ます。折り紙を貰ったみなさん、とても喜ばれておりました。 

 

 

発表者 カード作り 

クリスマスカードをご家族と入居者といっしょに作りました。慰問ではなく、だがしや楽

校らしいものを作ろうと思いました。やる前は不安でしたが、みなさん、とても可愛いも

のを作ってくださいました。工夫しながら、デザインをしていく姿に、大変うれしく、感

動しました。楽しい刺激は何歳になっても素敵だなと感じさせて頂きました。 

 

    

 

司会（だがしや楽校コース卒業生） 

最後にみなさんで体操をしましたので、今日も一緒にやってみましょう。上半身のみを動

かしてできる体操です。手を前に出して、手の平から心臓にむかって、スリスリしましょ
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う。首、喉、胸、お腹、背中を順番に。暖かくなってきましたか？次は首を動かします。

ゆっくり倒して、ゆっくり戻します。手を前にしてグーパーをしましょう。グーを強く握

って、パッと開きます。最後は、肩を回して深呼吸。鼻で吸って、口で吐く。 

 

 

 

次は見るからに元気なお兄さんと一緒に、運動をしましょう。音楽にあわせて足踏みをし

ます。まずは右手のスリスリ。次は反対の手。パンチ、パンチ。横にパンチ。気をつけて

くださいね。万歳。横にも万歳。みなさん上手ですよ。はい、ここで終わります。 

 

 

司会（だがしや楽校コース卒業生） 

すばらしい仲間が集まり、私たちも大いに楽しみました。施設の方も、ご家族も楽しんで

頂けたようです。これも、学習支援者、社会教育センターのおかげです。この体験を地域

に活かしたいと思います。ありがとうございました。 
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アソビノベーションコース発表 

 

アソビノベーションコース学習支援者 （㈱）エンパブリック 広石拓司 

すばらしい発表でしたね。アソビノベーションコースの発表を行いたいと思います。私は、

あとで準備が整ったらお話いたします。このような形で、アソビノベーションコースは参

加者の方にお任せしていた半年間でした。 

   

司会（アソビノベーションコース卒業生） 

このような形ですぐに話すよう促されるハプニングに耐えるようになることも、地域活動

のリーダーを養成するという講座にふさわしいのではと思います。アソビノベーションコ

ースには、精鋭が集まりました。プランをして、実行して、いろいろやっていくのは本当

に大変でした。プログラムの一部を紹介したいと思います。                 
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発表者 夏も終わりの水鉄砲  

水鉄砲を企画しました。9月に遊びを実施し、場所は蚕糸の森公園です。なんで水鉄砲なの

かというと、夏に合った企画であるからと、自分の遊び体験からです。自分にとって遊び

といったらなんだろうと考えたら、鬼ごっこが現風景でした。水鉄砲なら、無我夢中にな

って遊べるのではと思いました。池を挟んで 15人がチームに分かれ、首からティッシュの

的をつけて、撃ち合いをしました。ティッシュが濡れて、落ちたらアウトです。ゲームは 2

分なのですが、3時間ほど水をかけあいました。大人になってから、水をかけられることが

10年以上なかったので、とても新鮮でした。人に向かって、水風船をぶつけていくことも、

単純に楽しかったです。止めてというのに、水をかけてくる大人がいました。すごく子供

じみていましたが良かったです。 

 

 

発表者 家族に乾杯  

「大人塾の家族に乾杯」と題して、2回実施しました。杉並区に住んで長いのですが、恥ず

かしがり屋なので、気に入ったお店に話しかけられませんでした。良いお店だなと思って

も、声をかけられないという経験を話したところ、みんなで行ってみようと企画が成立し

ました。独りで出来なくても、みんなでやればなんとかなるのは遊びだなと思いました。

お店にご迷惑をかけないよう配慮することも考えました。行った時は午前中で、お客さん

もいなかったので、対応して頂けました。お店に感謝を伝える工夫として、マジックを披

露して、カードをひいたら「ありがとう」と書いたカードが出るように仕掛けました。無

事に思いを伝えられたことに感激しました。これに味を占めて、2回目の企画のときは、お

店の人の人柄を知り、店と客の関係性を壊すことを考え、サイコロをふって、その数に合

わせた質問をしていき、答えてもらう仕掛けを考えました。しかし、時間帯や曜日の都合

もあり、忙しくて断られてしまうお店もいくつかありました。5年間、独りで出来なかった

ことがみんなで出来た。後日、お店の方から話しかけてもらったのは嬉しいサプライズで

した。話をしようとして断られるのは失恋のように悲しかったけれども、これからもやっ

ていこうと思います。 

 

 

発表者 ぐりとぐら企画  

絵本の『ぐりとぐら』のように、みんなで集まってご飯を作ろう、知らない人も誘おうと

企画しました。12月に和田堀公園で豚汁、バーベキュー、焼きそば、巨大ハンバーガーを

作りました。大人塾の仲間だけではなく、友人や、公園にいる全く知らない人を誘って楽

しみました。巨大ハンバーガーは鉄板いっぱいの大きさ。受講生の一人が、わざわざ早朝

から作ってくださったパンに巨大肉を挟んで、みんなで食べました。人を集めるために、

ポスターを作って、貼りだしたり、チラシを配って、周りの知らない人を誘いました。焼
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きマシュマロは子供たちに人気。他のエリアでもバーベキューをしている人もいたので、

その方たちを誘ってみました。知らない者同士なのに交流がうまれ、大きな鍋いっぱいの

豚汁もすっかりなくなりました。自分自身はアウトドアの経験がないので不安いっぱいで

したが、いろんな人に助けてもらい無事にできたことに感動を覚えました。ハンバーガー

の一口目が沁みました。チラシを配るときに、地域活動のことを説明するよりも、「豚汁が

余ったので良かったら」と配った方が交流できたのも発見です。なれない遊びをする時に

は、周りの人の力を借りるとできるのはすごいと思います。本当にありがたいです。 

 

 

司会（アソビノベーションコース卒業生） 

3つの遊びを紹介しました。受講生のアンケートをまとめて、遊びに重要なことが 4つある

ことが分かりました。この 4つを、先ほどのアソビノベーションコースのメンバーに話し

て頂きます。 

       

 

１、楽しさ、面白さは自分が発見するもの。主体的に楽しむ。 

２、うまくいかなくても別によい。気楽に一歩を踏み出す。 

３、考えすぎない。ゆるく。その場の流れで。 

４、助けてくれる仲間。勝手に面白がってくれる仲間。 

 

 

登壇者Ａ 

自分は遊びの企画者ではあるのですが、リーダーにはなれなくて、苦手なこと、出来ない
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ことを先に伝えました。すると、みんなのできることをやってくれた。私も楽しかったし、

みんなも主体的に楽しんでくれたので良かったです。 

 

 

登壇者Ｂ 

なにもできないのに、どうして企画したのだろうと自問もしました。なかなか企画が進ま

ないな、周りの人が動いてくれないなと思ったこともありましたが、自分にできることを

ちょっとずつやっていきました。しばらくすると、周りの人が動き出してくれました。強

制ではなくて、自然に生まれた動きです。まずは、自分から動くというのが大事だと思い

ました。 

 

 

登壇者Ｃ 

急に遊べといわれて、恐る恐る遊びを企画しました。最初は気が重かったです。自分独り

ならともかく、他人を巻き込むことや、楽しませなきゃとも思って、プレッシャーになっ

て苦しかったです。やってみると、案外、好き勝手に楽しんでくれました。大人なので計

画を立て、満足度なども気にして企画しがちですが、遊びというのは、どうでも良い感じ

ではないと、遊ぼうと誘えないなと思いました。 

 

 

登壇者Ｄ 

企画が失敗したあと、それで終わりになるのではなく、次にどうしたら良いだろう、どう

したら楽しめるかを考えました。また遊べるなと思いました。 

 

登壇者Ｅ 

外でご飯を食べるとなると、パターンがあってそれに沿うべきかなと思っていた。苦手な

ことをすると、みんなが助けてくれる。みんなに意見を聞いてみて、柔軟に意見を取り入

れながら、判断してやってきました。 

 

 

登壇者Ｆ 

メンバーについては、まとめるというよりも、それぞれが勝手に楽しんでくれました。こ

ういう人達がいると、すごく楽に遊べると思います。遊びは指示されるものではないので

しょう。 
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司会（アソビノベーションコース卒業生） 

遊びを通じて、お互いへの理解や、学び自体についても深まった１年でした。最後に、卒

論の映像を紹介したいと思います。 

 

 

映像作成者 

4分の動画です。大人塾の生徒はキャラクターが輝いているので、動画を作りたいなと思っ

ていました。幸い、スキルがある方がいらっしゃったので、映像、脚本、音楽と役割分担

をして、あとは行き当たりばったりで乗り越えました。20人弱が参加してくれて、その場

で台詞を言ってくれました。ロケ地も演技もすべて自分たちで探して、一緒に作りました。

エンドロールまで含めて、ご覧ください。 

 

 

＜映像鑑賞＞ 

 

 

司会（アソビノベーションコース卒業生） 

ありがとうございました。これで、アソビノベーションコースの発表を終わります。 

 

 

杉並区立社会教育センター社会教育主事 中曽根 聡 

2つのコースの発表が終わりました。最後に、このコースは年間を通したプログラムですが、

お仕事、プライベートがある中、皆勤された方を表彰したいと思います。皆勤おつかれさ

までした。さて、だがしや楽校という場や遊びの意味提案，その中で育まれる人と人との

関係性、そしてみんなで地域をつくっていく学び。これらを推進してきたのが、大人塾を

はじめとした杉並区の社会教育です。その全体を見渡している生涯学習スポーツ担当部長

が到着しましたので、ご紹介させていただきます。 

 

 

教育委員会事務局生涯学習スポーツ担当部長 和久井義久 

生涯学習スポーツ担当部長をしております和久井です。楽しい報告を聞かせて頂きました。

誠にありがとうございます。充実感が伝わってきました。ぜひ、これからも学んでいただ

き、交流もしていただき、今日１日、そしてこれからを楽しんで頂けたら幸いです。 
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杉並区立社会教育センター社会教育主事 中曽根 聡 

ありがとうございます。また、最後にもご挨拶をいただきますが、大人塾のアドバイザー

をお願いしております国立教育政策研究所の笹井様もご紹介させていただきます。 

 

国立教育政策研究所 大人塾アドバイザー 笹井宏益 

大人塾のアドバイザーとして関わらせていただいております。 

かつて別の仕事をしている時に、当時の上司からこんな話を聞きました。彼が国際機関に

勤めていた時に、イタリア人の部下がいたそうです。語学堪能、社交性抜群の万能人。発

明家であり、研究者でもあるダビンチもそうでしたね。そんな彼が、たった１つ出来なか

ったことがありました。なんだと思いますか。それは、仕事。なんでもできるのに、仕事

だけは出来なかったそうです。みなさんを見ていると、かつての上司の話を思い出しまし

た。杉並を支える方は、こういう方なのだなと思いました。 

 

杉並区立社会教育センター社会教育主事 中曽根 聡 

これにて第 1部を終了いたします。第 2部は卒業生の方もいらっしゃっているので、卒業

年度を超えて大いにつながりを作っていただけたらと思います。卒業生の皆様が取り組ま

れている各種活動のチラシも真ん中の机に置いてありますので、お手にとってください。

休憩後に、第 2部です。ひとまず、お疲れさまでした。 
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＜第 2部：交流会＞ 

 『“新春お年玉スペシャル”なるほど！ザ・大人塾』
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