プログラムの流れ
募集期間

募集期間

SECTION 01

プログラム
開始
Program Start

講師や参加者同士の交流を

通じて自分の関心を探ります。

～�月

�月

説明会（土曜日開催、放課後オンライン実施）
申込み締切、選考、選考結果通知

※詳細はHPをご覧ください

�月�(火)～�(土)
●

チーム活動キックオフ
課題設定➀
課題設定➁
フィードバック会
課題設定のブラッシュアップ

●
●

土曜日の午後の全体活動、
平日の放課後活動相談室

でチーム活動を進めます。

SECTION 03

Personal Activity

チーム活動で掘り下げた

一人一人の興味を持ち

寄って、深め合います。

フィールドワーク *

提案作成MONTH（チーム活動）
●
●
●
●

�０月

�０月~

上旬 提案作成
中～下旬 中間報告
インタビュー
最終報告会のリハーサル

��月�日(土)

●

チーム活動ふりかえり、個人探究導入、
テーマ選び
調査
ブラッシュアップ

��月中下旬

個人探求発表会

�月

個人探求テーマの実践期間

�月

ふりかえり / 修了式

�月��日(土)

・夏休み以外は基本的に土曜日の午後に実施、* 印は一日
のプログラムを予定しています。

・試験期間前～試験期間は活動をお休みします。

・参加者との日程調整の結果変更となる場合があります。

���１年度
最終報告会の様子

�� 月に行われたチームの最終成果報告会では、京都の会場

とオンラインから参加する全 � チームの発表が行われ、産・
官・学・民・起業家を代表する � 名の審査と受賞チームへ

の表彰・講評が行われ、発表の後には自由なテーマでの質

問や交流も行われました。発表の様子は Zoom のウェビ
ナーで中継されました。また、� か月のプログラムの集大

成として、� 月の最終回では一人ひとりの興味関心につい

ての発表会と、修了式が行われました。

出会い、考え、楽しんだ半年間』
でした。熟議

やフィールドワーク、
インタビューを通じて、

解決に向けて他校の人とチームを組み、協

動するなど柔軟に対応してくれたり、
スタッ

お話を伺いました。
そこから自分の考えや課

状況を理解して日程変更やオンラインで活

力し合ったりしたので、
その中で様々な力が

フの方々も笑顔で迎えて、活動しやすい雰囲

チーム内に絆が生まれて、定期的に会えな

と感じることもありましたが、
プログラムを

た。
自分を変えたい！と思ってる人は是非！！

ちらも頑張れたことや新しいチャレンジがで

身に付き、自分に自信がつきました！そして

くなるのが寂しいと感じるようにもなりまし

気を作ってくださりました。両立は、大変だ

終えた今は達成感をすごく感じているし、ど

きたことが自信に繋がっています。
京都府立高校 � 年

M.N. さん

H.K. さん

様々な分野で活躍されている多くの方から
題を深めていく過程や時間は、普段学校生

活を送っているだけでは絶対に経験するこ

とができないことだと感じています。参加で

きて本当に良かったです。

青森県からのオンライン参加
私立高等学校 � 年

H.T. さん

ご協力いただいた講師・審査員の方々 (順不同)
����年度
熟議講師

●

大谷洋平氏（京都信用金庫企業成長推進部代理）

●

近藤令子氏（Voice�u 株式会社取締役）

●

●

●
●

個人探究期間

私がこのプログラムを一言で表すと
『学び、

できるか不安でしたが、
チームの仲間が私の

��月～��月

●

土日の部活動で参加できないこともあり、最

青森からのオンライン参加。
いつか皆に会いたいな！

すごいとしか言いようがない「かっこいい大

●

チーム最終成果報告会

●

１２月

初は、最後までこの活動をやり遂げることが

実践者に会いに行こう！

●

個人面談❸

個人探究
期間

９月

ちゃくちゃ変われたなと感じました。本当に

京都府立高校 � 年

個人面談❷

Team Project

してみよう。

チーム活動集中WEEK

●

８月中

えりや目標の設定を

し て、自 分 を 深 掘り

�月�週目(平日～土)

●

SECTION 02

一緒に活動のふりか

●

●

チーム活動
期間

個人面談：

コーディネーターと

個人面談❶

�月

部活動との両立で悩んでいる人は
参加することを選んで欲しいです！

人」の方々からお話を頂いたり、課題発見・

�月��日(土)

キックオフミーティング
熟議➀・➁
熟議➂・➃
●
企業訪問*
●
ふりかえり、課題解決に
ついてのインプット
●
チーム分け、個人面談

自分を変えたい！と
思ってる人は是非！！

一言で言うと、参加してみて、自分自身がめ

導入集中WEEK

�月

プログラム参加高校生の声

●
●
●
●

柴田史郎氏（面白法人カヤック）

清水大樹氏（合同会社なんかしたい 代表）
東郷和彦氏（元外交官）

藤原ネマニスリーヴィッディヤ蓮美氏

����年度
熟議講師

●

尾中友哉氏（NPO 法人 Silent Voice 代表理事）

●

塩瀬隆之氏（京都大学総合博物館准教授）

●

●

山田崇 氏（塩尻市役所官民連携推進課 / 空き家
プロジェクト nanoda 代表）

一ノ瀬メイ氏（リオパラリンピックアスリート）

赤坂美保氏（一般社団法人ぷちでガチ代表理事）

審査員

荻原靖氏（特定非営利活動法人 きょうとNPOセン

ター 副理事長）

●
●

審査員

丹波寛志氏（京都信用金庫専務理事本部長統括）
永田綾氏（京都市環境政策局地球温暖化 対策室

近年、多様性・グローバル化の時代だとい

うふうに言われてきております。みなさんも
日頃、そのように感じているのでしょうか。

私にとって真のグローバル人間は、自分の

足元をしっかりと見ている人だというふうに

思っておりす。グローバルな人間は、ローカ

ルをしっかりと見て、ローカルで得た知識、
あるいは考え方、価値観を、グローバルに
展開するということであります。

村田和代氏（龍谷大学政策学部政策学科教授）

を大切にしていただきたいと思っております。

ウスビ・サコ氏（京都精華大学 学長）

鈴木敦子氏（NPO法人ETIC.理事兼事務局長）

●

中須俊治氏（株式会社 AFURIKADOGS 代表取締

株式会社BugMo役員

からのメッセージ

これからみなさんがグローバルに活躍する

●
●

ウスビ・サコ氏

エネルギー政策部長）

北尻光氏（京丹後市役所市長公室政策企画課)

大津晶氏（小樽商科大学商学部社会情報学科教授）

京都精華大学学長
（���� 年度審査員）

役社長）

際、自分の足元、自分の文化、自分の地域

これからのみなさんのご活躍を楽しみにして
おります。

参加者募集概要

実施期間
場

所

対象者
定

員

参加費

詳細•お申込み
助成団体

※高校生、講師等の所属・肩書きは実施当時のものです。

����年�月～����年�月末

グローカル人材開発センター（または京都市内の会場）

※フィールドワークはコーディネーター引率のもと府内外の訪問先で活動 。

京都を中心とする地域の高校生

※府立・公立・私立や学科、学年の別は問いません。

��名（定員を超える場合「志望動機」により選考を行います） うちオンライン参加（上限��名）

※オンライン参加者は原則すべてオンライン上での活動となります。

※選考では成績や活動実績ではなく、
このプログラムにかける想いや熱意を重視します。

無料

※会場までの交通費補助が出ます。詳細は募集要項をご覧ください。

�月～�月頃に募集を行います
詳細はグローカルセンターウェブサイト
（右記QRコード）をご確認ください

一般財団法人 三菱みらい育成財団

