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30年後の『ミライ神戸』をソウゾウ
　　　　　　　　　　

大学生が
発信！！

平成26年度事業報告書

平成27年度

学生・参加企業様 募集要項

協力企業・団体様募集 !

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。

学生と一緒に活動または、活動をサポートしていただ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、未来の神戸を共に考えてみませんか？

KOBEミライ・ノ・ソウゾウPROJECTでは…

【事業スケジュール（予定）】

【昨年御協力・御後援頂いた企業・団体様一覧】

 ３・４・５月
 ６月
 ７月
 ８月
 ９月
10月
11月

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　
最終公開事業開催　
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特別協賛　

協　　賛　㈱池之坊満月城  　㈲北村電気工業  　㈱田岡興業  　㈱村上工務店
㈱ターザン堂　㈱第一電子　菱三印刷㈱　㈱リプロ　㈱神東社　㈱コネクシオ　姥圭太郎　交友印刷㈱　㈱スタイリッシュエージェンシー 　加藤憲一郎　
㈱ケイジーサウンドプロダクション 　㈱ひまわり　㈲進栄創業製作所　㈱いづよね

後　　援　㈱サンテレビジョン  　㈱ラジオ関西  　Kiss FM KOBE  　（一社）神戸青年会議所
協　　力　㈱ウィニスト  　肉の入江  　㈱神戸洋服  　神戸市

（順不同・敬称略）

「われわれと一緒に新しい自分を見つけてみよう!!」

http://www.mirainosouzou.org
お問い合せ・申し込み先

神戸市の街全体がキャンバスになる、若者のためのプロジェクト!!
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!!

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）参加資格



第２回 ワークショップ（みなとまつりブース運営）

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）
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理事長 福  岩　  忍

日　 時 ： 平成26年6月21日㈯   13:30～17:00

場 　所 ： 三宮センタープラザ西館 ９号室

内 　容 ： プロジェクトのオリエンテーション

趣　 旨 ： 参加学生の初めての顔合わせとプロジェクトの
　　　　   概要を知る。

御挨拶と事業報告

日　 時 ： 平成26年7月20日㈰ ・ 21日（月・祝）    9:00～19:00

場　 所 ： メリケンパーク

内　 容 ： ブース出展によるぼっかけ焼きそば、ウィルキンソンの販売

趣　 旨 ： ブース出展によって、アイスブレークとチームビルディングを行う。
　　　　   

　2014年度も皆様に支えられ、無事に活動を終えることが出来ました。ここに今年度の報告書としてまと

めご報告させていただきます。

　2014年度は『30年後のミライ神戸をソウゾウ』と題し、現代社会・世の中の変革・ニーズなどを踏まえ

ながら、若者たちの意識する未来の神戸を共に考え、活動してまいりました。

　今年度は６月21日に第１回目のワークショップを開催と、例年よりも２カ月早く始動。後援していただ

いております一般社団法人神戸青年会議所様が主催するまつり『Kobe Love Port みなとまつり』に7月20・

21日、学生メンバー・社会人スタッフで飲食ブースの出店をいたしました。そこでは出店設営準備・販売

促進方法・売上管理など参加学生主体で行っていくことで、実社会の流れや動きを楽しみながら学びまし

た。参加学生達は大きな経験と共に、大きな友情をも培ったと思います。

　８月からは、11月に本番を迎える『ソウゾウプレゼンテーション』のためのワークショップを計３回、

開催いたしました。そこではこのプロジェクトでは初めてとなる大学構内でのワークショップ開催を２度

行わせていただき、プロジェクトと大学との連携の大きな第一歩を記すことが出来たと感じております。

これを機に2015年度以降も各大学との連携を強めていき、相互にメリットのある活動を維持・推進してい

くことで、このプロジェクトが地域でオンリーワンの注目を集め、また大きなメリットを参加学生に与え

ることが出来ると確信しております。

　11月22日には最終イベントである、『2014ソウゾウプレゼンテーション』を神戸ファミリアホールにて

開催致しました。テーマである『30年後のミライ神戸をソウゾウ』に基づいて学生達は５チームに分か

れ、【外国人労働者との共生】【ウェディング都市・神戸】【子育て特区・神戸】【つながり・神おに

ごっこ】【30年後の情報・メディア】という５テーマでこの日のために試行錯誤し、作り上げたオリジナ

ルのプレゼンテーションを発表・発信いたしました。各チームとも直前まで寝る間を惜しんで作り上げた

プレゼンテーションで、その完成度の高さに我々スタッフも驚き、感動しました。また学生達の熱意が審

査員の方々にも伝わり、会場全体が一体感で包まれたイベントとなりました。これも審査員としてご協力

していただきました企業の皆様、大学関係者の皆様、そして神戸市行政の皆様のおかげであります。この

場を借りて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

　このプロジェクトでは地域の若者と地域社会とを結ぶことをテーマとし、その過程において若者たちの

自発的な思考・行動を促し、将来への糧となるような活動を理想としています。 

　2015年度も新たなテーマのもと、若者たちと社会との協働を実現し、少しでも若者たちの将来像の具現

化、また地元神戸の活性化に役立てるよう努力してまいります。今後ともご支援賜りますようよろしくお

願いいたします。

2014年度  事業活動リポート

ミーティング

試食会

2 3

神戸から日本そして世界へ

6
21Sat

7
20Sun

7
21Mon

まだ何が始まるのかわからず、

緊張の表情も見られました。

みんなで力を合わせて、

完売させることができました！
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2014年度  事業活動リポート

日　 時 ： 平成26年８月２日㈯   13:3０～17:00

場 　所 ： 一般社団法人中華会館  東亜ホール

講　 師 ： ターザン山下氏（ターザン堂 代表）
　　　　   黒川良彦氏（㈱ラジオ関西  報道制作局  局長）

内 　容 ： 座談会「メディア業界の歴史と未来への展望」

趣 　旨 ： これまでのメディアの役割とこれからのあるべき姿を考える。

最終ソウゾウ・プレゼンテーション（一般公開型）11
22Sat

日　 時 ： 平成26年11月22日㈯  13:30～17:00

場 　所 ： ファミリアホール

日　 時 ： 平成26年9月6日㈯   13:15～17:15

場 　所 ： 甲南女子大学  912教室

講　 師 ： 横山　剛氏（SRCグループ代表）
　　　　   田中　徹也氏

内 　容 ： 講演「30年後の神戸のミライ像」「プレゼンの極意」

趣 　旨 ： 経営者目線から30年後の神戸の姿をソウゾウする。
                     プレゼンテーションの基本を学ぶ。

日　 時 ： 平成26年10月25日㈯   12:15～17:30

場 　所 ： 神戸学院大学ポートアイランドキャンパス
　　　　  Ｃ号館  会議室

講　 師 ： 衣笠　収氏（神戸市みなと総局）

内 　容 ： 神戸の行政から見た神戸   本番を想定した「プレ」プレゼンテーション

趣 　旨 ： 行政の目線で神戸のこれまでを語り、これからのあるべき姿を考える。
                     最終プレゼンテーションを想定した「プレ」プレゼンテーションを行う。

みぞぶちFAMILY
テーマ

「子育て特区・神戸」

未  来  組
テーマ「外国人労働者との共生」

BARLEY
テーマ「つながり・神おにごっこ」

神風安全見守り隊
テーマ「30年後の情報・メディア」

～外国人労働者との共生により神戸を発展させる～ ～人と人とのつながりの醸成を全く違う発想で提案する～ ～30年後の情報伝達を大胆に予測する～

DEEP IMPACT
テーマ

「ウェディング都市・神戸」
～安心して子育てが行えるための施策を提言する～ ～魅力あるウェディングで神戸の街を活性化させる～

優　  勝 いづよね賞

4 5

神戸から日本そして世界へ

第３回 ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORK①）8
2Sat

第４回 ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORK②）9
6Sat

第５回 ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORK③）10
25Sat

第４回 ワークショップ（ソウゾウ・プレゼンテーションWORK②）

プレゼンテーションの基本を学ぶ。

最終プレゼンテーションを想定した「プレ」プレゼンテーションを行う。

それぞれのチームが、

個性的なプレゼンテーションを

披露しました。
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神戸から日本そして世界へ

（甲南大学）

和泉　舞

他大学とつながる機会、チームとして一つ

の目標に必死で取り組むことが今までない

ことだったので新鮮で、ものすごく楽しかっ

たです。みなとまつり、課題のプレゼン

テーションを通して自分の成長やメンバー

の成長に大きくつながり自信にもなりまし

た。これからも交流する機会があったらう

れしく思います。

（関西学院大学）

李　承建

それぞれのメンバーが全員揃わない中で

リーダーを中心に、メンバーの性格などを

把握し上手く活用できたと思うので非常に

良いチームでした。全員が本当によく頑

張ったし、確実に「やり切る力」が付いた

と思うので、もっと自信を持って堂 と々胸を

張ってよいと思いました。

（甲南女子大学）

西岡 永理菜

リーダーとして最初はミーティングの進め

方やチームのまとめ方がわかりませんでし

たが、担当スタッフさんやみんなの支えの

おかげでやり遂げることができました。プ

ロジェクトでは失敗したこともたくさんあり

ましたが、失敗したからこそたくさんの課

題を自分自身に見つけることができまし

た。プロジェクトで学んだことを活かしこ

れからも成長していきたいです。

（甲南女子大学）

小川 実結

価値観・思考・性格の違う人と交流するこ

とに苦手意識がありましたが、チームでミー

ティングを重ねることで自己主張できるよう

になり、コミュニケーション力も上がり、人

見知りをしなくなったと感じています。また

様々な考え方を知ることができ、他者を受

け入れるということも身に付きました。様々

な点で成長できたと感じています。

（神戸親和女子大学）

溝渕 晴香

優勝できると思ってなかったのでとても嬉

しかったです。納得できるプレゼンが出来

て満足でした。

全く面識がない学生たちとチームになり、

企画を提案していくことはとても難しいこ

とでしたが、貴重な経験ができたと思い

ます。

（甲南女子大学）

溝渕 明日香

毎日の積み重ねでムダになることは無いと

気付きました。チームで動くプロジェクト

で、個人の良さを活かすと楽しめます。短

い期間でこれほどの人間関係の広がりを

見せることのできる環境が整っているた

め、これからも長く関わることができそう

です。とても充実した期間でした。

（甲南女子大学）

橋爪 万優

約半年間で多くのことを学ばせて頂きまし

た。仲間と協力し合い、1つのものを作り上

げていくことは想像以上に大変でした。で

も楽しくて、続けてきて本当によかったと

感じています。このスタッフさんとメンバー

に出会えて本当に幸せです。ありがとうご

ざいました。

（神戸女子大学）

高田 陽子

私がこのプロジェクトに参加したのは友達に誘わ
れたこととなんか面白そうという軽い気持ちでした
が、沢山の友と出合い、本当にたくさんのことを 経
験させて頂きました。何かを理由にして出来ないと
思う事も多々ありました。いくら考えても答えがな
くて、悩む時もありました。しかし、最後までやり
とげることができたのも、答えを探す過程が難しい
けれども楽しく、楽しまないと損だ、と思えるよう
になったのも、チームの皆と課題に取り組めたから
だし、何よりこのプロジェクトに参加できたからこそ
だと思います。スタッフさんとの交流も毎回元気も
らっていました。本当にありがとうございました!!

（追手門学院大学）

鳥飼　葵

考えても、考えても納得できず、度重なる

ミーティング。最初はしんどかったけど、

魅力的な仲間のおかげでいつしかみんな

に会うことが楽しみになっていました。社

会人、学生のみなさんにはたくさん影響を

受け、自分を見つめ直すいい機会になり

ました。

（神戸国際大学）

高橋　賢

参加した学生や社会人スタッフとの交流を

することで、各人の考え方、価値観といった

ものがバラバラであることを知り、プロジェ

クトを進めて行く上で時には意見が合わな

かったり、考え方がズレていたりと様々な壁

がありました。その点について、どのようにし

て相手の立場に立って理解したらいいのか

を凄く考えさせられ、とても良い経験を積む

ことができました。半年間でしたが、自分に

とっては大きな、大きな財産となりました。

（神戸女子大学）

児嶋　慧

他大学の学生や社会人といった様々な人

達とテーマを考え、情報を共有して自身の

意見を述べることによって視野が更に広が

りました。はじめてこういう取り組みに携

わって何もかもが良い刺激になりました。

自ら考え実行することを学び、その上で

様々な経験ができてプロジェクトに参加し

てよかったです。

（甲南大学）

福本 祐基

「大学時代に自分が成長できたきっかけ

は？」と聞かれたら僕はミライ・ノ・ソウゾウ

ＰＲＯＪＥＣＴと答えます。理由は大学生活

の中で２日連続徹夜をしたり、６ヶ月間とい

う長い期間でチームメイトと苦楽を共にした

りするような負荷が僕にかかったからです。

自分の成長は負荷をかければかけるほど、そ

の分成長できるものと思っています。だから

大学生という短い期間の中で、自分の成長に

貪欲になれる学生にこのプロジェクトに参加

してほしいと思っています。

（武庫川女子大学）

赤穂 奈津美

私はミライ・ノ・ソウゾウＰＲＯＪＥＣＴで「一生

モノの体験」をさせてもらいました。自信、仲

間、勇気…ここでは求めれば必ず手に入ります。

私が求めたものは「確かな自信」です。半年間

で、屋台出店や最終プレゼンテーションを仲間

と共にやり抜いていくことで「確かな自信」を掴

んできました。１人じゃできないことを、ここで初

めて出会った仲間と泣いたり笑ったりしながら達

成してきました。このプロジェクトでの時間は、

本当にキラキラしていました！私にとって「一生モ

ノの体験」です。次はあなたの番です！！

参加した
学生の声

審査員の
感想

観客の
感想

●第2位だった(米一俵をもらっていた)グループに「おめでとう」と声を
かけたら、優勝できなかった悔しさで涙を流していたことに少々驚き
ました。貴PROJECTでは、学生を本気にさせる仕組みを提供されて
いるように感じました。

●プレゼンテーション前の緊張感と終わった後の彼女たちの感動が私
たちにまで伝わり興奮してしまいました。また、あの会場で学生と私
たちの距離も狭まったと感じました。

●どのプレゼンテーションも時間をかけてよく考えて練習されたのだろ
うと思うと胸が熱くなりました。話し方、声のとおり方、滑舌などが
しっかりしている学生さんがたくさんいらっしゃいました。声って大事
だなと思いました。思いを伝える力の凄さに驚きました。

●現実的な提案内容から想像も出来ないような突拍子もない提案も
あり、若者らしい豊かなプレゼンテーションでした。

●全体的にプレゼンテーション能力、内容も素晴らしかったと思いま
す。我々責任世代も、もっとしっかりしないといけないなと引き締ま
る思いになりました。
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30年後の『ミライ神戸』をソウゾウ
　　　　　　　　　　

大学生が
発信！！

平成26年度事業報告書

平成27年度

学生・参加企業様 募集要項

協力企業・団体様募集 !

募集要項

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。

学生と一緒に活動または、活動をサポートしていただ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、未来の神戸を共に考えてみませんか？

KOBEミライ・ノ・ソウゾウPROJECTでは…

【事業スケジュール（予定）】

【昨年御協力・御後援頂いた企業・団体様一覧】

 ３・４・５月
 ６月
 ７月
 ８月
 ９月
10月
11月

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　
最終公開事業開催　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特別協賛　

協　　賛　㈱池之坊満月城  　㈲北村電気工業  　㈱田岡興業  　㈱村上工務店
㈱ターザン堂　㈱第一電子　菱三印刷㈱　㈱リプロ　㈱神東社　㈱コネクシオ　姥圭太郎　交友印刷㈱　㈱スタイリッシュエージェンシー 　加藤憲一郎　
㈱ケイジーサウンドプロダクション 　㈱ひまわり　㈲進栄創業製作所　㈱いづよね

後　　援　㈱サンテレビジョン  　㈱ラジオ関西  　Kiss FM KOBE  　（一社）神戸青年会議所
協　　力　㈱ウィニスト  　肉の入江  　㈱神戸洋服  　神戸市

（順不同・敬称略）

「われわれと一緒に新しい自分を見つけてみよう!!」

http://www.mirainosouzou.org
お問い合せ・申し込み先

神戸市の街全体がキャンバスになる、若者のためのプロジェクト!!
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!!

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）参加資格


