
一般社団法人ユニカルラボラトリーが主催し、箕輪町が後援する標記事業が開催さ

れますのでお知らせします。上伊那地域を中心に進路や将来について考える高校生

の皆さんを募集していますので、この機会に是非ご参加ください。 
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     添付資料 有  無 

 

 

 

 

 

 

 

   

  日 時 

平成 30 年 8 月 18 日（土），19 日（日）の 2 日間 

  場 所 

木下公民館（上伊那郡箕輪町中箕輪 11393-1） 

  内 容 

  地元高校生が、20 代の若手社会人や現役大学生と、楽しいワークショップを通して、

進路選択や将来を考えるための「方法」を学びます。 

＜（一社）ユニカルラボラトリーとは＞ 

 主に中高生のキャリア教育に関する活動を行う一般社団法人です。2013 年に東京大学の 

学生を中心に立ち上げ、現在はコアメンバー10人（大学生 5 人・社会人５人）で活動して 

おり、これまでに首都圏の高校や福島県会津若松市でワークショップ型のプログラムを企画

運営してきました。 

箕輪町役場企画振興課 プレスリリース  

平成 30 年 6 月 28 日 発信 

企画振興課 若者・女性活躍推進係 
(課長) 毛利 岳夫 (担当) 清水 平澤 
電 話：0265-79-3111 （内線）233 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ‐mail：kizai@town.minowa.lg.jp 

伊那谷サマースクール２０１８in みのわを開催します 

箕輪町 
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■開催期間
2018年8月18日(土)、19日(日)
（2日間、通い形式）

■会場
木下公民館

（上伊那郡箕輪町中箕輪11393-1）

■プログラム（詳細は裏面）
進路に関するワークショップ、
座談会・レクリエーション など

■参加費
15,000円（期間中の食事代・保険代を含む）
※会場までの交通費は自己負担となります。

■対象・募集人数
伊那谷地域の高校生 20名程度

■応募方法・締切
7/15(日)23:59までに下記よりご応募ください。
http://unicul-lab.net/inadani2018/
上記QRコードからもアクセス可能です。
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開催要項・募集要項 ※詳細・応募書類はhttp://unicul-lab.net/inadani2018/よりダウンロードできます

主催：一般社団法人 Unicul Laboratory 後援：箕輪町 協力：さくら＊みらい塾



9:00- 受付
9:30-10:30 オープニングセレモニー
10:30-12:30 ＜①人生路線図ワークショップ＞

社会人・大学生は、大学でどんなことを
学び、どんなことを経験したのだろう？人
生の分岐点でどんな選択をしたのだろう？
人生を路線図に見立てて、人との出会い

方を学びます！
12:30-13:30 昼食
13:30-17:00 ＜②まちあるきワークショップ＞

「ほかの人」の視点に立って、まちを歩
きます。自分の歩き慣れたまちは、「ほか
の人」にとって歩きやすい？それとも…？
フィールドワークをしながら、社会参画

について考えます！
17:00-20:00 夕食・レクリエーション
20:00 解散

9:00- 受付
9:30-11:15 ＜③特別講義：地域のひと・仕事＞

地域で働いている方のお話を伺い、地域
のひとや仕事について理解を深めます。
「こんな人いたんだ！」「こんな仕事が
あったんだ！」と思うこと、間違いな
し！？

11:30-15:30
※昼食休憩を含む

＜④ピクトグラムワークショップ＞
これまでの自分、いまの自分。複雑な自

分の姿をシンプルに表すと、未来の自分が
見えてくる！
ピクトグラムを使って、自分について

じっくり考えます。
15:30-17:30 ＜⑤無人島ワークショップ＞

「未来の自分」にたどり着くには、どん
な道を通ればいいのか？もしもたどり着け
そうもないならば、どうする？
2日間の集大成として、自分だけの冒険

の地図をつくります！
17:30-19:00 エンディングセレモニー
19:00 解散
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その場で進路や将来の答えを出すのではなく、それらを考える「方法」を習得できる
ことが大きな特徴です。参加後には、「視野を広げ、自分への理解を深め、目的や目
標を設定し、1歩踏み出してみる」というサイクルを自分で回せるようになり、これ
から幾度も直面する進路選択に役立ててもらうことが目標です。
プログラム中は、東京大学・東京学芸大学・信州大学をはじめとする現役大学生・卒
業生が、グループ（4～5人）に1人ずつチューターとしてつくことになります。進路
相談も大歓迎。みなさんの充実した2日間をサポートします！

【1日目】 【2日目】

○進路について考えるきっかけが欲しい、なりたいもの・やりたいことの見つけ方を知りたい
○現に進路について悩んでいる、どう選べばよいか分からないので、ヒントが欲しい
○大学生や20代の社会人に進路の話を聞いてみたい、進路の相談をしてみたい、ざっくばらんに話をしてみたい
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伊那谷サマースクールへようこそ！夏の2日間、ちょっぴり真面目に自分のこれからを考えてみよう！という、こ
の地域では今年がはじめてのイベントです。
とはいえ、全く気負わなくて大丈夫！楽しい話から真面目な話までなんでもOKの大学生・社会人と、わいわい楽し
くワークショップに取り組んでいるうちに、あっというまに終わってしまうはずです。
文理も進路も多様なユニークな学生・社会人一同、みなさんの参加をお待ちしています！

伊那谷サマースクールへようこそ！
日頃あまり触れることのない近くの高校の人達とワイワイ楽しい話をしたり、大学ってどんなとこ？自分ってどん
な人だっけ？とちょっぴり真面目な話をしたり、楽しい夏休みにしませんか？？
一緒に最高の夏をつくりましょう♪お待ちしています！

社会人スタッフ
永野あきほ

（公務員、3年目）

学生スタッフ
桐野耕介

（信州大、3年）
伊那北高校出身

�"*&!����
一般社団法人 （ユニカル・ラボラトリー）
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プログラム内容や応募方法等、ご不明点がありましたら、以下のアドレスまでお気軽にお問い合わせください。
伊那谷サマースクール2018 in みのわ 運営事務局 unicul.event@gmail.com

※プログラムは調整中です。今後、若干の変更の可能性がありますので、
ご了承ください。

Unicul Laboratoryでは、主に中学生・高校生のキャリア教育に関する活動を行っています。2013年に東京大学の学生を中心に立ち上げ。
現在はコアメンバー10名（大学生5名・社会人5名）と当日スタッフ数十名で活動中。2018年6月に一般社団法人化。
これまで、首都圏の高校7校や福島県会津若松市の事業にて、ワークショップ形式のプログラム＜Queque＞を企画・運営してきました。
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伊那谷サマースクール 2018 in みのわ 開催要項・募集要項 

 

 

 インタビューゲームをする、まちをあるく、地域の人とふれあう、自分をシンプルにデザ

インする、地図を描く——20 代の若手社会人や現役大学生と、楽しいワークショップを通

じて、進路選択や将来を考えるための「方法」を学んでみませんか？ 

 今回のサマースクールは、これまで首都圏 7 高校や会津若松市主催の事業で高校生向け

のキャリア教育プログラムを実施してきた一般社団法人 Unicul Laboratory（ユニカルラ

ボラトリー）の主催で、箕輪町の後援をいただき、また教科の枠にとどまらず「生きる力」

を持った児童・生徒の育成を目指し特色のある学びを展開するさくら＊みらい塾の協力も

受け、開催します。 

 「進路について考えるきっかけが欲しい」「どうやって進路選択をすればいいか知りたい」

という伊那谷地域の高校生のみなさん、ふるってご参加ください！ 

 

 

１．開催期間 

 201８年 8 月１8 日（土）、１9 日（日）（2 日間、通い形式） 

 

２．会場 

 木下公民館（上伊那郡箕輪町中箕輪 11393-1） 

 

３．対象・募集人数 

 伊那谷地域の高校生 20 名程度 

 ※通いでの参加を前提としますが、遠方から宿泊で参加を希望される場合は、事務局まで 

  ご相談ください。 

 

４．参加費用 

 １5,000 円（口座振込。詳細は参加決定後、事務局より御案内いたします） 

 ※期間中の食事代・保険代を含みます。 

 ※会場までの交通費、遠方からいらっしゃる場合の宿泊費等は自己負担となりますので 

  ご了承ください。 

 

５．運営スタッフ 

 一般社団法人 Unicul Laboratory メンバー 若手社会人・大学生 約 6 名（予定） 

 

  



 
 

 2 

６．プログラム概要・当日のタイムスケジュール 

 その場で進路や将来の答えを出すのではなく、それらを考える「方法」を習得できること

が大きな特徴です。参加後には、「視野を広げ、自分への理解を深め、目的や目標を設定し、

1 歩踏み出してみる」というサイクルを自分で回せるようになり、これから幾度も直面する

進路選択に役立ててもらうことが目標です。 

 

＜1 日目(8/18(土)＞ 

9:00- 受付 

9:30-10:30 オープニングセレモニー 

10:30-12:30 ＜①人生路線図ワークショップ＞ 

 社会人・大学生は、大学でどんなことを学び、どんなことを経

験したのだろう？人生の分岐点でどんな選択をしたのだろう？ 

 人生を路線図に見立てて、人との出会い方を学びます！ 

12:30-13:30 昼食 

13:30-17:00 ＜②まちあるきワークショップ＞ 

 「ほかの人」の視点に立って、まちを歩きます。自分の歩き慣

れたまちは、「ほかの人」にとって歩きやすい？それとも…？ 

 フィールドワークをしながら、社会参画について考えます！ 

17:00-20:00 夕食・レクリエーション 

20:00 解散 

 

＜2 日目(8/19(日)＞ 

9:00- 受付 

9:30-11:15 ＜③特別講義：地域のひと・仕事＞ 

 地域で働いている方のお話を伺い、地域のひとや仕事について

理解を深めます。「こんな人いたんだ！」「こんな仕事があったん

だ！」と思うこと、間違いなし！？ 

11:30-15:30 

※昼食休憩を含む 

＜④ピクトグラムワークショップ＞ 

 これまでの自分、いまの自分。複雑な自分の姿をシンプルに表

すと、未来の自分が見えてくる！ 

 ピクトグラムを使って、自分についてじっくり考えます。  

15:30-17:30 ＜⑤無人島ワークショップ＞ 

 「未来の自分」にたどり着くには、どんな道を通ればいいのか？

もしもたどり着けそうもないならば、どうする？ 

 2 日間の集大成として、自分だけの冒険の地図をつくります！  

17:30-19:00 エンディングセレモニー 

19:00 解散 
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７．応募方法 

 下記ページから応募フォームにアクセスし、必要事項を記入の上送信してください。 

 http://unicul-lab.net/inadani2018/ 

 ※応募フォームが使用できない場合は、事務局にご相談ください。 

 

８．開催までのスケジュール 

 7 月 15 日（日） 第１次締め切り 

 7 月 22 日（日） 第１次参加者決定・連絡 

 7 月 29 日（日） 第２次締め切り 

 8 月 5 日（日） 第２次参加者決定・連絡 

 〜8 月中旬 skype 等での事前コミュニケーション（30 分〜1 時間程度） 

 8 月 18 日（土）・19 日（日） 当日 

 

９．備考 

・参加にあたっては、事前に保護者の同意を得るようお願いいたします。 

・アンケートフォームにご記入いただいた情報に関しては、厳正に管理の上、本ワークショ 

 ップの運営以外には使用いたしません。 

・参加希望者が多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。参加の可否に 

 ついては、参加者決定日以降、申し込まれた方全員にメールなどでお知らせいたします。 

・2 日間すべてのプログラムにご参加いただけることが望ましいです。1 日のみの参加や 

 部分参加をご希望の場合は、事前に事務局までご相談ください。 

・本プログラムは、グループワークが中心のプログラムとなります。そのため、グループワ 

 ークができる人数に応募が満たない場合には、開催を中止することがございます。その場 

 合には 8 月 5 日（日）までに連絡いたします。 

・参加者全員が行事保険に加入します。手続き・支払いは事務局で行います。保険料は参加 

 費に含まれています。 

・プログラム中の取組や活動の様子について、文章や写真の形で、実施報告や次回に向けた 

 広報活動に活用させていただく場合がございますので、ご了承ください。 

 

１０．免責事項 

・開催を中止した場合、お振込いただいた参加費は返却いたしますが、それ以上の補償はで 

 きかねますのでご了承ください。 

・本プログラムの開催期間内において発生した事故や怪我・病気などのうち、行事保険の対 

 象外のものについては補償責任を負わないことを、ご了承ください。なお、当該保険対象 

 以外に参加者に生じた負傷、疾病等に伴う経費、また、その他の個人的な経費は参加者の 

 負担となります。 

・参加決定後、持病や服用薬の有無などについてお聞きしますので、アレルギーやじんまし 

 んなどの症状がある場合は、事前に必ずお知らせください。また、それらについて起こり 
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 うる状況についての責任は負いかねます。 

・プログラム参加にあたっての、往路・帰路等移動途中の事故に対しての責任は負いかねま 

 す。プログラム中、その前後においても事故等の無いようお気をつけください。 

・期間中、貴重品は持ち歩くなど、参加者側の責任において管理していただくようお願いし 

 ます。盗難・紛失について、一切の責任は負いません。 

 

１１．問い合わせ先 

 伊那谷サマースクール 2018 in みのわ 運営事務局 

 unicul.event@gmail.com 

 ※3 日以内には必ず返信いたします。返信がこない場合は、再度お問い合わせください。 

 

１２．主催団体・一般社団法人 Unicul Laboratory について 

 Unicul Laboratory では、主に中学生・高校生のキャリア教育に関する活動を行ってい

ます。2013 年に東京大学の学生を中心に立ち上げ。現在はコアメンバー10 名（大学生 5

名・社会人 5 名）と当日スタッフ数十名で活動中。 

 これまで、首都圏の高校や福島県会津若松市の事業にて、ワークショップ形式のプログラ

ム＜Queque＞を企画・運営してきました。 

 ホームページ ：http://unicul-lab.net/ 

 facebook ：https://www.facebook.com/UniculLaboratory/ 

 

１３．その他 

・本プログラムは、箕輪町の後援をいただいております。 

 

以上 


