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平成27年度 事業報告書

平成27年度のテーマ

ミライの“つながり”をソウゾウ!
“つながり”で生み出す新たなデザインを神戸から！

大学生
が

発信!

神戸から日本
そして世界へ

平成28年度  学生 ・ 参加企業様

募集要項

協力企業・団体様募集!

KOBE ミライ・ノ・ソウゾウPROJECT では…

「私たちと一緒に新しい自分を見つけてみよう!!」

座学ではない体験型ワークショップで神戸発クリエイティブシンカーを創造!!
神戸市の街全体がキャンパスになる、学生のためのプロジェクト!!

ワークショップ参加者から、世界に通じる「神戸発クリエイティブ
シンカー」を誕生させることを目指しています。

事業スケジュール（予定）

昨年御協力・御支援いただいた企業・団体様一覧

参加資格

3・４・５月
6月11日㈯

7月17日㈰・18日㈷ ［予定］

8月6日㈯
8月27日㈯
9月24日㈯
10月15日㈯
11月19日㈯

学生募集期間
第1回 ワークショップ開催
第2回 ワークショップ開催
第3回 ワークショップ開催
第4回 ワークショップ開催
第5回 ワークショップ開催
第6回 ワークショップ開催
最終公開事業開催

全てのワークショップに参加可能であること。 年齢18歳～24歳まで（高校生を除く）

学生と一緒に活動または、活動をサポートして頂ける企業や団体様も大募集しております。
学生たちのサポーターとして一緒にワークショップを開催し、ミライの神戸を共に考えてみませんか？

特別協賛

協 賛

協 力

後援

協力大学

神戸市　 Kiss FM KOBE　 （一社）神戸青年会議所

㈱ウィニスト　 肉の入江　 いづよね

㈱池之坊満月城　 ㈱ひまわり　 お酒と料理の心　 ㈱村上工務店　 ㈱iBank
SY HOMESERVICE　 マック㈱　 ㈱シェイズノート　 ダスキンおおや　 ホウオウ行政書士事務所
㈱スタイリッシュエージェンシー　 ㈲北村電気工業　 社会人予備校ワンコイントレーニング
みなとこうべ司法書士事務所　 杉本浩康

神戸女子大学

お問い合わせ ・ お申し込み先



NPO法人 ミライ・ノ・ソウゾウ PROJECT

理 事 長  福  岩     忍

ミライ・ノ・ソウゾウＰＲＯＪＥＣＴとは？

２０１５年度 ミライ・ノ・ソウゾウＰＲＯＪＥＣＴテーマ

ミライの“つながり”をソウゾウ!
～“つながり”で生み出す新たなデザインを神戸から！！～

　次世代を担う若者たちが、毎年違ったテーマを基に“想像から創造”とつなげながら、現在の神戸を担っている社会人
や企業などと協働し、目標達成を目指すことで、普段はなかなか見出すことのできない“自分の将来像”を見つけ出す
きっかけとなります。自分に自信を持ち、ハッキリとした将来像を見ながら目標へと突き進む術を身につける事となる
PROJECTです。
　我々は、 “IMAGINE THE FUTURE. CREATE THE FUTURE.”

（神戸から日本 そして世界へ）
というテーマをもとに、次世代を担う若者たちと現在の社会をつなぐ活動を行っています。

　今年度のミライ・ノ・ソウゾウＰＲＯＪＥＣＴを行うにあたり、テーマ
を策定いたしました。それが、【ミライの“つながり”をソウゾウ！
～“つながり”で生み出す新たなデザインを神戸から！！～】です。
　それでは、“つながり”という言葉を辞書で引いてみると下記
のような意味があります。
　❶つながること。また、つながったもの。
　❷結びつき。関係があること
　❸血縁関係。きずな。
　上記の意味を社会生活の中に置いてみると、いずれもシステム・組織・制度といっ
たものを想起できるかと思います。
　我々は日頃そういったものをさほど意識することもなく、知らず知らずの内にこの

“つながり”に身を置いていると言っても過言ではないかと思います。つまり人が生き
ていくうえで“つながり”とは絶対生ずるものであり必要不可欠のものとも言えま
す。
　そこで学生に、この複雑に絡んだ関係性、“つながり”を一度紐解き、繋ぎなおす
ことで、そこで発生している問題の解決策を学生らしい斬新な発想と行動力で見出
し、最終プレゼンテーションでKOBEから世界へ発信させていただきました。

ＮＰＯ法人 ミライ・ノ・ソウゾウＰＲＯＪＥＣＴ 理事　　　　
事業統括部 部長  日下 貴裕

学 生

企画 ・ 実現

行 政

新しい発想
斬新な仕組みを

発表 ・ 発信

企 業

テーマ

　2015年度のプロジェクトも皆様に支えられ無事に終えることが出来ました。ありが
とうございます。ここに6か月間の活動内容をまとめ、皆様にご報告させて頂きます。
　2015年度は『ミライのつながりをソウゾウ』～“つながり”で生み出す新たなデザイン
を神戸から！！～と題し、身近なことでありながらなかなか考える機会のないこのテーマ
に基づいて考え、行動してまいりました。若者たちだけではなく、現代のわれわれ社会人
においてもこの“つながり”というキーワードはクローズアップされてきていると感じるこ
とが出来ます。
　昨年から取り組ませていただいている、7月の海の日に「Kobe Love Portみなと
まつり」へ屋台を出店し、１か月前まで大学、学年も違うメンバー同士で試行錯誤しな
がら飲食物の販売提供を経験しました。そこでは一つのものを多くのメンバーで作り
上げ、それを地域へ還元するといった“つながり”を経験し、参加学生はここで多くの
コミュニケーションや達成感、感動を味わい、大きな副産物として、『友情』という

“つながり”を得ました。
　11月に行う公開プレゼンテーション『ソウゾウ・プレゼンテーション』へ向けて8月から
は学生メンバー・社会人スタッフが共に協力して一つのプレゼンテーションを作り上げ、
年代の壁を越えた“つながり”を体感いたしました。本番のプレゼンテーションでは
全8チームが様々な視点からミライの“つながり”を表現し、これからの“つながり”の
新しい形を発信出来たものと確信しております。また今回プレゼンテーションの場と
して使用させて頂きました会場「湊川神社神能殿」も、本プロジェクトでなくては“つながり”
を持つことがなかったであろうと感じ、このご縁に感謝しつつ、毎年一歩ずつではあり
ますが、プロジェクトが発展していることを実感しております。
　このプロジェクトでは地域の若者のソウゾウ力（想像力・創造力）に焦点をあてながら
様々な活動を通して将来に役立つ「気付き」や「思考」、「行動」などを伝えていければと
考え、1人でも多くのクリエイティブな人材が育つことを理想としています。将来的には
地元『神戸』にこのようなクリエイティブな人々が集う街になることを願って。
　2016年度もまた新たなテーマのもと、若者たちと地域の発展に少しでも寄与できる
ような取り組みを実現するため努力してまいります。今後とも皆様には引き続きご支援
賜りますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

スタッフ一覧

株式会社SEIKO 代表プロデューサー
［保険業］

島﨑 成樹

ほんだ歯科クリニック 院長
［歯科医院］

本多 忠之

株式会社ベビーツーワン 代表取締役
［ベビー用品レンタル・通販］

井上 和樹

渡邊三郎司法書士事務所 代表
［司法書士］

渡邊 三郎

琉輝 代表
［コンサルタント業］

丸田 和己

株式会社サニーワールド 常務取締役
［小売業］

日下 貴裕

平原海事興行株式会社 代表取締役
［海事代理士］

平原 秀浩

田中社会保険労務士事務所 代表
［社会保険労務士］

田中 宏昌

株式会社いづよね 代表取締役
［米穀販売］

川崎 恭雄
上高原企画 代表

［広告・印刷物制作、グラフィックデザイン］

上髙原新介

株式会社リーフクリエーション 代表取締役
［不動産業］

森下 政人

有限会社紅観光 代表取締役
［不動産賃貸業］

加藤 憲一郎
家木公認会計士税理士事務所 所長

［税理士業・公認会計士業］

家木 健至

株式会社阪神総合研究所 代表取締役
［保険代理業・不動産業］

番匠 祐貴

神戸から日本
そして世界へ

2 3

ご挨拶と事業報告
神戸から日本そして世界へ

エスワイホームサービス合同会社 代表
［建築・不動産］
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2015年度 事業活動リポート

第1回ワークショップ（プロジェクトオリエンテーション） 最終ソウゾウ・プレゼンテーション（一般公開型）

第3回ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORK①）

第4回ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORK②） 第5回ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORK③）

第2回ワークショップ（みなとまつりブース運営）

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２７年６月２０日（土）  13:30～17:00
三宮コンベンションセンター504・505
～ミライの“つながり”をソウゾウ～
　≪偶然から始まるつながり≫
学生たちの初めての顔合わせの場となり、プロジェク
ト内容や目的などを学生全員に理解・共有してもらい
ました。またチーム分けやみなとまつりブース出店に
向けてのミーティングを行い、参加学生のモチベー
ションが向上されました。

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２７年７月１９日（日）・２０日（祝）  9:00～19:00
メリケンパーク
ブース出展によるぼっかけ焼きそば、ぼっかけ丼、
フランクフルト、ドリンクの販売
みなとまつりブース出展を販売・運営を学生主体で
行い、アイスブレークとチームビルディングを行いま
した。事前準備段階では、手探りながらも入念な打
ち合わせを行い、結果、大成功を収めることができま
した。

日 時

場 所

講 師

内 容

趣 旨

平成２７年８月８日（土）  13:15～17:00
中華会館  東亜ホール
守屋 隆司 議員 ・ 平井 まち子 議員
橋本 健 議員 ・ 吉田 健吾 議員
神戸市市会議員とのパネルディスカッション
講演「市会議員の役割と行政とのつながり」
みなとまつりの振り返りを行い、「ものを売る」ことの難
しさを改めて実感しました。その後、普段あまり接点の
ないと思われる政治について、自分たちとの”つながり”
を認識し、最終プレゼンテーションへとつなげました。

日 時

場 所

講 師

内 容

趣 旨

平成２７年８月２９日（土）  14:00～16:20
神戸アートビレッジセンター  会議室
衣笠 収 氏(神戸市みなと総局)
未来を考える寄り道的思考
　≪ソウゾウはワクワクからはじまる。ほら、ミッキーもやってきた？？≫
神戸まつりにミッキーマウスを呼んできた話を通して、何かを
実現したいワクワクした気持ちが、大きな力になることを実
感しました。また、そのワクワク感をソウゾウ力につなげ、今
後のプレゼンテーション作成に活かしていくこととしました。

日 時

場 所

講 師

内 容

趣 旨

平成２７年９月１２日（土）  13:00～17:30
甲南女子大学
櫻田 人司 氏
講演「猿でもわかるプレゼン講座」
学生チームが選定した最終プレゼンテーションの骨
子と今後の計画を発表し、それに対して社会人ス
タッフからの講評を行い、内容の深めました。また講
師によるプレゼンテーションの手法の基礎を学び、
その後の活動へと繋げていきました。

日 時

場 所

講 師

内 容

趣 旨

平成２７年１０月３日（土）  13:20～17:00
中華会館  東亜ホール
横山 剛 氏（SRCグループ代表）
講演会「つながり」
各チームが進めてきたテーマにおける「プレ」プレゼン
テーション大会を実施し、現状把握と最終プレゼンテー
ションに向けてのスキルアップを図りました。また、行政
から見た神戸についての講演から、学生と神戸の”つな
がり”を再認識をしました。

番外編ワークショップ

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２７年１１月２１日（土）  13:30～17:00
湊川神社  神能殿
学生の半年間の活動の集大成を公開の場で披露する場であり、学
生がチームごとにプレゼンテーションを行い、審査員の方々にはそ
の評価をしていただきました。
学生がソウゾウした社会的な提言を公開し、識者の意見を交えな
がら、その具現性を問うとともに、そのような経験によって若者の
成長を促すことができました。

各チームのプレゼンテーション内容
チーム ： ＥＶＥＲＹＤＡＹ

あるこうべ
～神戸から始まる健康な毎日～

エブリデイ

チーム ： ずっちーず
男子力向上プロジェクト

～アンタたちっ！
　　　 　ステキ☆ダンシになりなさいよ～！！

あなたは健康でいたいですか？方
法は超簡単！あなたが一歩踏み
出すだけであなたの未来は明る
くなる。その名も「キラキラあるこ
うべ☆」そもそも、あるこうべって
なんやねん？…続きは本番で♪

チーム ： TEAM ＵＤＯＮ

SNS症候群
～あなたはもう感染している～

シンドローム

人と一緒にいてもSNSが気になっ
てしまうことがありませんか？目の
前の人としっかりコミュニケーショ
ンが取れていますか？ 一度、私達
とSNSの本当のあり方について考
えてみました！

チーム ： ウエポンのサラダ

何かが生まれるCShouse

私たちウェポンのサラダは、神戸
の中小企業と学生を、うまくマッチ
ングさせるための学生マンション、
ＣＳhouseをつくります。そして未
来の神戸をより素晴らしい都市に
したいと考えてみました。

チーム ： しゃむたん
恋活 ～koi-katsu～

ヒトは恋愛をして人になる
チームしゃむたんは恋人をつくる
以前に恋愛に興味のない若者に
ついて調べました。ヒトは恋愛をし
て人間らしい人間に成長できます。
そこで私たちは恋愛を学生に教え
る授業を企画しました。

チーム ： スクイーズ

あまい香りは神戸から

スクイーズは、神戸のスイーツを
具体的に認知する仕組みがない
事を問題点におき、神戸にスイー
ツを食べることを目的に来る人を
増やし神戸を盛り上げる仕組みを
プレゼンしました。

チーム ： MINTIA
俺の神戸城

～ Shall we dance? ～
みなさんは、「城」と聞いてどのよう
なものを思い浮かべますか？「城」
といっても色々ありますよね。では、
神戸に「城」ができるとしたら…？
そして、その城の役割は一体…？

チーム ： ＳＰＩＤＥＲ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ
神戸ドラフト学校

～ Look at me ! ～
神戸ドラフト学校とは？ 中小企業
の魅力、大学生の個性、お互いを
もっと知ることのできる場です。
この学校で、マッチング成功間違
いなしをお約束します！

「モテたいけどモテない…！」そんな
悲痛な叫びをあげる神戸男子に
朗報！その悩みずっちーずが解決
しちゃいました☆ モテ男になっ
て一緒にオシャレな街、神戸をつく
ろう♪

最終ソウゾウ・プレゼンテーション 最終順位
1位 TEAM UDON
2位 ずっちーず
いづよね賞 TEAM UDON ・ ずっちーず

オープニングアクト
能とヒューマンビートボックスのセッション

神戸大学能楽部
×

Mc. Sharlee
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2015年度 事業活動リポート

第1回ワークショップ（プロジェクトオリエンテーション） 最終ソウゾウ・プレゼンテーション（一般公開型）

第3回ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORK①）

第4回ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORK②） 第5回ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORK③）

第2回ワークショップ（みなとまつりブース運営）

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２７年６月２０日（土）  13:30～17:00
三宮コンベンションセンター504・505
～ミライの“つながり”をソウゾウ～
　≪偶然から始まるつながり≫
学生たちの初めての顔合わせの場となり、プロジェク
ト内容や目的などを学生全員に理解・共有してもらい
ました。またチーム分けやみなとまつりブース出店に
向けてのミーティングを行い、参加学生のモチベー
ションが向上されました。

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２７年７月１９日（日）・２０日（祝）  9:00～19:00
メリケンパーク
ブース出展によるぼっかけ焼きそば、ぼっかけ丼、
フランクフルト、ドリンクの販売
みなとまつりブース出展を販売・運営を学生主体で
行い、アイスブレークとチームビルディングを行いま
した。事前準備段階では、手探りながらも入念な打
ち合わせを行い、結果、大成功を収めることができま
した。

日 時

場 所

講 師

内 容

趣 旨

平成２７年８月８日（土）  13:15～17:00
中華会館  東亜ホール
守屋 隆司 議員 ・ 平井 まち子 議員
橋本 健 議員 ・ 吉田 健吾 議員
神戸市市会議員とのパネルディスカッション
講演「市会議員の役割と行政とのつながり」
みなとまつりの振り返りを行い、「ものを売る」ことの難
しさを改めて実感しました。その後、普段あまり接点の
ないと思われる政治について、自分たちとの”つながり”
を認識し、最終プレゼンテーションへとつなげました。

日 時

場 所

講 師

内 容

趣 旨

平成２７年８月２９日（土）  14:00～16:20
神戸アートビレッジセンター  会議室
衣笠 収 氏(神戸市みなと総局)
未来を考える寄り道的思考
　≪ソウゾウはワクワクからはじまる。ほら、ミッキーもやってきた？？≫
神戸まつりにミッキーマウスを呼んできた話を通して、何かを
実現したいワクワクした気持ちが、大きな力になることを実
感しました。また、そのワクワク感をソウゾウ力につなげ、今
後のプレゼンテーション作成に活かしていくこととしました。

日 時

場 所

講 師

内 容

趣 旨

平成２７年９月１２日（土）  13:00～17:30
甲南女子大学
櫻田 人司 氏
講演「猿でもわかるプレゼン講座」
学生チームが選定した最終プレゼンテーションの骨
子と今後の計画を発表し、それに対して社会人ス
タッフからの講評を行い、内容の深めました。また講
師によるプレゼンテーションの手法の基礎を学び、
その後の活動へと繋げていきました。

日 時

場 所

講 師

内 容

趣 旨

平成２７年１０月３日（土）  13:20～17:00
中華会館  東亜ホール
横山 剛 氏（SRCグループ代表）
講演会「つながり」
各チームが進めてきたテーマにおける「プレ」プレゼン
テーション大会を実施し、現状把握と最終プレゼンテー
ションに向けてのスキルアップを図りました。また、行政
から見た神戸についての講演から、学生と神戸の”つな
がり”を再認識をしました。

番外編ワークショップ

日 時

場 所

内 容

趣 旨

平成２７年１１月２１日（土）  13:30～17:00
湊川神社  神能殿
学生の半年間の活動の集大成を公開の場で披露する場であり、学
生がチームごとにプレゼンテーションを行い、審査員の方々にはそ
の評価をしていただきました。
学生がソウゾウした社会的な提言を公開し、識者の意見を交えな
がら、その具現性を問うとともに、そのような経験によって若者の
成長を促すことができました。

各チームのプレゼンテーション内容
チーム ： ＥＶＥＲＹＤＡＹ

あるこうべ
～神戸から始まる健康な毎日～

エブリデイ

チーム ： ずっちーず
男子力向上プロジェクト

～アンタたちっ！
　　　 　ステキ☆ダンシになりなさいよ～！！

あなたは健康でいたいですか？方
法は超簡単！あなたが一歩踏み
出すだけであなたの未来は明る
くなる。その名も「キラキラあるこ
うべ☆」そもそも、あるこうべって
なんやねん？…続きは本番で♪

チーム ： TEAM ＵＤＯＮ

SNS症候群
～あなたはもう感染している～

シンドローム

人と一緒にいてもSNSが気になっ
てしまうことがありませんか？目の
前の人としっかりコミュニケーショ
ンが取れていますか？ 一度、私達
とSNSの本当のあり方について考
えてみました！

チーム ： ウエポンのサラダ

何かが生まれるCShouse

私たちウェポンのサラダは、神戸
の中小企業と学生を、うまくマッチ
ングさせるための学生マンション、
ＣＳhouseをつくります。そして未
来の神戸をより素晴らしい都市に
したいと考えてみました。

チーム ： しゃむたん
恋活 ～koi-katsu～

ヒトは恋愛をして人になる
チームしゃむたんは恋人をつくる
以前に恋愛に興味のない若者に
ついて調べました。ヒトは恋愛をし
て人間らしい人間に成長できます。
そこで私たちは恋愛を学生に教え
る授業を企画しました。

チーム ： スクイーズ

あまい香りは神戸から

スクイーズは、神戸のスイーツを
具体的に認知する仕組みがない
事を問題点におき、神戸にスイー
ツを食べることを目的に来る人を
増やし神戸を盛り上げる仕組みを
プレゼンしました。

チーム ： MINTIA
俺の神戸城

～ Shall we dance? ～
みなさんは、「城」と聞いてどのよう
なものを思い浮かべますか？「城」
といっても色々ありますよね。では、
神戸に「城」ができるとしたら…？
そして、その城の役割は一体…？

チーム ： ＳＰＩＤＥＲ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ
神戸ドラフト学校

～ Look at me ! ～
神戸ドラフト学校とは？ 中小企業
の魅力、大学生の個性、お互いを
もっと知ることのできる場です。
この学校で、マッチング成功間違
いなしをお約束します！

「モテたいけどモテない…！」そんな
悲痛な叫びをあげる神戸男子に
朗報！その悩みずっちーずが解決
しちゃいました☆ モテ男になっ
て一緒にオシャレな街、神戸をつく
ろう♪

最終ソウゾウ・プレゼンテーション 最終順位
1位 TEAM UDON
2位 ずっちーず
いづよね賞 TEAM UDON ・ ずっちーず

オープニングアクト
能とヒューマンビートボックスのセッション

神戸大学能楽部
×

Mc. Sharlee
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神戸から日本そして世界へ

上野 雅暉
（関西学院大学）

とてもしんどかったのですが、その倍以
上に嬉しさや喜びがありました。また、
このプロジェクトのおかげで身長が伸
びました。チームでの作業がいかに難し
いかを知ることができました。また、この
プロジェクトを通して様々な学生たち
や素晴らしい社会人の方々との関わり
を得らえ、とてもよい経験となりました。

小松 麻衣子
（甲南女子大学）

年齢もバラバラな学生たちと１つの目標
を目指し半年間ぶつかりながらも協力
し合ったこの経験は大学生活を送って
いるだけではできなかったことだと思い
ます。貴重な経験になりました。他の人
の思うことにまずは耳を傾け、肯定する
という心からコミュニケーションを取る
大切さを学べました。

清藤 あかね
（神戸女子大学）

辛いときもしんどいときもありましたが、
今はやってよかったと思います！ 楽し
かったです！社会人の人と話したり、議員
や市長に会えたり、価値観の違う同年代
と1つのことを成し遂げたり、大学生生
活を送ってるだけでは経験出来ないこと
ができたのは私にとって貴重な経験でし
た。今回出会えた人に感謝しています！

白井 晴菜
（甲南女子大学）

他大学の人や、社会人の方と交流するこ
とができ充実した時間を過ごしました。
社会人の方にアドバイスを頂く事で今
まで気づくことのなかった視点を知るこ
とができる貴重な経験になりました。自
分の意見を伝える難しさを感じたり、悩
む事もありましたが、積極的に行動する
ことは大切な事だと学びました。

石井 有咲
（甲南女子大学）

人前に出る事が苦手だったので、それを
克服したい！と思い、このプロジェクトに
参加しました。何度もミーティングをす
るうちに自然と自分の意見も言えるよう
になりました。こうなりたいと思ってい
るだけでは絶対に変われなかったと思う
ので、ミーティングや発表する機会を与
えてくださって本当に感謝しています！

内平 千尋
（神戸学院大学）

グループで考え行動する事が自分たち
の思ってた通りにいかず、本当に難し
かったです。多くの事を学び、考える機
会になりました。自分から自分の意見を
言う、周りのことも気遣いながら行動を
起こす、ということが少し身についたの
かなと思います。このプロジェクトに参
加して本当によかったと思っています。

前田 波那
（甲南大学）

つらい事もありましたが、最後までやり
遂げて良かったと胸を張って言うことが
できます。「自分にできること」を精一杯
やるという目標をたて行動した結果、
最終的に悔いのないプレゼンをつくり
上げることが出来ました。ＭＳＰの活動
で得たものをこれからの自分にきちん
と活かしていきます。

下井 達矢
（大手前大学）

他大学の学生と関わる機会ができ、自
分にとってすごく良い想い出になりま
した。「つながり」を学んで新たな「つな
がり」を得ることができました。社会人
スタッフさんと身近に接することがで
き新鮮でした。活動を通して生まれた
交友関係はこれからも続けていきたい
と思います。

林 みずき
（甲南女子大学）

普段の学生生活では気付かないことに
気付き、考えなかったことを考え、知る機
会がなかったことを知ることができまし
た。また積極的に動くことの大切さを学
びました。参加しなければ関わることの
なかった学生や、社会人の方と出会え学
生生活で最も充実した6ヶ月間でした。
本当に参加してよかったです(*^o^*)

西村 俊彦
（甲南大学）

最終プレゼンまで頑張りましたが、残念
ながら優勝はできませんでした。でも、そ
の結果を踏まえてさらに良いものにし
て、それを実現できるまでやってみたい！
という気持ちが現在あります！この半年
間で考えてきた事を、人に伝えることが
難しい事だと感じたり、いろいろなコト、
モノに興味を持つようになりました。

石黒 常勝
（大手前大学）

みなとまつりやワークショップ、最終プ
レゼンに参加して、半年間充実した時間
を過ごしました！その中には楽しいこと
や辛かったこともありましたが、この半
年間で考え方が変わり、言葉で言わない
と伝わらないという事や、相手としっか
り向き合うという事を学び得たのかと
思います！

廣政 楓
（甲南女子大学）

リーダーの大変さと自分たちの思いど
おりにならない、努力と結果が繋がらな
い辛さを学びました。様々な事を経験
し、今回のプロジェクトでは成功からで
はなく、失敗から学び、成長できたと思
います。大変だったからこそ毎日プロ
ジェクトの事を考えていたので終わった
今、すこし寂しいです。

入江 伽名子
（神戸松蔭女子学院大学）

みなとまつりではお店を一から作り上
げることの難しさ、メンバーとのミー
ティング、本番で得た仲間との絆、これ
らは一生忘れられないものになりまし
た。最終プレゼンでも本番に近づくにつ
れ、チームもまとまり、素晴らしいもの
が出来、とても大きな達成感を得ること
ができました。参加して良かったです！

堤 文乃
（甲南女子大学）

考え抜く力、判断力、伝える力、客観的に
物事を見る力、他人を理解する力、人を
動かす力が前よりもついたと思います。
人間関係について苦労しましたが、チー
ムのみんなそれぞれ違う性格だからこ
そ生まれる力があると心の底から感じ
ました。私はその時感じた感覚と自信を
これからも大切にしていきたいです。

野田 彩加
（神戸親和女子大学）

誰かが率先して動かなければ誰も動か
ない、反対に、誰かが先頭に立てば人は
協力する事を学びました。各々が持って
いる能力をアピールしチームに生かすこ
と、他人の得意分野を見極める力が必要
になってくる事に気づきました。初対面
の人達と一つのものを作り上げるのは
大変でしたが、いい経験になりました。

参加学生
からの声

審査員の
感想

●社会問題に着眼し、学生の非常に身近な難
題を取り上げたことが素晴らしかった！

●流行のウォーキング、ジョギングに着眼して
いる点と交流・神戸の特産物を結び付けてい
る点がよかった。

●現状の就職活動に対する提案は社会的にも
響くテーマである。若者の早期離職などに
真っ向から向き合う勇気が素晴らしい。

●神戸のテーマ「観光」に取りくんだのが良い。
難しい課題に学生の立場から考えたのが素
晴らしい！

観客の
感想

●各大学の方たちがミライへのソウゾウを考え
て、そのプロジェクトにひたむきに実現に向
けて考えていく姿に感動しました。これから
を担う若者たちの想像力に期待しています！

●スライドも含めて構成力がとても上手だった
ことが印象的でした。また、大学生の皆さん
の問題意識がとても新鮮で面白かったです。

●学生目線として通常では考えられない案が
たくさん出ていたと感じました。すべてのプ
レゼンテーションがミライ・ノ・ソウゾウとし
て将来の神戸について取り組んでいると感
じました。

半年間という短い期間ですが、学生達にとっ
てはとても密度の高い時間を過ごせたので
ははないかと思います。その中身は楽しいこ
とばかりではなく、沢山悩み、多くの苦労を
してきたはずです。しかしながら、途中で投
げ出すこともなく最後までやり遂げ、またそ
の過程を一生懸命取り組むことで生まれる
汗や涙は、彼らにとっては貴重な財産とな
り、今後の彼らの成長の一助になったであろ
うと確信しております。

　　NPO法人 ミライノソウゾウPROJECT
事業統括　日下 貴裕 

NPO法人
ミライ・ノ・ソウゾウPROJECT

事業統括 総評

75名の
参加大学 ： 甲南大学 ・ 甲南女子大学 ・ 神戸国際大学 ・ 大手前大学 ・ 神戸女子大学
　　　　　関西学院大学 ・ 追手門学院大学 ・ 神戸親和女子大学 ・ 神戸学院大学
　　　　　武庫川女子大学 ・ 神戸松蔭女子学院大学
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上野 雅暉
（関西学院大学）

とてもしんどかったのですが、その倍以
上に嬉しさや喜びがありました。また、
このプロジェクトのおかげで身長が伸
びました。チームでの作業がいかに難し
いかを知ることができました。また、この
プロジェクトを通して様々な学生たち
や素晴らしい社会人の方々との関わり
を得らえ、とてもよい経験となりました。

小松 麻衣子
（甲南女子大学）

年齢もバラバラな学生たちと１つの目標
を目指し半年間ぶつかりながらも協力
し合ったこの経験は大学生活を送って
いるだけではできなかったことだと思い
ます。貴重な経験になりました。他の人
の思うことにまずは耳を傾け、肯定する
という心からコミュニケーションを取る
大切さを学べました。

清藤 あかね
（神戸女子大学）

辛いときもしんどいときもありましたが、
今はやってよかったと思います！ 楽し
かったです！社会人の人と話したり、議員
や市長に会えたり、価値観の違う同年代
と1つのことを成し遂げたり、大学生生
活を送ってるだけでは経験出来ないこと
ができたのは私にとって貴重な経験でし
た。今回出会えた人に感謝しています！

白井 晴菜
（甲南女子大学）

他大学の人や、社会人の方と交流するこ
とができ充実した時間を過ごしました。
社会人の方にアドバイスを頂く事で今
まで気づくことのなかった視点を知るこ
とができる貴重な経験になりました。自
分の意見を伝える難しさを感じたり、悩
む事もありましたが、積極的に行動する
ことは大切な事だと学びました。

石井 有咲
（甲南女子大学）

人前に出る事が苦手だったので、それを
克服したい！と思い、このプロジェクトに
参加しました。何度もミーティングをす
るうちに自然と自分の意見も言えるよう
になりました。こうなりたいと思ってい
るだけでは絶対に変われなかったと思う
ので、ミーティングや発表する機会を与
えてくださって本当に感謝しています！

内平 千尋
（神戸学院大学）

グループで考え行動する事が自分たち
の思ってた通りにいかず、本当に難し
かったです。多くの事を学び、考える機
会になりました。自分から自分の意見を
言う、周りのことも気遣いながら行動を
起こす、ということが少し身についたの
かなと思います。このプロジェクトに参
加して本当によかったと思っています。

前田 波那
（甲南大学）

つらい事もありましたが、最後までやり
遂げて良かったと胸を張って言うことが
できます。「自分にできること」を精一杯
やるという目標をたて行動した結果、
最終的に悔いのないプレゼンをつくり
上げることが出来ました。ＭＳＰの活動
で得たものをこれからの自分にきちん
と活かしていきます。

下井 達矢
（大手前大学）

他大学の学生と関わる機会ができ、自
分にとってすごく良い想い出になりま
した。「つながり」を学んで新たな「つな
がり」を得ることができました。社会人
スタッフさんと身近に接することがで
き新鮮でした。活動を通して生まれた
交友関係はこれからも続けていきたい
と思います。

林 みずき
（甲南女子大学）

普段の学生生活では気付かないことに
気付き、考えなかったことを考え、知る機
会がなかったことを知ることができまし
た。また積極的に動くことの大切さを学
びました。参加しなければ関わることの
なかった学生や、社会人の方と出会え学
生生活で最も充実した6ヶ月間でした。
本当に参加してよかったです(*^o^*)

西村 俊彦
（甲南大学）

最終プレゼンまで頑張りましたが、残念
ながら優勝はできませんでした。でも、そ
の結果を踏まえてさらに良いものにし
て、それを実現できるまでやってみたい！
という気持ちが現在あります！この半年
間で考えてきた事を、人に伝えることが
難しい事だと感じたり、いろいろなコト、
モノに興味を持つようになりました。

石黒 常勝
（大手前大学）

みなとまつりやワークショップ、最終プ
レゼンに参加して、半年間充実した時間
を過ごしました！その中には楽しいこと
や辛かったこともありましたが、この半
年間で考え方が変わり、言葉で言わない
と伝わらないという事や、相手としっか
り向き合うという事を学び得たのかと
思います！

廣政 楓
（甲南女子大学）

リーダーの大変さと自分たちの思いど
おりにならない、努力と結果が繋がらな
い辛さを学びました。様々な事を経験
し、今回のプロジェクトでは成功からで
はなく、失敗から学び、成長できたと思
います。大変だったからこそ毎日プロ
ジェクトの事を考えていたので終わった
今、すこし寂しいです。

入江 伽名子
（神戸松蔭女子学院大学）

みなとまつりではお店を一から作り上
げることの難しさ、メンバーとのミー
ティング、本番で得た仲間との絆、これ
らは一生忘れられないものになりまし
た。最終プレゼンでも本番に近づくにつ
れ、チームもまとまり、素晴らしいもの
が出来、とても大きな達成感を得ること
ができました。参加して良かったです！

堤 文乃
（甲南女子大学）

考え抜く力、判断力、伝える力、客観的に
物事を見る力、他人を理解する力、人を
動かす力が前よりもついたと思います。
人間関係について苦労しましたが、チー
ムのみんなそれぞれ違う性格だからこ
そ生まれる力があると心の底から感じ
ました。私はその時感じた感覚と自信を
これからも大切にしていきたいです。

野田 彩加
（神戸親和女子大学）

誰かが率先して動かなければ誰も動か
ない、反対に、誰かが先頭に立てば人は
協力する事を学びました。各々が持って
いる能力をアピールしチームに生かすこ
と、他人の得意分野を見極める力が必要
になってくる事に気づきました。初対面
の人達と一つのものを作り上げるのは
大変でしたが、いい経験になりました。

参加学生
からの声

審査員の
感想
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NPO法人 ミライ・ノ・ソウゾウ PROJECT
http://www.mirainosouzou.org 〒658-0022 神戸市東灘区深江南町4-12-20 深江ビル302号

電話 ： 078-453-6580　FAX ： 078-453-6581

ミライ・ノ・ソウゾウPROJECT
平成27年度 事業報告書

平成27年度のテーマ

ミライの“つながり”をソウゾウ!
“つながり”で生み出す新たなデザインを神戸から！

大学生
が

発信!

神戸から日本
そして世界へ

平成28年度  学生 ・ 参加企業様

募集要項

協力企業・団体様募集!

KOBE ミライ・ノ・ソウゾウPROJECT では…

「私たちと一緒に新しい自分を見つけてみよう!!」

座学ではない体験型ワークショップで神戸発クリエイティブシンカーを創造!!
神戸市の街全体がキャンパスになる、学生のためのプロジェクト!!

ワークショップ参加者から、世界に通じる「神戸発クリエイティブ
シンカー」を誕生させることを目指しています。

事業スケジュール（予定）

昨年御協力・御支援いただいた企業・団体様一覧

参加資格

3・４・５月
6月11日㈯

7月17日㈰・18日㈷ ［予定］

8月6日㈯
8月27日㈯
9月24日㈯
10月15日㈯
11月19日㈯

学生募集期間
第1回 ワークショップ開催
第2回 ワークショップ開催
第3回 ワークショップ開催
第4回 ワークショップ開催
第5回 ワークショップ開催
第6回 ワークショップ開催
最終公開事業開催

全てのワークショップに参加可能であること。 年齢18歳～24歳まで（高校生を除く）

学生と一緒に活動または、活動をサポートして頂ける企業や団体様も大募集しております。
学生たちのサポーターとして一緒にワークショップを開催し、ミライの神戸を共に考えてみませんか？

特別協賛

協 賛

協 力

後援

協力大学

神戸市　 Kiss FM KOBE　 （一社）神戸青年会議所

㈱ウィニスト　 肉の入江　 いづよね

㈱池之坊満月城　 ㈱ひまわり　 お酒と料理の心　 ㈱村上工務店　 ㈱iBank
SY HOMESERVICE　 マック㈱　 ㈱シェイズノート　 ダスキンおおや　 ホウオウ行政書士事務所
㈱スタイリッシュエージェンシー　 ㈲北村電気工業　 社会人予備校ワンコイントレーニング
みなとこうべ司法書士事務所　 杉本浩康

神戸女子大学

お問い合わせ ・ お申し込み先


