
教職員、自治体関係者、社会教育関係団体、NPO団体の皆様	 2016年2月吉日	
マイプロジェクト実行委員会	

地域や身の回りの課題を高校生が解決する	

全国高校生“マイプロジェクトアワード2015”視察研修会のご案内	

　次期学習指導要領の改訂に向けて「アクティブ・ラーニング」が明確に打ち出され、2020年に向けた高大接続議論、18歳選

挙権議論共には「自主性・自発性」が１つのキーテーマとなっています。また地方創生についても、地域やコミュニティの課題

に対して自発的に取り組む担い手を育てていくことについて、多くの自治体が悩みを抱えています。	

今回ご案内する高校生マイプロジェクト活動が、現在抱える課題を解決する一助になるのではないかと考えています。	

ぜひ足を運んで、実際に高校生の様子をご覧ください。	

日程：	

(1)東京大会　 　日時：2016年2月27日（土）15：00-19：00（予定）　場所：東京都文京区近郊　主催：マイプロジェクト実行委員会	
	

(2)北九州大会　日時：2016年2月28日（日）10：00-17：30（予定）  場所：西日本工業大学小倉キャンパス	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   主催：北九州市／マイプロジェクト実行委員会	
	

(3)東北大会　　 日時：2016年3月6日（日）10：00-17：00（予定）　  場所：仙台駅近郊　主催マイプロジェクト実行委員会	
	

(4)全国大会　 　日時：2016年3月26日（土）10：00-19：00（予定）  場所：東京都港区北青山1-7-15　東北芸術工科大学外苑キャンパス	

　　　　　　　　　　 審査員：鈴木寛（文部科学大臣補佐官・東京大学教授、慶應義塾大学教授）	

　　　　　　　　　 　　　　　　 水谷智之（リクルートホールディングス 顧問）	

　　　　　　　　　 　　　　　 　宮城治男（NPO法人ETIC 代表理事）	

　　　　　　　　　 　　　　　　 山崎亮（株式会社studio-L代表、東北芸術工科大学教授）ほか	

　　　　　　　　　　　　　　　　順不同・敬称略    　                                            ※（1）〜（3）は無料、（4）全国大会は参加費1,000円	

	

日　時：2016年3月27日（日）10：00-17：00（予定）　　場　所：東京都港区北青山1−7−15　東北芸術工科大学　外苑キャンパス	
	

内　容：【　事例発表　】　　・当事者意識を育むプロジェクト型学習の実践	
　　　　　　　　　　　　 　　　　・行政課題への当事者意識を持つ高校生のプロジェクト立ち上げ支援とは	
　　　　　　　　　　　　 　　　　・高校生の興味、モチベーションに応じた取り組み内容、手法とは？	
	

　　　　　【ワークショップ】　・経験者をまじえて考える「高校生はなぜプロジェクトに取り組むのか」　　などを予定	
	

パネリスト：鈴木寛（文部科学大臣補佐官・東京大学教授、慶應義塾大学教授）	
　　　　  　　今村久美（認定NPO法人カタリバ 代表理事、文部科学省中央教育審議会 教育課程企画特別部会委員）	
	

参加費：1,000円	

　	
	
	
	
	
　　　【本件に関するお問い合わせ先】　マイプロジェクト事務局（認定NPO法人カタリバ内）　　東京都杉並区高円寺南3-66-3 高円寺コモンズ2階	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tel：03-5327-5667（平日 10:00〜19:00） fax：020-4665-3239　mail：myproject@ml.katariba.net	

教職員の方｜	
他校でのプロジェクト学習の取り組み内容の共有を

行い、事例研究を通して、学習の場に生かすことの
できる学びを深めていきます。	

行政担当者の方｜	
若者の社会参加・参画を促し、高校生から地域

を支える活動を行うコミュニティの立ち上げ方に
ついて考えていきます。	

社会教育団体、NPOの方｜	
象徴的な高校生へのメンター事例を共有しながら、

高校生にとってのメンターの役割、工夫のポイント
について考えていきます。	

内容：様々な立場から高校生に関わる方々が集まり、相互に学び合う研修会です。	

　　　　※できるだけいずれかの大会を視察いただいたうえで研修会にご参加いただければと思います。	

	

　　　　　　　　　　　　　高校生が地域や自分の身の回りにある課題を解決するためにプロジェクトを立ち上げ 	
                             実行することを通して学ぶ「課題解決型プロジェクト型学習」の取り組みです。	

QRコードからも申し込みいただけます▶	

申込み方法	

　　申込みフォーム　http://bit.ly/1UsksUV	

視察研修会は事前申込みが必要です。下記フォームに必要事項の入力をお願いします。	

先着順で定員になり次第締切となります。	

内容：	
マイプロジェクトアワードは、地域やコミュニティなど身の回りの課題に対して自ら考え行動した高校生が一同に会し、自分のプロジェ
クトを発表したり、同じ想いを持つ全国の同世代と出会う場です。全国から集まる多くの高校生の取り組み事例をご覧頂けます。	

視察	 マイプロジェクトアワード2015地域大会／全国大会　視察	

研修会	 マイプロジェクトアワード2015 応援者サミット 研修会	



高校生団体Blue.

 
　　　　【本件に関するお問い合わせ先】マイプロジェクト事務局（認定NPO法人カタリバ内）　　東京都杉並区高円寺南3-66-3 高円寺コモンズ2階 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tel：03-5327-5667（平日 10:00～19:00） fax：020-4665-3239　mail：myproject@ml.katariba.net 

全国高校生

地域や身の回りの課題を高校生が解決する！

高校生マイプロジェクト
マイプロジェクトとは、高校生が地域や自分の身の回りにある課題を解決するためにプロジェクト
を立ち上げ 実行することを通して学ぶ「課題解決型プロジェクト型学習」の取り組みです。 

“あってほしい未来”を考えテーマを決めてプロジェクトをつくり、 
実際にプロジェクトを実行にうつす。実行する中で感じたことや 
ぶつかった壁などを振り返り、リフレクションを通して経験を学びに。 

プロジェクトをつくる アクションを起こす リフレクション
（振り返り）

Will 

Can Must 

やりたいこと 

やれる 
こと 

やるべき 
こと 

Ownership テーマ設定に
対する主体性

Action 「実際にやってみた」
経験からの学び

マイプロジェクトの流れ

プロジェクトのテーマ設定への当事者性と、 
プランを作るだけでなく「実行する」ことを 
重視し経験から学ぶことを重視した取り組み。 

マイプロジェクトの特徴

不登校の子たちがその経験をこれから
の人生の糧にできるようサポートして

いく活動をしています。プロジェクト

メンバーは全員不登校経験者です。不

登校という経験を決して無駄にして欲

しくない。将来に生かして欲しい。そ

んな思いから、不登校どうしの仲間づ

くりや進学や進級のための学習活動な

どをしています。 

地元の魅力を高校生の目線で映像作品
にまとめ、インターネットで発信して

います。他にも地域のイベント等でオ

リジナル名刺制作ブースを出店したり、

学生向け映像ワークショップを行って

います。また、特技を生かして地域で

活動したい高校生をメンバーとして、

互いの活動の報告や意見交換ができる

環境づくりをしています。 

そばを使った地域復興です。復興に役
立てるように塩害農地にそばを植えて

きました。また、紅白の2色の花が咲

く品種を使用して仙台空港近くにハー

トの形のそばアートを作り観光客を集

めました。農業と観光を合わせること

で、新たな観光地を作り、人を呼び、

被災地に笑顔を取り戻すことを目指し

ています。 

新潟県　高校2年生 

不登校の子どもたちの
学習などのサポート

地元の魅力を映像作品にして
Weｂで発信

塩害農地を蕎麦で
観光地にして地域復興

｜マイプロジェクトの例

Fline 福岡県　高校1年生 SUN!SUN!そば 宮城県　高校2年生 
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｜地域大会 視察｜マイプロジェクトアワードの流れ

｜全国大会 視察

マイプロジェクトアワードは、地域やコミュニティなど身の回りの課題に対して自ら考え行動した高校生が 
一同に会し、自分のプロジェクトを発表したり、同じ想いを持つ全国の同世代と出会う場です。 

全国から集まる多くの高校生の取り組み事例をご覧頂けます。 

出場する高校生はエントリー後、書類選考・地域大会等をへて全国大会に 
出場します。 

全国大会では、各地から高校生とメンターの皆様が集まります。全国の高校生のプレゼンテーションを視察いただくことができます。翌日には出場
者の高校生同士が交流するサミットと同時に、教職員の方・行政担当者の方・社会教育団体やNPOの方など、高校生に関わる方々で学び合う応援者
サミット（研修会）も開催しますので、合わせて参加ください。 

申込み
申込みフォーム　http://bit.ly/1UsksUV 申込みフォームに必要事項の入力をお願いします。 

（先着順で定員になり次第締切となります） QRコードからも申し込みいただけます▶ 

東京大会 

東北大会 

北九州大会 

2/27(SAT)

2/28(SUN)

3/6(SUN)

場所：東京都文京区近郊 
主催：マイプロジェクト実行委員会 

15:00-19:00 (予定)

場所：西日本工業大学 小倉キャンパス 
共催：北九州市 
　　　マイプロジェクト実行委員会 

10:00-17:30 (予定)

場所：仙台駅近郊 
主催：マイプロジェクト実行委員会 

10:00-17:00 (予定)

地域大会は、仙台、東京、北九州の全国3ヶ所で行います。高校
生の事例発表と共に、生徒を支えるメンターの皆様も集まる会と
なります。３つの会場全て視察いただくことができます。 

全国大会 

3/26(SAT)
場所：東北芸術工科大学　外苑キャンパス 
         東京都港区北青山1-7-15 JR総武線「信濃町 徒歩5分 

部門：【 学　校　部　門 】学校の授業や課題研究部活動等の 
                                      活動を通して行ったプロジェクト 
         【個人・ｸﾞﾙｰﾌﾟ部門】高校生が主体となって学校内・ 
                                       外で自発的に課題設定を行い活動 
　　　　　　　　　　　　　したプロジェクト 

＜審査員＞ 
鈴木寛（文部科学大臣補佐官） 
水谷智之（リクルートホールディングス 顧問） 
宮城治男（NPO法人ETIC 代表理事） 
山崎亮（東北芸術工科大学教授） 
ほか数名 
　　　　　　　　　　　　　※順不同・敬称略 
 

参加費：1,000円 

10:00-19:00 (予定)



応援者サミット

参加費:1,000円

地域や身の回りの課題を高校生が解決する「高校生マイプロジェクト」

2016/3/27 10:00-17:00SUN

＠Tokyo 東北芸術工科大学 外苑キャンパス

マイプロジェクトアワード２０１５の高校生の発表を題材とし、 
集まった参加者それぞれの事例を共有しながら、相互に学び合う場です。 

鈴
木
寛

決
定

内容

教職員の方

他校でのプロジェクト 
学習の取り組み内容の 
共有を行い、事例研究 
を通して、学習の場に 
生かすことのできる 
学びを深めていきます 

行政担当者の方 社会教育団体・
NPOの方

若者の社会参画を促
し、高校生から地域
を支える活動を行う
コミュニティの立ち
上げ方について考え
ていきます 

象徴的な高校生への
メンター事例を共有
しながら、高校生に
とってのメンターの
役割、工夫のポイン
トについて考えてい
きます 

場所： 
東北芸術工科大学　外苑キャンパス 
東京都港区北青山1-7-15 
 

※JR総武線「信濃町」下車、徒歩5分 
　東京メトロ半蔵門線・銀座線・都営地下鉄大江戸線 
　「青山一丁目」下車、徒歩10分 

【事例発表】・当事者意識を育むプロジェクト型学習の実践 
　　　　　　・行政課題への当事者意識を持つ高校生のプロジェクト立ち上げ支援とは 
　　　　　　・高校生の興味、モチベーションに応じた取り組み内容、手法とは？ 
 

【ワークショップ】高校生はなぜプロジェクト学習に取り組み、それはどのようにして取り組んでいく 
　　　　　　　　　べきなのか？実際に高校生の時にマイプロジェクトに取り組んでいた若者を交えた 
　　　　　　　　　ワークショップを実施 

 
　　　【本件に関するお問い合わせ先】マイプロジェクト事務局（認定NPO法人カタリバ内）　　東京都杉並区高円寺南3-66-3 高円寺コモンズ2階 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　tel：03-5327-5667（平日 10:00～19:00） fax：020-4665-3239　mail：myproject@ml.katariba.net 

申込み
申込みフォーム　http://bit.ly/1UsksUV 申込みフォームに必要事項の入力をお願いします。 

（先着順で定員になり次第締切となります） QRコードからも申し込みいただけます▶ 

教職員・行政・社会教育団体やNPOなど、様々な立場で高校生に関わる“応援者”が、事例発表や
ワークショップを通じて相互に学び合う研修会です。

（内容は変更になる可能性があります） 

▼できるだけいずれかの会場のマイプロジェクトアワード大会を視察いただいたうえでご参加ください。

パネリスト
鈴木寛（文部科学大臣補佐官・東京大学教授、慶應義塾大学教授） 
今村久美（認定NPO法人カタリバ 代表理事、文部科学省中央教育審議会 教育課程企画特別部会委員） 
 


