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（１）概況 
　一般財団法人高度映像情報センター（以下「AVCC」）の公益目的事業であるKK²事

業は、社会教育プログラムおよびプラットフォームの提供を目的とし、「共に考え、

共に学び、共に担う社会へ」をミッションに掲げ「デジタル公民館」活動を推進して

おり2019年度で開設11年目を迎えました。 

　今年度は「教育のデジタル化」の推進を中心に、いつでもどこでも誰もが学び交流

できる環境を整えることを目指し活動しています。具体的なプログラムの内容として

は、AVCC事業の今年度のテーマである『大きな変化の時代に柔軟かつ自律して行動で

きるレジリエンス人材の育成』に基づき、（１）「AI社会を生きる力を考える」

（２）「個人のレジリエンスを学ぶ」（３）「組織・地域を担うしごと力を学ぶ」

に、（４）「文化に親しみ交流する」を加えた４つの柱で進めています。 
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-１　自主プログラムと延べ参加者数 

今年度上期は、106プログラムを実施しました。延べ参加者数は、KK²会場での参加

者が643名、ライブ配信での受講者が79名。また、Webページ訪問による学習者数は

8,876名。合計延べ9,598名の方に参加・学習していただきました。 
 

 

自主プログラムと延べ参加者数 
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 -２　メンバー数およびWeb会員数 

　今年度上期の協賛・法人メンバー数は、新規入会 1団体、退会 2団体で33団体となりま   

した（昨年度より2団体減）。メンバーの会費収入によってKK²事業は支えられていますの

で、魅力ある提案や事業活動を推進し、メンバー加入の促進を図る必要があります。　 

 

 

 
　Web会員数は、前年度に比べ429名増加し13,955名となっております。属性の内訳は以
下のとおりです。
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-３　施設貸出サービス 

今年度上期は、スタジオ68回、ラウンジ49回、エキスパート倶楽部11回の施設貸出

を行い、延べ8,277名の方にご利用いただきました。 

施設貸出については、KK²事業の貴重な収入でありますので、現状の空室率（5-6

割）を下げ貸出率UPを実現する必要があります。他の貸施設との差別化となる、収録

やライブ配信機能、デジタルプレゼンテーションプラットフォーム（DPP）の利用に

ついてPRが必要です。予約については、Webサイトから24時間可能です。 

なお、昨年度より交流カフェ「エキスパート倶楽部」は、カフェ運営を「だれも

が、生きやすい社会をつくりたい」をミッションに掲げ活動している社会福祉法人む

そう様と協力し、障害をもった方たちの働く場所として、新たな役割を担っていま

す。15時以降は、学びと交流のコミュニティスペースとして、従来通り施設貸出のご

利用を進めています。 

　 

施設利用状況 
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（２）産学官連携事業「教育のデジタル化」 
　KK²は教育研修の「質」の向上を目指し、「教育のデジタル化」を推進しています。

具体的には、教育の場で得られたデータを評価し、双方向（Two-Way）の教育を実現

することで、教育の質を高め、また講師の教授力向上を目指します。 

　 

-１　「教育のデジタル化研究会」 

　「教育のデジタル化」をテーマに、様々な視

点から、教育の質の向上を実現するための検討

を行う研究会です。今年度より定期的に開催を

しており、KK²デジタルプレゼンテーションプ

ラットフォーム（DPP）（後述 -４参照）の活 

用を主として、実践事例の共有など議論を深め

ています。知財教育や情報教育、福祉分野など

様々な教育の場、情報共有の場での活用への試

みがはじまっています。 

座長：永岡慶三氏 

　　　（AVCC理事・早稲田大学 名誉教授、メディア教育開発センター 名誉教授) 

参加対象：AVCC賛助会、相互協力協定締結団体、KK²協賛メンバー、 

　　　　　KK²アドバイザリーメンバー、AVCC理事・評議員 

事務局：株式会社メディアリング　ネットワークサービス部 

　　　　相吉　透 / 浦田 智宏 / 福島　英　 

日程  テーマ・発表者 

第1回　5月 27日(月)  

21名参加 

（ライブ参加 3名） 

・DPPの概要説明/DPPの体験 
・講義「DPP(レスポンス・アナライザー）利用による，　
　学びの質の向上」 
　講師：永岡慶三氏（座長） 

第2回　6月 24日(月)  

23名参加 

（ライブ参加 5名） 

・前回のアンケート結果報告 
・DPPの実践 

第3回　7月 31日(水)  

26名参加 

（ライブ参加 4名） 

・DPP活用事例発表「知的財産論」  
　講師：黒瀬泰之氏 
　（そらおと国際特許事務所 代表弁理士） 
・DPP追加機能の説明（事務局） 
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第4回　9月 30日(月) 

 22名参加 

（ライブ参加 5名） 

・「DPPの課題と今後の方向性」（事務局） 
・「DPP開発の理念構築 
　　-理念：”Two Way or Go Away” 
　（双方向にあらざれば去れ）-」 
　講師：永岡慶三氏（座長） 

 

主な参加者（敬称略・順不同） 

　伊庭野基明（KK²グローバルキャリアカウンセラー） 

　伊藤健二（KK²産学官連携主席研究員/明治学院大学　特別学長補佐・戦略担当） 

　田中純一（AVCC理事/一般社団法人ビル減災研究所代表理事・所長） 

　秋田義一（社団法人話力総合研究所　理事長） 

　横谷和沙（社団法人話力総合研究所　理事） 

　大西周（情報処理安全確保支援士） 

　須貝賀津雄（コスモシステム株式会社） 

　黒瀬泰之（そらおと国際特許事務所 代表弁理士） 

　渡辺保（社会福祉法人スマイリング・パーク） 

　津田伸介（防災及びシステムコンサルタント） 

　垣内啓江 

　（株式会社ケイ・シー・ブライトン代表/KK²キャリア相談室カウンセラー） 

　山口久美 

　（有限会社SNOW DREAM 取締役、NPO法人ふわり・ケアコンサルタント） 

　豊岡俊彦（株式会社ルート・アンド・パートナーズ/元 財務省） 

 

・下期開催　11/25（月）、12/23（月） 

-２　霞が関オープンランチミーティング 

　2011年1月よりスタートした中央省庁の若手官僚、NPO リーダー、企業のCSR関係者等 

による「霞が関オープンランチミーティング」（月1回開催）は、3.11東日本大震災をきっ

かけに被災地の復興を支援する官民のインフォーマルな情報交換の場となり、現在は各メ

ンバーの立場でできることを持ち寄り地方創生に向けた連携協働を進めています。今年度

上期は5回開催し、参加者数は63名でした。 
  

-３　協賛メンバー/事業協力団体との連携事業の開催 

　昨年度、協賛メンバー団体とのコラボレーション企画を開催いたしました。これまで 
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KK²がアプローチできていない分野について、多様な学びの機会を提供することができま

したので、今年度も機会があれば継続して行ってまいります。 

　なお、今後はMOUを締結している、一般社団法人長洞元気村、居場所ハウス、社会福祉

法人むそう、社会福祉法人スマイリング・パーク、やねだん自治公民館、一般社団法人話

力総合研究所、プラチナ構想ネットワークなどの魅力ある地域、組織とのコラボレーショ

ンを広げていきたいと考えております。 

 

　今年度下期に、協賛メンバーであるANAホールディングス様のご協力をいただき、

AVCC＆KK²特別講演会を開催いたします。 

 

・下期開催：2019年12月11日（水）AVCC＆KK² 特別講演会 2019 

「ANAの破壊的イノベーション 『未来のエアライン』に学ぶ」 

 

-４　KK²デジタルプレゼンテーションプラットフォーム（DPP) 

  （アナライザ ※1 　Response Analyzer） 

　特許番号：第6507328号、 第6582262号  

　KK²プログラムは、KK²デジタルプレゼンテーションプラットフォームにより提供してい

ます。「リアル研修（KK²orセミナー会場）」「ライブ学習」「オンデマンド学習」の三

つの学習形態、リアル＝同時同所、ライブ＝同時異所、オンデマンド＝異時異所での、ア

ナライザ（Response Analyzer）を活かした対話型の学びが特長です。「リアル研修」の学 

習者と遠隔地で学ぶ学習者（「ライブ学習」「オンデマンド学習」）は、スマホもしくは

パソコンからKK²Webサイトにログインし、講師と全学習者が同じプラットフォーム上で

アナライザ（Response Analyzer）でコミュニケーションします。 

　具体的には、 

　・講師からの設問に対する学習者の回答を集計（リアルタイム分析表示）し表示できる 

　・学習者はいつでも講師へ質問できる 

　・テスト・アンケートをリアルタイムに集計できる 

　・プログラムに対する評価（☆☆☆☆☆とレビュー）ができる 

　・ポートフォリオを記録する「マイページ」機能がある 

　など、学習者をインスパイアするプレゼンテーションシステムとなっています。 

 

　講師には、自分のプレゼンテーションデータ・教材データ・集計分析した学習者データ

等が管理できる専用ページも提供し、自分自身の講義のデジタル化が可能です。 

　なお、リアル研修の場は、KK²施設に限定せずどこのセミナー会場※2 でもKK²デジタル 
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プレゼンテーションプラットフォームを利用することができます。 

　今年度は、「教育のデジタル化研究会」参加メンバーにより実際の教育のシーンでご利

用いただいています。また開発を行った株式会社メディアリンクにより、特許番号：第

6507328号、 第6582262号 を取得しました。

 

※1 アナライザ（Response Analyzer）は、講師・全学習者を繋ぐプラットフォームです。   

データ収集と分析により「教授力」をバージョンアップし、プログラム評価を手軽に行う

ことができます。 

※2 セミナー会場では、講師・学習者がネット接続できる環境が必要です。 

 

-５　協賛メンバー様専用ページの提供（協賛メンバーページ） 

　KK²Webサイトにログインした時のメールアドレスのドメイン名（@以下）を認識し、協

賛メンバー様の組織名称等を表示する専用ページサービスをご提供しています。KK²プロ

グラムの中から特に学んでいただきたいプログラムをピックアップして表示したり、協賛

メンバー様のオリジナルの動画教材も登録が可能です。前述のKK²デジタルプレゼンテー

ションプラットフォームもご利用いただけます。 

　ユーザー様の管理画面を用意し、専用ページの編集・学習者管理・学習履歴の閲覧がで

きます。組織としてKK²プログラムを活かした自己学習環境を従業員に提供し、学びたい

従業員が自主的に会員登録し自己学習を進めることができます。 

　今年度、引き続き協賛メンバーへのPRを進めています。 
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-６　KK²ラーニングマネジメントシステム（LMS）の提供　 

　人材育成の必要性・重要性を否定する人はいませんが、企業規模が小さい中小零細

企業ほど学習機会に乏しく、学びの格差が広がっています。人材育成を実施する上で

は「業務が多忙で、育成の時間的余裕がない」「上長等の育成能力や指導意識が不足

している」「人材育成が計画的・体系的に行われていない」等が大きな課題となって

います。 

　KK²ラーニングマネジメントシステムは、「リアル研修（KK²orセミナー会場）」

「ライブ学習」「オンデマンド学習」で学習機会を増やし、「自分で自分を育てる」

自律した人材を育むことを目的としています。KK²で開発し公開している、社会や組織

で活躍するために必要な「しごと力」を学べる動画プログラムを教材として活用でき

るプラットフォームです（協賛メンバー様限定）。今年度は、既存ユーザー様の引き

続きの運用と、新規ユーザーへのPRを進めています。 

 

-７　介護人材の教育訓練に資する自己学習環境の創出 

　AVCCと相互協力協定を締結する社会福祉法人スマイリング・パーク様とのコラボ

レーションで、介護人材の教育訓練に資する自己学習環境を創出する取組をはじめて

います。一般的に「業務が多忙で、育成の時間的余裕がない」という経営者が多い中

で、スマイリング・パーク様では日本語を母国語としないスタッフも含め、介護に関

する「しごと力」を高め、「働く人の幸福度」を追求し笑顔いっぱいの職場を目指し

ておられます。KK²ラーニングマネジメントシステムをご活用いただき、学びのデジタ

ル化による自己学習環境を提供できるよう調整を進めています。 

　今年度は、スマイリングパーク様にDPPを教育研修や、会議運営に活用をしていた

だいており、随時「教育のデジタル化研究会」へ共有いただき、改善を図るためのご

協力をいただいております。 

 
・社会福祉法人スマイリング・パーク　https://smilehohoemi.com/ 

・第39回エキスパート・スタジオ　 

　社会福祉法人スマイリング・パーク理事長　山田一久さん　　 

　https://www.kk2.ne.jp/kk2/biz02/exp039.html/ 

 
-８　日本語を母国語としない方向け自己学習プログラム「しごとのにほんご」の提供 

　2019年4月に改正出入国管理法が施行されたことを受けて、日本に来られる日本語を母

国語としない方々に、私たちには「労働力」のみを求めるだけではなく、「生活者」とし

て日本社会に受け入れる環境整備が求められています。 
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　職場や日常生活で最低限必要な日本語を見て、聞いて、まるごと覚える「しごとのにほ

んご」（24ステップ）はAVCCがオリジナルに制作したビデオです。今年度は、スマホで

学ぶことができるKK²ラーニングマネジメントシステムとして提供するために、英語テ

ロップへの対応等の検討準備を進めています。IDとして学習者のメールアドレスを事前登

録し、安価な利用料は登録者数に応じた事業主負担を想定しています。 

 

 

  

 
 

- 12 - 

https://www.kk2.ne.jp/kk2/biz03/sigoto.html/
https://www.kk2.ne.jp/kk2/biz03/sigoto.html/


 

（３）AI社会を生きる力を考える 
 
-１　AVCC＆KK²事業説明会2019の開催 
 
　今年度のスタートにあたり、AI社会を人材育成の視

点から焦点をあて、皆さまと共有し考える場として、

AVCC＆KK²事業説明会2019「AI社会のリスクと日本

人に求められる力」を4月17日（水）に開催しまし

た。 

　講師には『AIと憲法』の著者で憲法学者の山本龍彦

氏と『第4次産業革命での基礎的ITリテラシー委員会』座長、KK²産学官連携主席研究員である

伊藤健二氏にご登壇いただきました。AI社会における個人の尊重やプライバシー侵害のリスク

について理解し、私たちにどのようなリテラシーが求められているのかについて皆さまと考

え、AVCC賛助会会員、KK²協賛メンバーが相互に学び、交流を深める場となりました。 
 

「AI社会のリスクと日本人に求められる力」参加者数 

 

 

-２　気仙とKK²のコミュニティ活動の交流 

「デジタル公民館けせん～けせんの魅力を世界へ～」活動 

  *岩手県「令和元年度被災者の参画による心の復興事業」採択事業 

 
「デジタル公民館まっさき」活

動は、2011年東日本大震災で大

きな被害を被った岩手県気仙地方

を継続的に訪問し、地域住民の

方々と都会から出向いた参加者が

共に進めてきました。 

今年度は、岩手県「令和元年度

被災者の参画による心の復興事業」の採択を受け「デジタル公民館けせん～けせんの魅力

を世界へ～」とし、まっさき地区だけでなくけせん地方とされる大船渡市、陸前高田市の

４つの地域・施設を中心に活動しています。 
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上期は以下の活動を行いました。 

・8/4（日）キックオフミーティング開催 

・9/6（金）祖父母参観での竹とんぼ教室開催 

 

・下期開催 

・11/15（金）～11/17（日） 

「デジタル公民館けせん」末崎町民文化祭出展 

・12/7（土）～12/8（日）第2回地域間連絡会開催 

 

-３　行政に頼らない「むら」おこし、「やねだん」（鹿屋市串良町柳谷集落）Webサイト

およびメーリングリスト運営 

 

　「やねだん」は鹿児島県大隅半島のほぼ中央に

位置し、120 世帯およそ 300 人が共存する、高齢     

化が進む典型的な中山間地域の集落です。「やね

だん」では住民が協働して土着菌堆肥を作り、休

遊農地でサツマイモや唐辛子を栽培し、家畜排せ

つ物の消臭にも活用しています。これらの販売に

より集落としての自主財源を確保し、住民の福祉

向上などに役立てています。 

　KK²は、この「自律した地域作り」を「地域再生」「コミュニティ・ビジネス」のGood 

Practice として発信するためWebサイトの運営を行っています。また「やねだん」が主催     

する全国の自治体職員、福祉介護職員が中心となり参加する「故郷創世塾」の卒塾生（約

1,000名）の情報共有のためのメーリングリストの登録、管理業務も2018年度より行って

います。 

　なお「やねだん」のリーダー豊重哲郎さん(柳谷自治公民館館長)は第17回エキスパー

ト・スタジオに出演いただき、人生 100 年時代のコミュニティリーダーのあり方について   

熱く語っていただいています。是非御覧ください。 

 

*やねだん Web サイト http://www.yanedan.com/ 
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（４）個人のレジリエンスを学ぶ 
 
-1 　霞が関坐禅会～自分自身と向き合ってみよう～ 

　仕事帰りに気軽に“坐禅”を体験し、姿勢を調

え、呼吸を調え、そして心を調え、じっくりと自

分自身と向き合っていただくプログラムです。

（宗教/宗派不問、どなたでも参加可能。）臨済宗

妙心寺派　東京禅センター様にご協力いただいて

おります。講師には中山宗祐さん（円光寺副住

職）をお招きしました。今年度上期は2回開催し、

参加者数は38名でした。 

・下期開催：2020/1/22（水） 
 
「霞が関坐禅会～自分自身と向き合ってみよう～」参加者数  

 
 
-2　タフな心の育て方 　 
 
　ストレス社会と言われる現在、心の葛藤に立ち

向かい、逆境に強い自分になるために、しなやか

で折れない「タフな心」の育て方を講義と実践で

学ぶ、参加型プログラムです。講師は、過酷な現

場で活躍する約3万人の消防士の方々の育成に携

わってきたKK²アドバイザリーメンバーの鎌田修

広さん（株式会社タフ・ジャパン　代表取締役）です。今年度上期は2回開催し、参加者

数は50名でした。鎌田さんは第51回エキスパート・スタジオに出演いただいております。 

・下期開催：10/30（水）「逆境体験を教訓化する」 

「タフな心の育て方」参加者数
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-3　 KK²キャリア相談室 

　特定非営利活動法人日本キャリア開発協会（JCDA）と提携し、月～金曜日に6名の経験

豊かなキャリアカウンセラーが担当しています。仕事はもちろん、人生全体をライフキャ

リアとしてとらえ、幅広い相談に対応しています。職業紹介とリンクしない独立したカウ

ンセリングというユニークなキャリア相談ということでリピーターも増えています。 

　今年度6月～12月の期間限定で、昼間の時間帯の受付を試験的に行っています。受付時

間の拡大により、利用者の方の利便性を向上することを目的としており、利用状況を踏ま

え今後の相談時間の枠について検討をしてまいります。 

今年度上期は14名の方に来談いただきました。内訳は男女別では女性が64%、年齢別で

はリーダー層（35~59歳）が86%、相談事項については、今後のキャリアが50%となって

います。 

 

2019年度上期 KK²キャリア相談室実施状況 

 
キャリアカウンセラー（2019年9月30日現在/敬称略） 
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-4　レジリエンスを鍛えるプログラムのコーディネート業務 

　2014年度よりKK²で開催した防災関連のプログラムの経験を活かし、企業から依頼

を受け防災教育プログラムのコーディネート業務を行っています。マニュアルに沿っ

た防災訓練ではなく、意識改革を主眼とした体感型訓練を実施し、有事に自分の頭で

考え行動できる、また人とコミュニケーションをとり行動できることをテーマとした

教育プログラムです。KK²アドバイザリーメンバーの鎌田修広さん（株式会社タフ・

ジャパン　代表取締役）に講師としてご協力いただいております。今年度は下期に開

催予定です。 

 
・下期開催 
　2020年3月11日（水）9:00～12:00　参加者　20名程度 

（防災研修プログラム　総合演習：東京ミッドタウンマネジメント株式会社様） 

 

-5　大規模災害時における帰宅困難者等受入に関する協定 

　2015年2月、千代田区と「大規模災害時における帰宅困難者等受入に関する協定」を締

結し、震災、水災等の災害により被災した千代田区内の帰宅困難者等を一時的に「エキス

パート倶楽部」と「スタジオ」に受入協力を行います。東日本大震災発災時にKK²として

独自に帰宅困難者受入を行った経験を活かし、引き続き月1回の千代田区との防災無線訓

練、年1回の実地訓練に加えて、マニュアルの整備、備品の充実等を図っています。帰宅

困難者等受入にあたっては、現状以下の環境を整えています。 

　・千代田区災害対策危機管理課との専用無線 

　・3日分の水食料、毛布、携帯トイレなどの備蓄品 

　・災害時特設公衆電話（4回線） 

　・大型ディスプレイからの災害情報番組の放送 

　　（ 新の交通情報、被害情報などの提供） 

　・Ｗｉ-Ｆｉ回線の開放及びパソコンの無料貸与 

　・スマホや携帯電話の充電対応　　など 

 

　今年度上期には、災害時の行動チェックリスト、非常時体制表、課題管理表の見直

しを行い更新しました。また、千代田区の防災無線テストを月1回実施しています。 

　下期には、東京都が提供する勉強会の開催、AVCCのBCM訓練の一環としての訓練

を予定しています。またKK²が加入する「霞が関三丁目町会」を中心とした近隣施設・
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企業との連携についても継続的に進めていきます。 

 

・下期開催：11/2（土）AVCCのBCPへの取組の一環としての全職員研修 

 

-6　 働きにくさを抱える人による「エキスパート倶楽部」カフェ運営 

　昨年度より、相互協定を締結した社

会福祉法人むそう様にエキスパート倶

楽部の一般営業（ランチ・カフェ）の

運用を行っていただいています。一般

営業は土日祝日を除く11:30～15:00と

なっており、調理設備（ガス）は無く

熱源は電気のみ、調理済み食材を湯煎

して提供します。働きにくさを抱えた

方が、火傷などのリスクが少ない短時

間の勤務での運営実現に取り組んでいただいています。 

 

「社会福祉法人むそう」 

家族がいなくなっても障害のある方が「自分らしい暮らしを、暮らしたい地域で継続でき 

る」ことをめざして、「誰もが生きやすい社会をつくりたい」をモットーに1999年より活 

動を開始。「育む」「働く」「住む」「経験する」という４つの基本的な支援を行ってい 

ます。本部のある愛知県にはじまり、現在は東京・宮城と活動の場を広げています。 

代表 戸枝陽基（とえだひろもと）氏 

本部 愛知県半田市天王町1丁目40-5　 URL http://musou.or.jp/   
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（５）組織・地域を担うしごと力を学ぶ 

-１　社会で活躍する人のしごと力を学ぶ「エキスパート・スタジオ」 

　「エキスパート・スタジオ」は、様々な分野

で活躍するエキスパートをゲストに迎え、「仕

事とは」「働くとは」「働く喜びとは」につい

て考え学ぶインタビュー形式のWeb番組です。

ゲストは様々な職業で活躍する若い世代から、

人生二周目に社会の課題解決へ挑戦するアク

ティブシニアまで、目の前の課題に全力で挑戦

するエキスパートです。 

　「アソシエイト」「リーダー」「シニア」各年代の参加者が、エキスパート達の考え

方、行動、しごと力、コンピテンシーについて学び、自分の「ロール・モデル」を見つけ

ることを目的としています。今年度上期は１回開催し、参加者数は23名（ライブ配信参加 

26名）でした。 

　企業や団体・組織で活躍する若い世代のエキスパートの場合は、就職活動の時期に合わ

せて開催し、遠隔地で参加できるライブ配信も活用し、多くの学生が参加する場となって

います。通常の企業説明会とは異なり、エキスパートの仕事への思いやコンピテンシーに

ついてじっくりと向き合うことができること、また組織側も求める人材像を学生達に直接

伝えられることができる有意義な場として評価していただいています。 

 

「エキスパート・スタジオ」参加者数 

 

 

　・下期開催： 

　　10/16（水）戸枝 陽基さん（NPO法人ふわり・社会福祉法人むそう 理事長） 

        12/12（水）俣野 公利さん（ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社 

                                                            働き方企画部 採用担当マネージャー） 
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-２　しごと力道場　～コミュニケーション力を高める対話型ワークショップ～ 

　「アソシエイト」「リーダー」層を中心

にビジネスにおける普遍的なテーマについ

て、少人数でディスカッションを行い「自

分で考える力」「自分を客観的に評価する

力」を養うプログラムです。 

　ディスカッションは、ファシリテーター

（師範代）の池田正夫さん（人材育成コン

サルタント）を中心に、自由に参加者が発

言を行います。継続的に参加することに

よって効果が高まるプログラムのため、参加回数に応じて「白帯」「茶帯」「黒帯」と段

位認定し認定証を発行しています。 

　今年度より、より活発なディスカッションを推進するために、定員を10名から8名に変

更しました。また、これまではテーマを事前に提示していましたが、今年度より当日の参

加者の属性などを鑑み、池田師範代がその場で提示することに変更しております。参加者

に自己チェックとして活用していただいている「対話力チェックシート」は、ご希望があ

れば事務局で保管させていただくことも新たな試みとして行っています。 

　今年度上期は「人材育成とは」というテーマで1回開催し、参加者数は8名でした。 

・下期開催：10/26（土）、2020/2/15（土） 

「しごと力道場」参加者数  

 

 

-３　しごと力向上ライブラリ 

　「しごと力向上ライブラリ」は今年度上期で93講座259単元(2019年9月末現在)を開発し

ました。学校教育や企業研修という枠を超え、社会で活躍するために必要な「しごと力」

を学べる講座を提供しています。KK²をご支援いただいている協賛メンバーの組織はもち

ろん、教育研修制度を整えるのが難しい中小企業等でも無料で、いつでもどこでも誰もが

ご利用いただけます。視聴された方にはオンデマンドレビュー（5段階評価）をしていただい

ており、より高評価をいただける講座を開発できるよう目指しています。 
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　今年度上期は5講座を開発しました。講座の企画開発は、講師のみなさんに無償でご協

力いただいており改めて感謝申し上げます。 

 

2019年度上期公開「しごと力向上ライブラリ」 

 

   

 

 

-４　コンピテンシー・チェック 

（Webチェックプログラム） 

～「Feel」「Think」「Act」あなたのコンピテンシーをチェック～ 

 
社会に貢献している人、社会で活躍する人、優れた仕事をする人が備える「しごと力」

の中核となるコンピテンシー「Feel（人間関係力）、Think（問題解決力）、Act（行動

力）」について理解し、自分自身の学習課題を知るWebでチェックできるプログラムで

す。Web会員登録を行えばどなたでも無料で利用できます。今年度上期ののべ受講者は47

名でした。KK²コンピテンシーの改定については、継続的に検討を行っています。 
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コンピテンシー・チェック平均スコア（KK² Webでの受講者)  
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（６）文化に親しみ交流する 
　文化に親しみ、人と人との交流の場を提供する「KK²文化プログラム」

は、文化庁「霞が関から文化力プロジェクト」事業として展開しています。 

-１　食と文化講座 

　食を通じてさまざまな文化に触れ、講師、参加者と

ともに交流の場を提供するプログラムです。今年度

は、地域創生に貢献できるテーマ、特に「エキスパー

ト・スタジオ」をはじめ、KK²で取り組んでいるプロ

グラムにご協力いただいた自治体、組織、講師などと

連携して企画を行い、日本の地域の魅力を食と文化と

いう視点で発信しています。今年度は下期に2回開催予定です。 

 

・下期開催：11/27（水）トップショコラティエが語る「QUON CHOCOLATE」の魅力　 

　～多様な方たちの手作りチョコレートを味わう～ 

-２　霞が関寄席 

　忙しいビジネスパーソンに、伝統芸能に親しむ場、そして笑いでストレス発散、リラッ

クスする場を提供します。今年度上期は2回開催し、参加者数は263名でした。本公演がご

好評をいただき満席となってしまいましたので、エキスパート倶楽部で大型モニターに配

信するライブビューイングでの参加を募集し、合わせて開催しました。 

　　五月出演者：金原亭馬玉さん、金原亭駒与志さん 

　　八月出演者：金原亭駒与志さん、金原亭馬太郎さん、hope（ほぺ）さん 

　今年度も、8/30（金）は、金原亭駒与志さんのご厚意でチャリティーとして開催し「デ

ジタル公民館まっさき」活動に全額寄付をいただきました。改めてお礼申し上げます。 

 

「霞が関寄席」参加者数 

 

・下期開催：12/4（水） 
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-３　「霞が関音楽祭」への協力 

　文化庁が中心となり、KK²、霞が関コモンゲート、霞が関ビル等が主催するプログラム

です。文化庁主催の「霞が関から文化力プロジェクト」の一環で、霞が関のにぎわい創

出、また音楽に気軽にふれていただく機会の提供として2014年度よりスタートしました。

参加費は無料で回を重ねるごとに周知が進み、定着しています。これまで夏に開催してい

ましたが、今年度は10/7（月）～10/11（金）への開催へ変更となりました。KK²は2回公

演を予定しています。 

 

・下期開催： 

　10/8（火）「サイン（手話）アートと音楽をどうぞ」 

　　　　　　　～《万葉集》《山頭火》による和歌の世界～ 

　10/9（水）「朗読と音楽の夕べ」～『万葉集』をうたう･芥川龍之介の『鼻』を読む～ 

-４　音楽・文化活動への支援 

　2008年より株式会社ミューカル様と共催してきました「霞が関ミュージックサロン」

は、2016年度より株式会社ミューカル様が主催するプログラムへと変更しました。それに 

伴いKK²は会場提供の協力を行っています。 

　なおミューカル様には前掲の「霞が関音楽祭」にご協力いただいております。今年度は

9/13（金）「シネトーク＆シネミュージック・スペシャル」で会場提供をしました。 

 

・下期開催 

　12/5（木）吉村七重～二十絃箏で紡ぐ「音の詩・ことばの詩」 
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 -５　江戸TOKYO散歩～広重「名所江戸百景」と東京の今～ 

（英語/韓国語/中文簡体/中文繁体版対応） 

　2008年のKK²開設記念に制作したオリジナル

作品「江戸TOKYO散歩」は、歌川広重の最高傑

作といわれる「名所江戸百景」から春夏秋冬の

12景をモチーフに紹介、江戸と現在の東京の街

並み、人々の営みを映像に収めています。海外

の方がご覧になれるよう多言語（英語/韓国語/

繁体字/簡体字）で提供しています。 

　Web会員登録をしなくても東京の魅力をご覧

いただけるように、YouTubeでの配信を行って

おり、今年度上期の動画視聴回数は、867回と

なっています。 

 

＊江戸TOKYO散歩　http://edo-tokyo-sanpo.com/ 

   

「江戸TOKYO散歩」動画視聴回数（上期） 
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（７）KK²事業運用関連 

-１　会議・委員会等の開催 

①KK²運営委員会の開催 

　文部科学省と、KK²が入居する霞が関コモンゲートの霞が関PFI株式会社が主催する

霞が関ナレッジスクエア事業のモニタリング機能として運営委員会を開催していま

す。今年度も上期下期それぞれ１回開催し、KK²からは有識者委員２名、事務局が参加

します。2019年度運営委員会は、第1回として2018年度事業報告を6月19日（水）に

開催しました。下期は、第2回として2019年度上期事業報告を12月18日（水）に開催

予定です。 

 

【第1回参加委員】（敬称略）＜有識者委員＞ 

　福田　　猛  氏 （一般社団法人大学技術移転協議会前事務局長） 

　藤野　仁三  氏 （前東京理科大教授/知財コンサルタント） 

  

＜霞が関７号館PFI 株式会社＞ 

　関　 　朋一 氏 （株式会社久米設計　総務本部　人事部　部長） 

　園部　 稔雄 氏 （東京建物株式会社　ビルマネジメント第一部長） 

　佐々岡 慶介 氏 （大成建設株式会社　都市開発本部　公民連携プロジェクト部） 

　平原　 章次 氏 （日鉄エンジニアリング株式会社　 

　　建築・鋼構造事業部　プロジェクト部建築工事室） 

　臼倉　    毅  氏 （日鉄エンジニアリング株式会社 

　　建築・鋼構造事業部　プロジェクト部建築工事室） 

 ・欠席　文部科学省 

 

＜霞が関ナレッジスクエア（KK²）＞ 

　久保田 了司  （一般財団法人高度映像情報センター（AVCC）理事長／ 

　　　　　　　  霞が関ナレッジスクエア代表） 

　伊庭野 基明  （一般財団法人高度映像情報センター(AVCC) 理事／ 

　　　　　　　   霞が関ナレッジスクエア グローバルキャリアカウンセラー） 

　伊藤　 健二  （霞が関ナレッジスクエア 産学官連携主席研究員／ 

  　明治学院大学　特別学長補佐・戦略担当） 

　事務局　　　 山田瑞恵／畑山奈緒美 
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② KK²定例会開催 

　毎週水曜日にKK²定例会を開催し、事業計画の進捗等について定期的に議論をしてい

ます。参加者は、久保田了司（KK²代表）、伊藤健二（KK²産学官連携主席研究員）、

伊庭野基明（グローバルキャリアカウンセラー）、華井弘子（「エキスパート倶楽

部」ゼネラルマネージャー）、事務局メンバーです。具体的には、メルマガや、貸し

出し状況、Webのアクセス状況、プログラムの実施等をテーマに取り上げています。 

 

-２　メルマガ「メッセージ from KK²」発行（毎週金曜日） 

　毎週金曜日に無料Web会員向けにメールマガジン

「メッセージfrom KK² 」を発行し、KK²のプログラム   

紹介やお知らせを発信しています。巻頭言「メッセー

ジfrom KK²」は、KK²開催プログラムと連動した「人 

と人との絆と地域再生」や「キャリア」「学び」を

テーマにし、週替わりで４名がメインで担当していま

す。今年度上期は25回発行し、通巻では第597号とな

りました。（2019年9月末日　購読者数10,899人） 

 

・執筆者： 

　久保田了司（KK²代表）/伊藤健二（KK²産学官連携

　主席研究員）/伊庭野基明（グローバルキャリアカ

　ウンセラー）/華井弘子（「エキスパート倶楽部」ゼネラルマネージャー） 

 

 

・開封率（色付き部分は20%を超えている号） 

配信日 発行号 タイトル 担当 開封率 

2019/04/05 573 人前で話す機会の多い皆さん！ 
KK2デジタルプレゼンテーションプラットフォームを使ってみませんか？ 

久保田 17.57% 

2019/04/12 574 「AI戦略2019」で育成しようとしているAI人材とは？ 伊藤 19.14% 

2019/04/19 575 「経営者」に聞く －第52回KK2エキスパート・スタジオ－ 伊庭野 14.29% 

2019/04/26 576 グローバルに広がるワインの「多様性時代」が到来 華井 14.26% 

2019/05/10 577 「令和」の意味 -Beautiful Harmony- を大切に！ 久保田 15.83% 

2019/05/17 578 令和時代に、企業においてAIを活用する一歩をどう作っていくか？ 伊藤 15.09% 

2019/05/24 579 「プラトンの問題」とは？－AI社会こそ、人間力を考える時代－ 伊庭野 19.21% 

2019/05/31 580 みんなちがってすてきだね－すべての人が働きやすい職場を目指して－ 華井 16.95% 

2019/06/07 581 「ヤマナシの花」に学ぶ －Beautiful Harmony（美しい調和）－ 久保田 19.35% 

2019/06/14 582 就職氷河期世代（35～44歳）？学んでいる人＜学びたい人！ 伊藤 20.13% 

2019/06/21 583 より多くの皆様に －「KK2キャリア相談室」時間帯追加－ 伊庭野 14.97% 
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2019/06/28 584 エキスパート倶楽部の貸切パーティプランが変わります 
－季節に合わせた旬のお料理をご提供－ 

華井 14.63% 

2019/07/05 585 日経新聞に連載された柴田文啓さん－人間とは 自分の顔を彫刻する 芸術家－ 久保田 19.98% 

2019/07/12 586 AI時代に、改めて「教育」と「問いかけ」について考える機会？ 伊藤 14.89% 

2019/07/19 587 今さら聞けない？―いつでもどこでも簡単に学べます― 伊庭野 20.06% 

2019/07/26 588 G20首脳夕食会でも提供！お薦めの酒蔵見学 
―酒どころ日本一の福島県・末廣酒造へ― 

華井 15.24% 

2019/08/02 589 がんリスク半減「５つの健康習慣」―あなたはいくつ実践していますか？ ― 久保田 19.54% 

2019/08/09 590 小泉進次郎氏の「つかみ」に学ぶ、 
正解のない時代におけるアイスブレイクの「問いかけ」！ 

伊藤 20.88% 

2019/08/16 591 「メッセージ」のメッセージ 伊庭野 20.98% 

2019/08/23 592 この秋おすすめのワインツーリズム～繁忙期のぶどう畑とワイン造り～ 華井 11.62% 

2019/08/30 593 水曜19時の気軽な「社外活動」してみませんか？～秋のKK2プログラムをご紹介～ 山田 19.42% 

2019/09/06 594 「日本の財政」と「将来を見すえた生活設計」を考える 
～「全世代型の社会保障」に転換とは？～ 

久保田 19.08% 

2019/09/13 595 AI時代における、教育等におけるビッグデータの扱い？ 伊藤 14.55% 

2019/09/20 596 職場のストレス解決を －心の健康管理－ 伊庭野 14.66% 

2019/09/27 597 戦略的イノベーターから学ぶ、地域密着型の福祉事業 
－10/16開催 エキスパート・スタジオ－ 

華井 13.92% 

 

 

-３　情報発信 

①Web、Facebook、You Tube 

　KK²Webサイトは、学びのサイトとして運営して

おり、「教育のデジタル化」の推進の場として活用

しています。KK²では「KK²会場」で参加するほ

か、「ライブ配信」「オンデマンド視聴」で学べる

機会をWeb上に用意しています。自主企画プログラ

ムは、収録を行いWebプログラムとして公開、いつ

でも誰でも無料で学べる環境を提供し、現在1,500

本を超える動画プログラムをWebで提供しています

（無料）。スマートフォン、タブレットにも対応しています。 

　学習サイトとしてさらに活用いただけるように、継続的に機能面のリニューアルを

行っています。 

　また、KK²Webサイトと連動し、より多くの方にKK²の情報をお届けするためにSNS

の活用、Facebook、YouTube等での情報発信も効果的に活用しています。なお、

YouTubeでは、プログラムの一部を公開し、KK²Webサイトへの誘導を図っています。 

・KK²webサイト　 https://www.kk2.ne.jp/ 

・Facebook              https://www.facebook.com/KK2kasumigaseki/ 

・You Tube               https://www.youtube.com/channel/UCTn6A9AdcTgZhIBPX4ihES 
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②文部科学省メルマガ「マナビィ・メルマガ」での定期的な記事掲載 

　2018年7月より、文部科学省総合教育政策局が発行する生涯学習関連情報のメルマ

ガ「マナビィ・メルマガ」への定期的な記事掲載をしていただいております。毎月8日

に発行されるメルマガで、KK²のプログラムをご紹介しています。　 
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（８）収支概算（2019年4月～2019年9月） 

 
以上 
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