
令和 4 年度 
なんじょう♥市⺠⼤学第 13 期⽣ 

募集要項 

なんじょう♥市⺠⼤学事務局 
（なんじょう市⺠活動⽀援センター） 

（令和 4 年 4 ⽉ 4 ⽇現在の最新内容） 



１  なんじょう♥市⺠⼤学とは 
なんじょう♥市⺠⼤学は、平成 22 年にスタートし、今年で 13 年⽬を迎えます。2 年間のカリキュラム
を通じ、地域の課題を解決したり、魅⼒を発信したり、さまざまなアイディアを形にするための知識とノウ
ハウを学びます。これまで多様な年齢・所属・地域の⽅々150名以上が修了し、まちづくりの様々な舞
台で活躍しています。 
2 年間のカリキュラムで、1 年次は座学を中⼼に南城市のまちづくりの現状について学び、2 年次は 1
年次で学んだ魅⼒と課題をふまえ⾃分の得意分野や興味のあるテーマでプロジェクトを⾏います。 
講座は平⽇の夜(19:00〜20:30 予定)が中⼼で、1、2 年次各 10 回前後の講座があります。 

2  どんなメリットがあるの︖ 
◆〈⼈のつながりができる〉
市⺠⼤学の卒業⽣は、区⻑経験者、市議会議員、役場職員、観光協会職員、会社経営者、PTA
会⻑、元⻘年連合会⻑など、南城市の様々なフィールドで活躍されている⽅がたくさんいます。南城市の
まちづくりに想いを持った様々な⽅とまちづくりについて共に学び、語り合い、多くの仲間ができます。

◆〈まちづくりで活かせるスキルが学べる〉
市⺠⼤学では、企画の⽴て⽅やプレゼンテーション、話し合いのすすめ⽅、情報発信についてなどの講座
をはじめ、地域資源の活⽤やコミュニティビジネスの⽴ち上げ、地域の課題解決などへむけての学びと実践
の機会があります。

3  「市⺠⼤学プロジェクト」について 
①受講⽣の得意分野を活かし、お互いの話し合いの中で活動テーマを設定します。
②活動テーマの設定に向けての必要な知識やノウハウについて多様な⾓度から学びます。
③「市⺠⼤学プロジェクト」での実践をとおして、市⺠や地域の多分野で活躍する⽅々と連携して

コミュニティビジネスや地域の課題に取り組むなど、持続的な活動につながるきっかけを促します。

※ちなみに今まで「市民大学プロジェクト」で展開された活動は・・

自転車道など市内沿道の植栽活動、子ども体験活動（歴史･自然、農業）、ハートのまちの街コン、 

月桃を活用したワークショップ、ピィパーズを南城市に広める活動、じゅず玉再生プロジェクトなど 

4  市⺠⼤学修了後について 
①市⺠⼤学の全課程を履修した者は、「なんじょう学⼠」の認定証を交付いたします。
②市⺠⼤学修了後は、本市において⼈材登録をおこない、それぞれの得意分野を活かし、
本市のまちづくりに関わる活動等へ参加の機会を提供します。 



5  募集内容 

項 目 内 容 

入学対象 
南城市⺠及び南城市のまちづくりに興味がある⽅ 
18 歳以上の⽅を対象とします。 

定員 
30 名 
※定員を超えた場合は、⼊稿願書に基づき、応募の動機が市⺠⼤学の趣旨に沿ったもので

あるか、書類審査を⾏い決定します。 

場所 
南城市役所 1階⼤会議室など 
※但し、講座内容や状況により場所を随時変更することがあります。

期間 
1 年次／令和 4年 6 ⽉ 14⽇（⽕）〜令和 5 年 3⽉ 17⽇（⾦） 
2 年次／令和 5 年 4 ⽉〜令和 6年 3⽉ 

開講式 
⽇程／令和 4年 6 ⽉ 14⽇（⽕）19時 00 分〜 
場所／南城市役所 1階⼤会議室 
※当⽇は、オリエンテーションと集合写真の撮影を予定しています。

講座日程 
令和 4年度 なんじょう❤市⺠⼤学１年次講座⼀覧 （裏⾯参照） 
※講座の⽇程・内容・会場については、変更となる場合がありますのでご了承下さい。

時間 
基本的に 平⽇ 19時 00 分〜20時 30 分（90 分間） 
※但し、講座内容によっては時間を随時変更することがあります。

受講料 
各授業科⽬の授業料は、原則として無料です。 
※但し、飲⾷代や交通費等で実費を負担していただくことがあります。

申 込 【締め切り】 

令和 4 年 6⽉1⽇（水）終日まで　※ 募集期間を延長しました!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定員に達し次第募集を締め切る可能性あり。

⼊校願書を持参・郵送もしくは E-mail、FAX でお申し込み下さい。 
※⼊校願書のデータがほしい⽅は、下記の問い合わせまでご連絡ください。

【募集要項・入校願書設置先】 

なんじょう市⺠活動⽀援センター「なんサポ」 
【問い合せ・送付先】 

なんじょう市⺠活動⽀援センター（なんじょう❤市⺠⼤学事務局） 
〒901-1495 南城市佐敷字新⾥ 1870 南城市役所 2階 
Tel ／Fax︓098-917-5541  E-mail︓info@nansapo.jp 
!



6  令和 4 年度なんじょう♥市⺠⼤学１年次 講座⼀覧  

※カリキュラムの⽇程は現時点での予定であり変更の可能性もあります。
※南城市役所 1F⼤会議室で講座開催しますが、都合により別の場所に変更する場合もあります。
※新型コロナウイルス感染症拡⼤の状況により、オンラインでの講座実施、開催⽇時の変更、開催中⽌
等になる場合がありますのでご了承ください。 

回 日程 講 座 内 容 場所 

1 
6/14（⽕） 

19:00〜20:30 
開講式 
○市⺠⼤学開講式・ガイダンス

南城市役所 
1F ⼤会議室 

2 
6/24（⾦） 

19:00〜20:30 
お互いを知る 
○参加者同⼠の理解を深める

南城市役所
1F ⼤会議室 

3 
7/12（⽕） 

19:00〜20:30 
南城市まちづくり概論 
○市⺠⼤学の⽬的や市⺠協働のまちづくりについて

南城市役所
1F ⼤会議室 

OP 
8/4（⽊） 

19:00〜20:30 
シュガーホールの舞台裏に潜⼊♪
○南城市が誇る⾳楽ホール「シュガーホール」について知る

シュガーホール

4 
8/16（⽕） 

19:00〜20:30 
市⻑講話 
○市⻑が描く南城市のまちづくりのビジョンを知る

南城市役所
1F ⼤会議室 

5 
8/29（⽉） 

19:00〜20:30 
南城市の観光まちづくりについて知る 
○南城市の観光まちづくりについて知る

南城市役所
1F ⼤会議室 

6 
9/13（⽕） 

19:00〜20:30 
地域で活躍する市⺠と語り合う 
○南城市で活躍する市⺠の活動や思いについて知る

南城市役所
1F ⼤会議室 

7 
10/11（⽕） 

19:00〜20:30 
⾏政のみなさんと語り合う 
○南城市役所の各課の取組について知る

南城市役所
1F ⼤会議室 

OP 
10 ⽉予定 
⽇程調整中 

南城市の⾃治会ウォーク 
○南城市の⾃治会のまちあるきを予定

※調整中

8 
11/8（⽕） 

19:00〜20:30 
「こんな南城市になったらいい」を語り合う 
○南城市のが「こんな地域になったらいい」という思いを語り合う

南城市役所
1F ⼤会議室 

OP 
11 ⽉予定 
⽇程調整中 

久⾼島に⾏ってみよう 
○久⾼島のフィールドワークや島のみなさんとの意⾒交換

久⾼島 

9 
12/6（⽕） 

19:00〜20:30 
「こんな南城市になったらいい」をどうやったら実現
できるか考える 

南城市役所
1F ⼤会議室 

10 
1/14（⼟） 
時間調整中 

成果発表会に参加する 
○市⺠⼤学の成果発表イベントに参加し先輩の活動に学ぶ

※調整中

11 
1/16（⽉） 

19:00〜20:30 
具体的な活動を考える 
○2年次に向けて活動のイメージを深める

南城市役所
1F ⼤会議室 

12 
2/10（⾦） 

19:00〜20:30 
修了式 
○1年次の修了式、12期⽣の成果発表を聞く

南城市役所
1F ⼤会議室 

2-0
3/17（⾦） 

19:00〜20:30 
次年度にむけて活動を考える 
○2年次に向けての予備講座

南城市役所
1F ⼤会議室 



7  オープン講座の実施 
6 の講座⼀覧の他に、座学やフィールドワーク等で南城市の地域の様々なことについて学べるオープン
講座を実施する予定です。オープン講座は⼀般の⽅も参加可能ですが、申込多数の場合は市⺠⼤
学⽣の受講を優先することがあります。オープン講座の実施については、詳細が決まりましたらなんじょう
市⺠活動⽀援センターホームページや SNS 等でご案内いたします。 

オープン講座の実施テーマ候補
・南城市の施策と市⺠参加のまちづくり
・南城市の歴史や⽂化について学ぶ
・南城市の⾃治会活動について学ぶ
・南城市の観光や産業について学ぶ
・久⾼島フィールドワーク 他 


