
塾生募集

街なか企画塾
やってみる
  の たね

あなたも、まちの「プロデューサー」！

シティプラザのオープン後、施設やまちなか

を使って賑わいを生みだす人材を育成する街

なか企画塾。前期は基礎編として、アイデア

を企画書にするところから、魅力的なプレゼ

ンテーションのやり方まで、段階を追って学

びます。後期は「実践編」として、グループ

に分かれて企画書作成、プレゼン、ディスカッ

ションを行いながら、企画を作りあげます。

実施にあたっては、高等教育コンソーシアム

久留米と連携して開講しています。詳しいお

申込み方法は下記にお問合せください。

楽しい講義でした。新しい事を知る、学ぶ事は刺激的でした！

人と関わる事の楽しさが分かる貴重な時間でした！

講師　高宮 知数  氏  
（久留米シティプラザ　オープニングディレクター）

平成２6 年度「街なか企画塾」受講生の声

（前期：基礎編）　18 ： 30 ～ 20 ： 00　（1 コマ全 8回）
4/17 （金） オリエンテーション
5/1 （金） 企画と企画書の基本
5/15　 （金） 企画のはじめかた  調べよう、まず街に出よう

5/29 （金） 選ばれるアイデア アイデアを探し、選び、磨く

6/12　 （金） プレゼンテーションを意識する
6/26 （金） 良いプレゼンテーション、悪いプレゼンテーション
7/10　 （金） 企画書を完成させるポイント　気になる、採用されるために

7/24 （金） 企画とプレゼンの最前線 ／ 最終課題発表

（後期：実践編）　13 ： 00 ～ 16 ： 15　（2 コマ全 4回）

9/26 （土） 人が集い、出会う場をつくる
10/24 （土） ランドスケープも人がつくるもの
11/21 （土） チーム力を高めるグループワーク
12/19 （土） もう一度、街から考える

前期：４ ～ ７ 月  「基礎編」
後期：9 ～ 12 月 「実践編」

※ 講義の詳細は裏面をご覧ください

info@consortium-kurume.jp

※ 「実践編」は「基礎編」の受講が前提となります

企画・プレゼンテーション、ディスカッション受講
無料

久留米市・高等教育コンソーシアム久留米主　　  催

久留米シティプラザ　プレ事業

市内に在住もしくは通勤または通学している 18 歳以上の方（高校生を除く）

久留米市市民活動サポートセンターみんくる

平成 27 年 4 月 8 日から（お早めにお申し込みください）

後　　  援

申込開始

受講資格

場所　くるめりあ六ツ門 6Ｆ みんくる会議室
　　　　　（ ※4/17、11/21 は　セミナー室 1・2 ）
　　　　　
                

※ 電話、FAX、または E-mail にて住所、氏名、連絡先をお知らせください。
※ お預かりしました個人情報は適切に管理し、当講座のためにのみ利用させていただきます。

プレゼンでの即興アドリブの大切さを学びました！

無料受 講 料

2015

好評につき今年度も開催 !



  開講時間　上記参照　　　 申込開始    平成 27 年 4 月 8 日から（お早めにお申し込みください）

  申込手続　学生の皆さんの申込み手続き等については、所属校の窓口にお問合せください。
★ 久留米大学　御井学舎事務部教務課　　TEL：０９４２-４４-２０７１ ／ FAX：０９４２-４３-４４１３
★ 久留米工業大学　学生サービス課　　　TEL：０９４２-２２-２３４５ ／ FAX：０９４２-２１-８７７０
★ 聖マリア学院大学　教務課　　　　　　TEL：０９４２-３５-７２７１ ／ FAX：０９４２-３４-９１２５
★ 久留米信愛女学院短期大学　教務課　　TEL：０９４２-４３-４５３２ ／ FAX：０９４２-４３-２５３１
★ 久留米工業高等専門学校　学生課　　　TEL：０９４２-３５-９３１４ ／ FAX：０９４２-３５-９３１９

    市民の方のお申込みは、以下のサテライト・キャンパス事務室までお願いします。
サテライト・キャンパス事務室　TEL/FAX：0942-32-7622 E-mail：info＠consortium-kurume.jp

【講義内容】　企画・プレゼンテーション、ディスカッション

  開催会場

開催会場：くるめりあ六ツ門 ６Ｆ　会議室 ）11-3町門ツ六市米留久（  

街なか企画塾 あなたも、まちの「プロデューサー」！

平成 27 年度

4/17  オリエンテーション　
）金（    　企画の準備作業、企画の必要十分要素

　　　　　

5/1  企画と企画書の基本
）金（    　企画書の文章、説得のためのロジック

　　　　　

5/15 企画のはじめかた　調べよう、まず街に出よう
）金（    　ゲスト　建築家・東京大学非常勤講師

　                                               西田司氏（予定）

5/29  選ばれるアイデア
 ）金（   　アイデアを探し、選び、磨く
　　　　　

6/12  プレゼンテーションを意識する
）金（    　プレゼンテーションは、

                   ２ＷＡＹコミュニケーション

6/26  良いプレゼンテーション、悪いプレゼンテーション
）金（    　ゲスト：TAIRA MASAKO プレスオフィス

                       　　　　　　　　　　代表　平昌子氏
　　　　　
7/10  企画書を完成させるポイント

）金（  　　　　　気になる、採用されるために
  　ゲスト　多摩美術大学教授　佐藤達郎氏
　　　　　　　
7/24 企画とプレゼンの最前線 ／ 最終課題発表

）金（    

内容（90 分 × 1 コマ × 8 回）18:30-20:00開催日

」編礎基「   月７～４：期前

9/26  人が集い、出会う場をつくる
）土（     ゲスト：Ｋ２インターナショナルグループ　

　　　　ＮＰＯ法人ヒューマンフェローシップ代表理事　岩本真実氏                          

10/24  ランドスケープも人がつくるもの
）土（     ゲスト：ランドスケープデザイナー  日本大学短期大学部准教授　山﨑誠子氏

　　　　　　　 

11/21  チーム力を高めるグループワーク
）土（     ゲスト：東京学芸大学准教授　高尾隆氏

12/19  もう一度、街から考える
 ）土（    ゲスト：建築家　神戸大学工学部准教授　槻橋修氏

内容（90 分 × ２コマ × ４回）開催日

」編践実「   月21～9：期後
①13：00-14：30
②14：45-16：15

【目的・概要】
企画プレゼンテーション、グループワーク、ディスカッションについて、
その基礎から実践的に学びます。

仕事に就いたり、市民活動などに関わっていくとき、様々な企画書や提案、
説明を求められることになります。チャンスを生かし自らのアイデアをア
ピールする事業計画書を作成する、どうしても実現したいチャリティイベ
ントに役所の許可を得るためにどれくらい意義があり魅力的な活動になる
かを訴える公園利用申請書を作る、起業する時に足りない資金を得るため
に融資の申請書類を作成する・・・。また、これらの提案資料を読んだり、
プレゼンを聞いたりしてもらう相手は、必ずしもあなたのよく知る人でな
かったり、あなたの事業に興味を持っていなかったりすることも当然あり
ます。そのような人たちを説得し、共感させ、提案を実現させて、はじめ
てあなたのやりたいことは実現するのです。

更に言えば、就職のためのエントリーシートや履歴書は、あなた自身につ
いての提案書であり、面接やグループ討論はまさに、プレゼンテーション
やディスカッションなのです。この講義では、このようなことにも役立つ、
実践的なスキルを修得することを目指すものです。

【前期：基礎編】は、企画書を作成したり、それを効果的に提案したりして
いくための基本的スキルを身につけます。まず、提案相手を的確かつなる
べく速やかに理解すること、次に、自分の見解やアイデアを、きちんと伝
えること、更には、皆で有効な議論が出来るようになるための基礎的な手法、
技法を学びます。

【後期：実践編】は、前期の基礎的な学びを活かし、受講生全員がいくつか
のグループに分かれて企画書を作成し、プレゼンをし、ディスカッション
をするという、グループワークに挑戦してもらいます。

なお、前後期を通じて、企業や NPO、広告代理店でまちづくりや大型イベ
ントにも取り組んでいる実務経験者をゲストに招いて、現場での企画書、
プレゼンテーションについて話してもらう予定です。

【到達目標】

【前期：基礎編】を通じて、アイデア出し、簡単な企画書作成、プレゼンテー
ションと段階的に進んでいくことで、受講生みんなが、魅力的な企画書
づくり、プレゼンテーションが出来るようになるように取り組みます。

【後期：実践編】では、開館後の久留米シティプラザをはじめ、市内で今後
実施できるイベントをテーマに、その具体的実施企画を考え、企画書にして、
プレゼンテーションします。

【準備学習】
前期後期とも皆さん自身が考え、まとめた企画書とその発表が、授業の効果
を大きく左右します。はじめから上手に企画書が書けたり、プレゼンテー
ションが出来る人はほとんどいません。どんなに稚拙でも、自分で考え、
書き、発表することを繰り返せば、必ず成果が上がります。ごく短い、簡単な
テーマからはじめますので、まずは書いてみましょう。

【教科書】
特にありません。講義に必要なテキスト等は、都度用意します。

久留米シティプラザ　プレ事業

くるめりあ六ツ門 ６Ｆ 会議室
  （久留米市六ツ門 3-11）
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