
（別紙 2）

乳幼児期
（0歳〜5歳）

学童期
（⼩学校低・中学年:6歳〜9歳）

学童期
（⼩学校⾼学年:10歳〜11歳）

⻘年前期
（中学校:12歳〜14歳）

⻘年中期
（⾼等学校:15歳〜17歳）

⻘年後期
（⼤学等⾼等教育:18歳〜21歳）

成人期
（22歳〜39歳）

壮年期
（40歳〜59歳）

アクティブシニア期
（60〜74歳）

シニア期
（75歳〜）

・身近な人たちへの愛着
・基本的な生活習慣
・初期的な道徳性や社会性

・善悪の判断や規範意識
・自然や美しいものに感動する心
・⼦ども同⼠の交流
・他者とのコミュニケーション
 能⼒

・抽象的な思考への適応
・他者の視点に対する理解
・自己肯定感
・他者への思いやりの心
・集団における役割の自覚
・主体的な責任意識や規範意識

・将来への希望
・自己有用感
・創意⼯夫し向上を図る⼒
・社会の一員として生活をする
 ⼒
・きまりごとの意味の理解
・公共の場所での振る舞い

・自らの生き方について考える
 ⼒
・主体的な選択と進路の決定
・社会の一員としての自覚を
 持った⾏動

・社会的な活動をとおして自己の
 能⼒の再確認をする⼒
・社会貢献活動への意欲を実体化
 させる方法
・⼤人としての責任の自覚
・社会人としてのキャリアを
 スタートするための知識

・社会的な活動をとおして自己の
 能⼒の再確認をする⼒
・⼤人としての責任の自覚
・社会人としてのマナー等の習得
・家庭、家族での生活を構築する
 ⼒
・⼦育てに関する不安の解消

・新たなライフキャリアの検討
・生活維持のためのライフプラ
 ンニング
・地域活動への関与
・新たな学習意欲への対応

・新たな生きがい
・生活維持のためのライフプラ
 ンニング
・地域活動への関与の継続
・新たな学習意欲への対応
・習得した知識やスキルの社会
 的還元

・新たな生きがい
・体⼒に応じた、健康で生きが
 いのある生活
・地域活動への関与の継続
・習得した知識やスキルの社会
 的還元

・親⼦や家族で参加が可能
・他者との触れ合いやコミュ
 ニケーションが可能
・初期的な生活体験
・基礎的な生活習慣の習得
・保護者の育児不安の解消と、
 ⼦育てへの支援
・地域・社会で⼦育てを支援

・親⼦や家族で参加が可能
・他者との触れ合いやコミュニ
 ケーションが可能
・初期的な生活体験
・基礎的な生活習慣の習得
・保護者の育児不安を解消と、
 ⼦育てへの支援
・地域・社会で学ぶ機会の充実

・親元を離れて参加が可能
・広域から集まったグループにおけ
 るコミュニケーション能⼒の習得
・団体生活における責任意識や
 規範意識の習得
・生活に密着した実践的な体験
 活動
・年下の⼦どもたちへの協調性や

・初歩的なライフキャリアに
 関する視点の提供
・他者とのコミュニケーション
 能⼒の向上
・⼤人との接触による社会的⽴
 場の認識
・⼤人との協働による自己有用
 感や達成感の醸成

・ライフキャリア、ワークキャ
 リアに関する視点の提供
・広範な人々とのコミュニケー
 ション機会の提供
・責任を伴う役割の負担
・⼤人との協働による自己有用
 感や達成感の醸成

・ボランティア活動等の社会還元
 活動の場の提供
・地域全体で成人を祝う式典開催
・社会と自己との繋がりの再認識
・社会人のマナー等の自覚
・具体的なワークキャリア像の
 提示

・余暇時間を充実させるプログラ
 ムの提供
・家族で参加ができる事業の提供
・⼦育てに関する情報の提供
・学びなおしや新たな興味分野
 の学習場所・機会の提供
・地域活動への参加を誘導する
 事業

・ライフプランニングに役⽴つ
 講座の提供
・ライフキャリア情報の提示
・地域活動への関与の喚起
・学びなおしや新たな興味分野
 の学習場所・機会の提供
・地域活動への参加を誘導する
 事業

・ライフプランニングに役⽴つ
 講座の提供
・ライフキャリア情報の提示
・学びなおしや新たな興味分野
 の学習場所・機会の提供
・ボランティア等社会還元活動
 の場所・機会の提供
・生きがいを与える事業の提供

・生きがいを与える事業の提供
・豊かな人間性を地域社会で活
 用できるように支援
・ボランティア等社会還元活動
 の場所・機会の提供

・情操を育む機会の提供 ・読書活動の推進  リーダー性を養う体験
・自分の考えを明確化し具現化
 するスキルの育成

・地域活動や社会貢献活動への
 意欲を喚起する事業の実施

4 14 13 4 5 5 9 8 7 6

・ブックスタート
・幼児の野外活動支援事業
・幼児と児童のための植物
 栽培・活用体験ドングリ
・プレーパーク

・⼦ども会関連事業
 （カルタ⼤会・球技⼤会等）
・アウトドアスクール
・放課後⼦ども教室
・体験活動事業
・少年の船（団員）

・少年の船（団員）
・⼦ども会関連事業
 （カルタ⼤会・球技⼤会等）
・アウトドアスクール
・放課後⼦ども教室
・地球っ⼦ネットワークパソコン

・少年の船（団員）
・地球っ⼦ネットワーク
 パソコンキャンプ

・キャリア教育支援事業
・中央公⺠館講座
（「若者のための「自炊⼒」講
座」、「防災講座」）

・成人式
・中央公⺠館講座
（「若者のための「自炊⼒」講
座」、「防災講座」）

・レクリエーションスクール
・アウトドアスクール
・e-マナビ
・公⺠館・交流センターサークル
・⼦育て支援センター協働事業
 （親⼦で楽しむタッチケア等）

・レクリエーションスクール
・アウトドアスクール
・e-マナビ
・公⺠館・交流センター
 サークル

・コスモス⼤学
・熟年者マナビ塾
・レクリエーションスクール
・e-マナビ
・公⺠館・交流センター
 サークル

・コスモス⼤学
・熟年者マナビ塾
・e-マナビ
・公⺠館・交流センター
 サークル

・プレーパーク
・生活体験合宿
・幼児と児童のための植物栽培・
 活用体験ドングリ
・⼩学生のための自然と生活の体験
 塾
・集団生活体験入門講座

 キャンプ
・地球っ⼦ネットワークこども⼤使
 受入れ（APCC）
・体験活動事業
・通学合宿
・ドングリの森づくりとしいたけ
 栽培

・中央公⺠館講座
（「若者のための「自炊⼒」講
座」、「防災講座」）

・中央公⺠館講座
（「防災講座」）

・中央公⺠館講座
（「防災講座」）

・中央公⺠館講座
（「防災講座」）

・ドングリの森づくりとしいたけ
 栽培
・おはなし会
・⼦ども読書クイズ⼤会
・夏休み⼦ども読書スタンプラリー

・おはなし会
・⼦ども読書クイズ⼤会
・夏休み⼦ども読書スタンプ
 ラリー
・図書館を使った調べる学習

運営
参加型

－ － －

・少年の船
 （ジュニアリーダー）
・⼦ども会関連事業
 （ジュニアリーダー）

・少年の船
 （ジュニアリーダー）
・⼦ども会関連事業
 （ジュニアリーダー）

・成人式実⾏委員会 ・飯塚市⼩中学校PTA連合会
・e-マナビ
・飯塚市⼦ども会指導者連絡
 協議会

・飯塚市⼩中学校PTA連合会
・e-マナビ
・飯塚市⼦ども会指導者連絡
 協議会

・コスモス⼤学
・熟年者マナビ塾
・e-マナビ

・コスモス⼤学
・熟年者マナビ塾
・e-マナビ

指導型 － － －

・学習ボランティア（Nボラ） ・学習ボランティア（Nボラ） ・地球っ⼦ネットワーク
・学習ボランティア（Lボラ）

・学習ボランティア（Lボラ）
・飯塚市⼦ども会指導者連絡
 協議会

・学習ボランティア（Lボラ）
・飯塚市⼦ども会指導者連絡
 協議会

・学習ボランティア（Lボラ）
・熟年者マナビ塾

・学習ボランティア（Lボラ）
・熟年者マナビ塾

◆ライフステージ別事業一覧表◆（要約版）※下線部は令和元年度版からの追記・変更

ライフステージ

重視すべき課題
（身につけてほしい⼒）

必要とされる
生涯学習事業の内容

事業数

事業名

参加型


