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ママtomoパパtomoカレッジとは
ママがパパといっしょに赤ちゃん連れで学べる大学

育休中、子育て中のワーキングマザー＆ファーザーを
メインターゲットとして、
大学、自治体、企業と組んで、
ママやパパに学びの場を提供し、
キャリアと家庭の両立を応援する活動のこと

共同開催 ベネッセコーポレーション 立教大学
後援 豊島区
協賛 ママtomoパパtomo 企業コンソーシアム

日本航空株式会社 パナソニック株式会社
パナホーム株式会社 三井不動産株式会社
日本郵便株式会社
●事務局・株式会社ベネッセコーポレーション無断転載をご遠慮ください



①「マナmama100人会議 」開催 ＠立教大学 wiｔｈ としまF1会議
（立教大学・ベネッセ・豊島区共催）

②ママ参画で、カレッジ企画会議 ＠ベネッセコーポレーション＠立教大学

③ 「WATASHIカレッジ 育休復帰準備完璧１Day講座」開催
＠立教大学（立教大学公開講座・共催ベネッセ 豊島区後援）

④「ママtomoパパtomoカレッジ」開催
＠立教大学（立教大学・ベネッセ共同開催 豊島区後援）

⑤2017.３ 「ママtomoパパtomoカレッジ」開催
＠立教大学（立教大学・ベネッセ共同開催 豊島区後援）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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カレッジ ヒストリー

ソーシャルビジネス への挑戦

マーケティング

フィジビリティ スタディ（実行可能性調査）

無断転載をご遠慮ください
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はじまりは、マナmama100人会議
としま100人女子会 ⇒ としまF1会議 ⇒ マナmama100人会議

2015.7 学びたいママ 立教大学にあつまれ！無断転載をご遠慮ください



豊島区が消滅可能性都市にあげられ、F1会議を展開していたころ
ベネッセでは、自治体や大学といっしょに
リアルな「場」を通して、ママたちを応援できないかを検討中

ベネッセ社員が、ある日、としまF1会議をテレビの報道で知る！
すぐさま F1会議の座長・立教大学の萩原先生に会いに行き
ベネッセで検討中だったカレッジ構想を萩原先生にご説明

豊島区は区内７大学との協働講座「としまコミュニティ大学」を展開
まず、立教大学で、いっしょにやってみましょう！に。

はじまり 豊島区、立教大学、ベネッセの出合いは！？

「子育て中の女性が、もっと自分自身を
エンパワーメントしていくための場が必要！」
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まずは１００人会議を！（としまF1会議と同じプロセス）
ママたちが学びたいカレッジをママたちの声で作ろう！

無断転載をご遠慮ください



はじまり

「マナmama100人会議」

【開催概要】
・2015年7月19日(日)＠立教大学
・費用：無料
・定員：100名 （先着、18歳以上の女性限定）
・託児：30名（先着）

【プログラム】
●ミニ講義
「知っている？ 数字と法律で見る女性を取り巻く社会環境」
●ワールド・カフェ
「みんなが考える‘女性が活躍できる社会’のためにこんな学びの場があったらいいな」

カフェでおしゃべりするように、ご自身が学んでみたいこと、学んでみたかったこと、
仕事のこと、子育てのことなどを 自由に語り合いましょう。

立教大学×豊島区×ベネッセ 共催 カレッジのキックオフイベント

「学びたいこと」は多岐にわたる（248種類）
・テーマにわけても11種。（ビジネススキルや趣味、家庭のこと等）

「大学」という「場」も魅力的。家族連れでの参加ニーズが高い

メルマガ1本
で即日満席！

6マナmama１００人会議の様子を、ご覧ください。無断転載をご遠慮ください



マナmama100人会議 開催後アンケート結果

土日に、大学で、同じ状況の仲間と、
パパと子どもと一緒に学びたい！

＜有料でも受講したい内容＞
・ライフデザイン(自己分析と今後の方向性) ・キャリア(復職、企業、NPO、在宅勤務）
・語学 ・趣味（ヨガ、音楽）
・子どもの教育 ・ビジネススキル
・ライフプラン/リスク（法律・マネー） ・両立（仕事と子育と家事）

＜講座の形式＞
・単発・１講座完結型
・子どもは子ども用の別講座を同時受講
・eラーニング等のオンライン受講

＜都合の良い日程＞
・土日の午後(16時まで) 67.6％
・土日の午前中 55.9％

＜その他の声＞
・多様な状況の人の意見が聞けてよかった反面、悩みや考えがまとめづらかったため、

同じ状況・目的を持った人と集まって学びたい
・託児付き or 子連れ参加OK でないと参加ができない
・パパも一緒に参加したい

▼開催後アンケートでニーズが高かったもの抜粋（色づけしたのは実行したもの）

7無断転載をご遠慮ください



つづいて マナmama100人会議参加者と、企画会議

具体的なカレッジ企画立案のため、
マナmama100人会議参加者と企画検討を実施。
育休中の方や、仕事終わりに来てくれた方も。

・ママたちの負担が少ない開催時間、休憩時間は？
・自分だけ学びに行くことは罪悪感あり(対パパ）
・参加したいと思う金額感は？
・産休中・復帰前が学びニーズ高い（あせる）
・先輩(ワーキング)マザーの話が聞きたい

8無断転載をご遠慮ください



やってみよう！

ママがパパといっしょに赤ちゃん連れで学べる大学

ニーズが顕在化していた育休中、復帰前のワーキングマザーを対象に
立教大学の公開講座を、（株）ベネッセコーポレーション共催、
豊島区後援で、
まずは、年度内、大学の春休みに1回やってみよう！
続いて大学の夏休みにもう1回！！

１回目
2016年3月（大学春休み期間）
「WATASHIカレッジ 育休復帰準備完璧１Day講座」開催
対象：育休復帰者とそのパートナー

２回目
2016年9月（大学夏休み期間）
「ママtomoパパtomoカレッジ 2017年秋 １Day 講座」開催
対象：妊娠中のプレママ、育休中のママ、復帰後のママたちとそのパートナー

9無断転載をご遠慮ください



育休中 9月

育休中リカレント

復帰前 3月
育休復帰

（ハッピースタート講座）

復帰後 9月

復帰後キャリアアップ

ママの声から見えてきた！ワーキングマザー学びスケジュール
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１年以上職場を離れていて復帰が不安。。
不安を感じながらも、子育てと仕事を両立させながら、自己実現をしていきたい！

無断転載をご遠慮ください
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告知スケジュール ＊2017年9月実施の場合

スケジュール 9/4
当日

ベネッセ メルマガ 12万人
（首都圏）

サイト内
バナー

50万人

豊島区 広報紙、
見る知る
モバイル
等

10万部

ポスター 200枚

＜方針＞
■コスト抑制のため、自社WEB媒体、広報誌での告知を主とする。
■告知スタートは開催日の２カ月前(夏休みを挟むことを考慮) ⇒ 豊島区での告知を考慮すると3か月前
■キャンセルは開催日の1週間前まで受付(マタニティ、子どもの病気等を考慮)

7/7
サイトOPEN

メルマガ①

メルマガ②

8/1号区報見る知る
モバイル

ママフレ

メルマガ③
メルマガ④

ポスター掲示
(庁舎掲示板、区民ひろば、保育幼
稚園、支援センター等)

8/25
申込み＆
キャンセル
〆

バナー掲載

パパ講座は1.2週間で満席。
ママ講座も抱っこ受講OK！

にして、7月末に満席！ ７月末に満席に（申込み〆切まで１か月を残し）
次回3月カレッジでは、豊島区での告知（赤枠）を１か月早

く進められるよう全体スケジュールを前倒して改善無断転載をご遠慮ください



１回目． 育休復帰ハッピースタート講座 概要
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育児脳からビジネス脳へ思考をバージョンアップ
家族もいっしょにパワーアップ

育休復帰を控えたマ
マと家族が対象

２０３名の
ママパパが

参加！

２０１６年３月５日（土）１３時～１６時半開催（３．５H） ＠立教大学
＜資料代＞ママのみ：２,０００円 ママパパ子ども：３,０００円

ママは復帰に
向けてビジネ
スの学び

パパは妻の復
帰に向けて育
児の学び

無断転載をご遠慮ください



2回目．ママtomoパパtomoカレッジ１day講座 概要

13

子育て、キャリアの未来が見える
共働き家族の未来希望図（family will) をつくろう

育休前/育休中
復帰ママと家族

２０１６年９月３日（土） １０：００̃１５：００ （５H） ＠立教大学
＜資料代＞ママのみ：３,０００円 ママパパ子ども：４,０００円

２２７名のマ
マパパが参

加！

ママはキャリ
アアップに向
けてビジネス
の学び

パパは今とこ
れからの子ど
もの教育につ
いての学び

無断転載をご遠慮ください


