
NIIGATAマイプロ事務局
（NPO法⼈みらいずworks内）

NIIGATAの未来を創るムーブメント！
中学⽣・⾼校⽣・⼤学⽣のマイプロ

実社会での挑戦と学びを⽀えるコミュニティ
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NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
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全国⾼校⽣マイプロジェクトアワード全国Summit
代表6PJのうち2PJが新潟県から選出される快挙︕︕

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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全国⾼校⽣マイプロジェクトアワード全国Summit
代表6PJのうち2PJが新潟県から選出される快挙︕︕



NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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＜2021年度報告書＞

① 私たちのマイプロへの想い
② マイプロを⽣み出す1年間のプロセス
③ NIIGATAマイプロ事例紹介
④ 成果と課題・リフレクション
⑤ NIIGATAマイプロからのメッセージ



NIIGATAマイプロが⽬指すもの
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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私たちは地域との関わりの中で「社会で必要とされる⼒」を育成する
キャリア教育の可能性を信じて、10年にわたる挑戦をしてきました。

そして、マイプロこそが究極のキャリア教育になると確信し、新たな挑戦を始めています。

地域社会と関わるマイプロのアクション（実践）＆リフレクション（内省）を通じて、
1⼈1⼈の主体性・協働性・探究性を引き出しながら、

新たな価値を⽣み出すアントレプレナーシップを育成し、
キャリア教育・探究学習の質向上による新潟県の地域活性化を実現する。

今、私たちが⽬指しているビジョンです。
そこに必要なのは、学校内にとどまらない社会に開かれた学びです。

「地域がマイプロへの挑戦と学びを⽀える仕組みをつくる」
中学・⾼校・⼤学と最⼤10年間にわたって、創造的なマイプロの実践に挑戦できる

NIIGATAの学⽣と⼤⼈の学びのコミュニティ。
この構造をつくりうるNIIGATAマイプロジェクト☆LABOは、

「やりたいことにNIIGATAで挑戦できる挑戦体験・成⻑体験の場」
として、これまでにないマインドとスキルを持った⼈材の「還流」をつくります。



NIIGATAマイプロが⽬指すもの
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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＜究極のキャリア教育「マイプロ」＞

① 社会で求められる⼒とそのための学び
↓

アントレプレナーシップ
⾃分と社会の未来を⾃分⾃⾝で創る⼒

② 地域・社会との関わり・当事者意識
↓

地域活性化 ・ 地域⼈材育成



マイプロジェクトのプロセス

アクション
振り返り

（アワード）

マイ感
WHY

主体的になれるテーマ、課題を
発見することによって、
能動的に学ぶことができる。

実際にやってみることで
異質な他者と出会い、

予想外や困難の克服を試みる
ことができる。

やってみたことでわかったことを
言語化し、次のマイ感やアクションに
つながるヒントを見つける。

「アクション」での学びを支えるのは「マイ感」と「振り返り」。

マイプロの三要素



マイプロが⽬指しているもの【評価基準】

オーナーシップ（主体性）
・誰かにやらされるのではなく、⾃ら意志を持って挑戦してきたか
・考えたり調べたりするだけにとどまらず、試⾏錯誤を繰り返してきたか

ラーニング （探究性）
・実現したい未来に向け、問いや仮説を深め続ける姿勢があったか
・結果的に、⽬指す未来や本質に迫る問いや仮説に近づけているか
・プロジェクトを通じて、学びを次へ活かそうとしているか

コ・クリエーション（協働性）
・多様な⼈たちと対話し、協⼒しながら取り組んできたか
・独りよがりでなく周囲に好影響を与え、価値を創りだしてきたか

1

2

3

アクション（活動実践）
成功・失敗にかかわらず、仮説検証を⾏ってきたか

前提



発表・対話で意識してもらっていること

〇アクションのための学び＆出会い キーパートナー探し
〇調査アクション・対話アクション
〇実践アクション ⼩→中→⼤ アクションを通じた検証
〇今後のアクションプラン NEXTアクション

REFLECTION
探究性

振り返り・学び

〇活動を通じた得た学び＆気付き
〇活動前後の変化・成⻑・進化
〇活動の意味付け・価値付け・可能性
〇「問い」・「仮説」の考察・検証・更新
〇課題の深掘り →根本的・本質的な課題は何

ACTION
主体性・協働性
⾏動⼒・影響⼒

〇ポイントの強調︓表情、声の⼤きさ・⾼さ、声の抑揚・強弱・間
〇スライド︓⾒やすさ・わかりやすさ・インパクト・⾊、写真・図・絵
※動画もOK

その他
発表の仕⽅

〇きっかけとなる原体験＆PROJECTを始めた理由
〇⾃分の想い WILL＆PAIN・⾃分を突き動かす北極星
〇ビジョン＆ミッション
創りたい未来 ⾃分の使命感 ⾃分の課題意識・⽬的意識

WHY
主体性



発表・対話で意識してもらっていること

〇 圧倒的な⾏動⼒︕パートナー・ターゲットの
⼼を動かし、共創して影響を与えている。

△ 誰にも関わらない机上の空論探究

REFLECTION
探究性

振り返り・学び

〇 振り返り・検証を通じて、PJがどんどん前へ︕伸化
内省による⽣き⽅あり⽅の⾃⼰変容 進化
ビジョン・問いが本質に辿り着いている 深化
実践した⼈にしか語れない社会へのメッセージ

△ アクションあって学びなし

ACTION
主体性・協働性
⾏動⼒・影響⼒

〇 オーディエンスの⼼が動く 共感・感動・価値あるメッセージ
△ 内容がわかりやすく伝わる
× 棒読み

その他
発表の仕⽅

〇 誰にも⽌められない︕⾃分の⼼に⽕がついている
全ての失敗・困難を乗り越え、前へ進み続ける︕

△ ヤラサレ探究 ヒトゴト探究 ⼝だけ探究

WHY
主体性



アントレプレナーシップとの関連性
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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【セルフプロデュース・セルフマネジメント・セルフモニタリング】

① 主体性「オーナーシップ」
“内発的動機付け” “⼈⽣の舵を取れ︕”

② 協働性「コ・クリエーション」“共創”
③ 探究性「ラーニング」 ← 仮説検証

気付き・発⾒ ⇒ “創造・創発” へ
メタ認知・内省 ⇒ “⾃⼰変容”

④ レジリエンス & コンフリクト
（逆境⼒） （葛藤）

C



アントレプレナーシップとの関連性
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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【セルフプロデュース・セルフマネジメント・セルフモニタリング】

⑤ 「イノベーションのDNA」より（下図）
イノベーションのDNA 破壊的イノベータの5つのスキル (Harvard Business School Press) 2012.1
クレイトン・クリステンセン (著), ジェフリー・ダイアー (著), ハル・グレガーセン (著), 櫻井 祐⼦ (翻訳)

⑤ 「イノベーションのDNA」より

⑥ システム思考（ループ図・氷⼭モデル）
⑦ デザイン思考
⑧ ビジネスモデルキャンバス

C



NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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＜2021年度報告書＞

① 私たちのマイプロへの想い
② マイプロを⽣み出す1年間のプロセス
③ NIIGATAマイプロ事例紹介
④ 成果と課題・リフレクション
⑤ NIIGATAマイプロからのメッセージ



希望者へのカリキュラム
（課外活動）＝NIIIGATAマイプロ

主体性を発揮して
どこまでも⾃⾛できる︕

全体へのカリキュラム
（授業内）＝総合探究

14

資質・能⼒のベース

⼼の⽕おこし

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。



NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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＜NIIGATAマイプロ 1年間の流れ＞

STARTUP CAMP春【3/6〜7】
STARTUP CAMP夏【7/22・8/5・8/10】

↓ コミュニティイベントの企画・運営

新潟県Summit 【12/19】

伴⾛者フォーラム 【11/21・2/23】
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NIIGATAマイプロ対話部（⼤学⽣PJ）
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NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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＜みやトーーク＞参加者とのフリートーク
3⽉13⽇＆14⽇
〜NIIGATAマイプロを振り返って、ワイワイしながら、
ワクワクする次のたくらみを語ろう〜

3⽉16⽇ 〜⾼校⽣企画︕⾼校⽣の部屋
3⽉28⽇ 〜アクション相談会〜
5⽉30⽇ 〜就職活動×マイプロ〜
8⽉7⽇ 〜NIIGATAマイプロ コミュニティ交流会〜
9⽉4⽇＆10⽇
〜部活休⽌になってしまったが、こんなときにでも、
こんなときにこそマイプロを前に進めようスペシャル〜

10⽉23⽇ 〜⾷トーーク〜（参加者企画）
11⽉13⽇＆14⽇
〜マイプロ発表のポイント「振り返り」って、どうやるの︖〜

12⽉26⽇ 〜県Summit後夜祭〜
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新潟県Summit【12/19】

22



OPENING︕全体進⾏・アイスブレイクはNIIGATAマイプロOG＆⾼校⽣ファシリテーター



グループ発表 リアル会場グループ・オンライングループに分かれてハイブリッド開催︕



「対話チーム」「Donʼt Stop Music!」「雪輪〜着物で紡ぐ地域の輪〜」
「【検証】学校の性差別の実態を調べてみた」などの8PJがグループ代表に︕

そのうち2PJ＋⼤学⽣が全体へ代表発表︕



表彰式︕充実した表情は学び多き証。この場での出会いと学びが次へのステップとなる。

ベストマイプロ賞 「New Normal PJ〜不登校のミカタ〜」
ベストアントレプレナーシップ賞 「未来の雪まつり、未来の南⿂沼
ベストラーニング賞 「⼤切な⼈を守りたい」「フードロスの解決」

うか？



新潟県Summit2021

津南中等教育学校

国際情報⾼校

新潟南⾼校
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代表発表PJ

雪輪〜きもので紡ぐ地域の輪〜
⼤切な⼈を守りたい

未来の雪まつり、未来の南⿂沼

フードロスの解決
New Normal PJ 〜不登校のミカタ〜
Donʼt Stop Music!
【検証】学校の性差別の実態を調べてみた。「先⽣、悩んでます！」

#学校 #性差別 #南⾼⽣が調べてみた

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

⼤東⽂化⼤学・筑波⼤学
対話チーム



http://niigata-mypro-labo.com/event/812/



NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

29

＜NIIGATAマイプロの3年間＞
【2019】発表会（リフレクションプログラム）

7PJ 約30名
【2020】発表会（リフレクションプログラム）

22PJ 約40名
【2021】新潟県Summit

43PJ 約100名



NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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＜NIIGATAマイプロ 過去参加校＞

佐渡中等、佐渡総合⾼校、佐渡⾼校、⽻茂⾼校、
新潟南⾼校、新津⾼校、⽇本⽂理⾼校、新潟第⼀⾼校、
阿賀黎明⾼校、燕中等、分⽔⾼校、新発⽥⾼校、
津南中等、国際情報⾼校、六⽇町⾼校、⼋海⾼校、

N⾼校、S⾼校、阿賀津川中、
新潟⼤学、新潟⻘陵⼤学、筑波⼤学、⼤東⽂化⼤学、

千葉商科⼤学、東海⼤学



伴⾛者フォーラム
伴⾛者たちも共に学び合うコミュニティ︕

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。



みらいずworksと学びの連携
【探究学習ラーニングコミュニティ】

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。



NIIGATAマイプロジェクト☆LABO 体制図
NIIIGATAマイプロ実⾏委員会

7⽉ STARTUP CAMP
12⽉ 新潟県Summit
※3⽉ STARTUPイベント（仮）

事務局：みらいずworks

▶会計
▶ファンドレイズ
▶広報
▶コミュニティマネジメント・運営

シンクタンク的役割

▶⽣徒募集
▶ファシリ･アドバイザーへの依頼
▶イベント企画・運営

メンバー
-実⾏委員⻑ 宮崎芳史
（⾼校教員・みらいずworksプロボノスタッフ）
-及川真央
（黎明学舎・みらいずworksプロボノスタッフ）
-⾓野仁美
（みらいずworks）
-有志⾼校教員・コーディネーター
（新津・佐渡・佐渡総合・阿賀黎明など）

-事務局⻑ ⾓野仁美
-事務局： 瀬倉隆博 ⽊村有希 中村華⼦
-コミュマネ担当 ：及川真央・⾚塚琳

＜外部メンバー＞
-ファンドレイズアドバイザー：⼭本⼀輝さん
-広報アンバサダー：
⼭本⼀輝さん、⼩林絋⼤さん、⾼橋智計さん社会への価値発信

▶伴⾛・フォローなど

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

メンバー



NIIGATAマイプロジェクト☆LABO コミュニティ

参加者⽤LINEオープンチャット …個⼈でやりとりできない仕組み

伴⾛者⽤メッセンジャーグループ＆LINEオープンチャット
▶社会⼈アドバイザー20名

起業家・フリーランス・公務員・
新潟に関わる全国マイプロ関係者 など

▶ファシリテーター（⾼校⽣・⼤学⽣・社会⼈30名）

▶参加校伴⾛者（教員・コーディネーター）11校13名

▶事務局メンバー

▶参加者＆伴⾛者全体オープンチャット110名＆114名
▶STARTUP CAMPグループ別オープンチャット

▶学校別オープンチャット
新潟南・新潟第⼀・新津・燕中等・分⽔・
⽻茂・佐渡・国際情報・⼋海・津南中等・⼤学⽣

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

【POINT】
PJ毎の相談・質問や
事務局からの提案が

学校別オープンチャット
で直接やりとりできた！

【POINT①】
NIIGATAが誇る最⾼の

アドバイザー＆ファシリ
【POINT②】

⽣徒からの相談依頼は
事務局経由or直接



オフィシャルパートナー
協賛・協⼒企業＆団体の皆様

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。



NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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＜2021年度報告書＞

① 私たちのマイプロへの想い
② マイプロを⽣み出す1年間のプロセス
③ NIIGATAマイプロ事例紹介
④ 成果と課題・リフレクション
⑤ NIIGATAマイプロからのメッセージ



⾃校・他校の⾼校⽣を集めて
New Normalを考える対話イベント実践！

フリースクール、教育・発達の専⾨家、通信制⾼校

の先⽣・⽣徒、マイプロを経験した⼤学⽣、校内の

教員志望者、他校の⾼校⽣など、20回以上の対話の

場を重ねてきた。対話の中で、⽇本の「学校が絶

対」という価値観が変われば、不登校という概念⾃

体がなくなるのではないかと気付いた。また、不登

校になった友⼈との関わりを部活動の仲間と話し合

うなど、学びを活かす活動も続けている。

全国Summit2021出場PJ【新潟県】
①New Normal Project 〜不登校のミカタ〜【新潟南⾼校】

C

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

このプロジェクトのきっかけは、私の後輩の不登校です。その時、私は何もすることができず⼼残り
がありました。「不登校の味⽅になる」・「不登校の⾒⽅を変える」ことを⽬指して活動してきまし
た。最初は不登校の⽣徒が学校に戻るためにどうしたらよいかを考えていましたが、今は「学校が絶
対」という固定観念を取り除くことが必要と考えています。プロジェクトを進める中で、⽬指す未来
は私が⽰すよりも学⽣たちとの対話によって⾃然と⽣まれてくるほうが良いと感じるようになりまし
た。今後もこれからの教育について対話を重ねて、新しい教育のあたりまえを描いていきます。



いわむロックFESTIVALのオーディションに
合格し、初めてステージで⾳楽を届ける！

シンガーソングライターとして活動するようになった想
い・きっかけ・変化をマイプロの学びとして語る発表から
は、⾳楽への愛と「⾳楽を通じて、誰かを幸せにしたい」
という想いの強さが伝わってくる。
【いわむロックFESTIVALのＨＰ掲載の紹介⽂】
新潟市の⽥園のど真ん中で⽣まれ育った現役⾼校⽣⾳楽
家。2005年⽣まれ。11歳で作曲を始める。弾き語りだけ
でなく、EDMや弦楽などを⼤胆に融合させた新世代⾳楽
が特徴。⾼校⽣ならではの歌詞や世界観、エンターテイン
メントと芸術を昇華させたキャッチーな⾳楽から⽬を離す
な。

全国Summit2021出場PJ【新潟県】
②Donʼt Stop Music！【新潟南⾼校】

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

私は⾳楽をしています。創り、歌い、弾きます。中学⽣の時は完全に⾃⼰満⾜のためにしていました。
しかし、⾼校⽣になって、歌を聴いた友⼈からもっと⾳楽を届けてほしいと⾔ってもらったことを
きっかけに、⼈にも届けてみたいと思うようになりました。⾳楽を届ける活動を通じて、⾳楽の美し
さを追い求めることは前提に、「誰かの幸せになれるような⾳楽」を考え、そして届けることに意味
があると考えるようになりました。新型コロナウイルスの流⾏で以前よりも肌で感じる⾳楽体験が少
なくなりました。肌で感じる新しい⾳楽体験をもっと追いたい、そんな思いもあり、「1⼈でも多く
の⼈が幸せになれる世界」に向けて、⾃分の武器である⾳楽を振りかざし、必ず、1⼈でも多くの⼈
に⾃分の⾳楽を届けます。美しさを届け続けます。そんな想いでやってきたプロジェクトです。



新潟県Summit 地域特別賞

津南中等教育学校

国際情報⾼校

新潟南⾼校
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惜しくも全国Summitに選出されなかった評価の⾼いPJ

B/C

雪輪〜きもので紡ぐ地域の輪〜
⼤切な⼈を守りたい
縁の下の雪下にんじん

未来の雪まつり、未来の南⿂沼
命のアサガオプロジェクト

フードロスを解決したい

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。



着物・浴⾐を着る⾼校⽣たちの姿は
地元に “映える”・“楽しい” 空間を創出

多くの若者が着物を⾝近に感じなくなっているにも関わら
ず、⼩さいときから着物に親しんできた経験と着物産業に
関わってきた家族への想いが⼗⽇町の着物を“ジブンゴト
化”していく原体験となった。着物に親しむ第⼀歩として、
着付けを体験する・浴⾐から始めてみるなど、⾼校⽣たち
に着物を⾝近に感じさせる⼯夫をしていった。チームの仲
間や周りの⾼校⽣たちをどんどん感化していった姿が印象
的だ。実際に着てみると、楽しく・写真映えする笑顔あふ
れる時間となり、⾼校⽣にも着物を好きになってもらえる
という実感を強めていった。さらに、⼗⽇町の着物をつ
くっている会社への取材も⾏い、地元でつくられている着
物の価値を伝える⾔葉に深みが増していった。

新潟県Summit 地域特別賞
①雪輪〜きもので紡ぐ地域の輪〜【津南中等】

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

私たちの住む⼗⽇町市は「きものの街、とおかまち」と⾔われる、着物の⼀⼤産業地域です。しかし、
全国的な着物需要の減少に伴い、特に若者の着物への興味・関⼼が薄れています。⼗⽇町市でも着物
に親しむ機会は多くなく、⼗⽇町市が着物の産業地域だということを知らない⼈もいます。そんなの
はもったいない︕︕せっかく⽇本が世界に誇る伝統⽂化が地元にあるのに、地元の私たちが楽しまな
いでどうする︕︕と思い、プロジェクトを⽴ち上げました。私たちのプロジェクトを通して、⼀⼈
でも多くの⼈が着物に親しみ、着物⽂化、そして⽇本の⽂化を楽しんでもらえるような未来をつくり、
「きものの街、『私たちの』とおかまち」として盛り上げていきたいです。



⼩学⽣への防災授業
「あなたの⼤切な⼈は誰ですか？」

東⽇本⼤震災の被災された⽅へのインタビューや⼩学
⽣を対象に４回『防災出前授業』を実施するなど、ア
クションをどんどん進めていく⾏動⼒が印象的でし
た。出前授業は新潟地⽅気象台の⽅や津南町役場の⽅
と何度も会議を重ねながら、⼩学⽣が楽しく学べて飽
きないような⼯夫とより伝わりやすくする⼯夫を考え
た。授業を通じて、⾃分の命は⾃分で守る主体性を⾝
に付けようというメッセージを伝えられた。何よりも
⼤切な⼈の命を守るためのきっかけをつくることがで
きたPJであった。豪雪地帯ならではの冬の避難訓練な
ど、地域に合わせた避難訓練のありかたも考えた。

新潟県Summit 地域特別賞＆ベストラーニング賞
②⼤切な⼈を守りたい【津南中等】

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

私たちが⽣後間もないころに経験した中越地震がこのPJの原体験です。当時、両親は家族の⼤切さを
強く感じたそうです。私たちは、周りの⽅々に⽀えられ、助けられ、今を⽣きています。⽣きている
ことは当たり前じゃない。私たちは「⼤切な⼈を守りたい」という思いでプロジェクトを⾏ってきま
した。“地震による被害の恐ろしさを伝えること”、“地震に対する意識を⾼めて⾃分の命は⾃分で守
る主体性を⾝に付けること”、“命の⼤切さを伝えること”の３つを⽬的として、多くの⼈が⼤切な⼈
を守ることができる未来を⽬指します。あの⽇の恐怖や悲しみを繰り返さないために。



実験を通じて仮説検証
論理的・実験的思考×うまみを引き出す感性

⼈参が雪の下に埋まる期間が⻑くなるほどアミノ酸が増え
ることと、ほのかな旨味成分と砂糖の⽢味度80%をもつグ
リシンというアミノ酸の値が⾼いことに注⽬。⼈参を酢に
するとどのような変化を及ぼしアミノ酸にどのような影響
を与えるのか調べるために⼈参と氷砂糖と穀物酢を合わせ
た簡易的な⼈参酢を3ヶ⽉間かけてつくった。さらに、新
潟県農業総合研究所⾷品センターから酸発酵の⽅法と使う
材料のアドバイスをもらい、試⾏錯誤を重ねて、酢への挑
戦と⼯夫を続けている。強い探究⼼と、仮説検証しながら
⼯夫を重ねて実験を続けていく姿が印象に残った。理系マ
イプロのモデルと⾔える発表だった。

新潟県Summit 地域特別賞
③縁の下の雪下にんじん【津南中等】

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

私たちの地元津南町は全国的にも有名な豪雪地帯であり豊かな⾃然を持っていることが魅⼒です。その
⼀例として冬季中に作る雪下⼈参というものがあります。 雪下⼈参は畑に⼈参を植えたまま雪の下で寝
かせることで、⽢く、臭みがなくなるのが特徴で、津南町を代表する特産品であると思いました。しか
し、雪下ニンジンは加⼯品としては⼈参ジュースしか販売されていないことがわかり私たちはこの雪下
⼈参を使った新しい⾷品を作り、その⾷品を通して津南町を伝えたいと考えました。 ヒントにしたのは
町のスーパーで売られていた美酢という果実酢で飲み物と割って飲むことのできる飲料酢です。果物の
ように⽢い雪下⼈参ならおいしい美酢のような果実酢をつくれるのではないかと私たちは考えました。



前年度は⾼校⽣⽬線で企画を経験した南⿂沼雪まつりだ
が、今年度は⼩学⽣へアプローチして、雪まつりのプレゼ
ンをした上で⼀緒にアイデアを出し合った。「⼩学⽣に雪
まつりの運営側として参加してもらい、雪まつりの魅⼒を
知ってもらうことで“将来の雪まつりの担い⼿を育成す
る”。そして“雪まつりを持続的で地域に根ざしたイベント
にする”。また、“若者が地域の魅⼒に気づき、将来地域に
戻りたいと思うきっかけとなることで、地域の課題である
若者の地⽅流出を防ぐことに繋がる”」と⻑期的な視点で
PJの可能性を語る⾔葉からは、その場限りでPJを終わりに
せず、課題の本質に迫り、それを解決する仕掛けを考えよ
うとしてきたプロセスを伺うことができます。

新潟県Summit 地域特別賞＆アントレプレナーシップ賞
④未来の雪まつり、未来の南⿂沼【国際情報⾼校】

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

雪まつりの企画・運営経験があるからこそ
できる次世代の担い⼿育成へのアプローチ

かつては私たちの地域のシンボルだった南⿂沼雪まつりが、現在は衰退してきています。その背景
には、⾦銭的な問題だけでなく、若者の流出に伴う運営側の⾼齢化といった問題があるということ
を知りました。そこで雪まつりを発展させるためには、将来、地域の担い⼿となる若者が必要だと
考え、そのターゲットを⼩学⽣に絞りました。そして、雪まつりを通して彼らの地域愛を醸成し、
「南⿂沼ってこんなにいい所だったんだ︕」と思ってもらえれば、地域に関わる若者が増えるので
はないかと考えました。そしてそれは同時に地域の課題である若者の流出を⾷い⽌めることに繋が
ります。もし、これらのことが達成できれば、雪まつりが持続性のあるイベントになり、さらに活
性化させることが出来ると考えました。



強い使命感と⾏動⼒が伝わってきて、⼼が動かされる発表
だった。ドナー登録者は意外にも多いものの、適合率が低
く、まだまだ移植の実施数は少ないのだという。ドナー登
録は18歳未満には出来ないため、⾻髄バンクの情報を広め
たいと考え、「⾻髄バンク命のアサガオにいがたの会」の
⽅々と連絡を取り合った。ドナー登録がまだできない⾃分
でも、思いを受け継ぎ、発信をすることはできると知り、
使命感と嬉しさを感じてこのPJが動き出した。その後、全
校⽣徒に活動を説明し、アサガオを育てた。5⽉に種をま
き、夏休みも毎⽇分担して世話をし、10⽉に種を収穫した。
彼⼥の蒔いた想いの種は、25⼈を越える⽣徒を動かし、ボ
ランティアの協⼒でアサガオが育ち、想いの花を咲かせた。

新潟県Summit 地域特別賞
⑤命のアサガオプロジェクト【国際情報⾼校】

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

命のアサガオを通じて⾻盤バンクに興味を！
想い・使命感が多くの仲間を巻き込んでいく

私は、命のアサガオを広める活動を通して、⾻髄バンクに興味を持ってくれる⼈や、ドナー登録者
が増えることを⽬標としています。命のアサガオは、⽩⾎病のため7歳で亡くなった少年が育ててい
たアサガオの種を、少年の⺟が配布し、さまざまな⼈たちにずっと受け継がれてきている花です。
私は、⼩学⽣のときに育てたこのアサガオを思い出し、誰かを笑顔にしたいと思い、この活動を始
めました。アサガオを⾒た⼈が笑顔になり、⾻髄バンクについて知り、登録してくれることを願っ
ています。しかし、⾻髄提供と聞くと、「⾃分には関係ない」「難しそう」と感じる⼈が多いのが
現状です。最終的には⾻髄提供が特別ではない社会となることを⽬指しています。



弟の⾷べ残しが気になり、世界ではどのくらいフードロスが
あるのか調べたことからスタートしたPJ。⾝近な出来事をこ
こまで掘り下げることができる探究⼼は驚くばかりだ。⾃分
⾃⾝が出会いと対話を通じて、変容していった経験から、対
話の可能性に気付いていった。⾷に関わる多くの⼤⼈と話す
ことで社会の複雑さや⽣産者のリアルな考え⽅を知り、
「フードロスをなくしたい」から現実的には必要なロスもあ
ることに気付き、「フードロスはなくならない」・「本当に
無駄なものをなくすことが⼤事」と考えを変化させることが
できた。当たり前すぎてないがしろにしがちな⾷について、
消費者として考える機会や⾷育の機会を増やすことで、消費
の仕⽅が変わり、社会が変わる。そんな⾵に感じさせてくれ
る発表であった。

新潟県Summit 地域特別賞
⑥フードロスの解決【新潟南⾼校】

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

⾝近な疑問・違和感から問いを⽴て、
出会いと対話を通じて仮説を更新し続けていく

フードロスか少なくなる社会、社会全体が⾷について興味を持つようになって⾷の⼤切さがわかる・
語り合える社会を⽬指しています。今は⾷に関わっている⼈に実際に会うことで、さらに⾷に対する
意識を⾼める⽅法を探せないか考えています。⾃分が⼈に会ったときになにを感じていたのかをまと
め、それを⼿がかりにしながら、⾃分と同じように⼈に変化を与えられるイベントを開きたいと思っ
ています。意識に関する活動は成果を計ることが難しいですが、まずは⾃分が変わったと実感できる
ように、⽇々の⽣活と⾃分の思考を振り返りながら、その実感を広げることを⽬指していきたいです。



LOVE OUR TOWN 〜地域とつくる唯⼀無⼆の地元〜【津南中等】
このプロジェクトの⽬的は「誇れる地元にする」です。私たちの地元である新潟県津南町の特徴は、
社会の教科書に載るほどの⽇本有数の豪雪地帯であることや、森林などの雄⼤な⾃然があげられま
す。
しかし、この町に住む若者は地元に魅⼒を感じていません。そのため、進学後は地元に戻らず、⼈⼝
減少が問題になっています。地元の⽅に津南町の魅⼒について尋ねたところ「地域の密な⼈間関係」
という声があがりました。都⼼部では近隣住⺠との⼈間関係などが問題となっており、本来の⼈と⼈
の暮らしは密な関係であるべきだと気付かされました。そこで、地元の⽼若男⼥はもとより、より
多くの⽅に津南の魅⼒を知ってもらおうと思い、このプロジェクトを⽴ち上げました。

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

森の三⽅よし【津南中等】
私たちの住む津南町は、四季の移ろいが魅⼒的な雪国であり、特に秋の紅葉はえもいわれぬ美しさで
ある。この美しい⾃然に囲まれた津南の良さを多くの⼈たちに知ってほしい、町を愛する地元住⺠が
増え、地元への愛が⻑く続くことが私たちのプロジェクトの⽬指す未来だ。特に、地元の森林資源を
有効活⽤し、知名度を上げ、森・地域・私たちの「三⽅よし」となるようにしていきたいと考える。
このプロジェクトは令和2年度に⼀学年上の先輩たちが⽴ち上げたものを継承した。私たちはさらに、
「⽊育」を通してこの森林資源を守り、未来へと繋げていく⼈材を育てたいと考えている。そして、
全国や海外に、⾃分の住む地域を愛し、そこにある資源を⼤切にしていく気持ちを広めていきたい。

エントリーＰＪ【津南中等・国際情報】



⾷と睡眠の関係【国際情報⾼校】
"なぜだかわからないけど、⾷後の授業は眠い。先⽣の話を聞きたいのに、頭がぼんやりして先⽣の話
を聞けない。そう思う⾼校⽣は多いでしょう。この探究の⽬的は⾷後に眠くならずに、授業を受ける
ことです。⾷後の授業時間である4時間⽬。他の授業時間よりも多くの⼈が眠気と闘っています。私
⾃⾝、4時間⽬の授業で眠くなることが多く、どうすれば眠くならずに授業を受ることができるかを
毎回考えていました。そこで、「⾷後」というところに着⽬し、⾷事⾯から⾷後の授業時間に眠くな
らない⽅法を⾒つけたいと思い、この探究を始めました。

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

蛍の夢と浪漫を⼦どもたちへ【国際情報⾼校】
私たちは、80年後にも景⾊いっぱいに広がる蛍の光景を地域の⼦どもたちが⾒ることができる。そし
てその光景や環境を次の世代へと繋ぎ続け守ることができる未来です。 そのきっかけは、蛍を⾒たこ
とがないという友⼈の話に衝撃を受け調べてみたところ、世界的な発展に伴って環境は悪化し、⽇本
の⼼であり、⽂化として古くから愛されてきた蛍が年々減少している。そしてその友⼈のように蛍を
実際に⾒たことが無いという⼈が増えていること驚いたからです。 僕たちはそんな蛍をこれから先も
「⾒たい」⼦どもたちに「⾒せたい」そのために「守りたい」という思いから今回の探究活動を始め
ました。そして、蛍を守ることを通し、荒んでいく地域の環境も共に守り続けていきたいと思い今ま
で活動を⾏ってきました。

リサイクルで未来を救え︕【国際情報⾼校】
地球環境は今、様々な問題を抱えています。その中でも地球環境は早急に解決しなければならない問
題です。そして地球温暖化問題に⼤きく関わるプラスチック問題は近年テレビや新聞などで多く取り
上げられるようになり、どうにかして解決することはできないのかと考えるようになりました。しか
し、プラスチックは私達の⾝近で⽋かせないものであるがゆえにそう簡単になくすことはできません。
そこで、私達は資源を循環させて新たに使う量を減らす「リサイクル」に注⽬しました。リサイクル
といえば環境問題対策で真っ先に思い浮かべる⾝近なものですが"&"、⽇本のリサイクル率は約２
０％。これでは資源を循環させているとは到底⾔えません。私達はこのリサイクル率を上げ、プラス
チック問題の解決に繋げたいと考え、探究を始めました。")



ペットボトルシャンデリア【国際情報⾼校】
私たちは当初、ペットボトルリサイクルに関して、世界はおろか、⽇本におけるその現状を深くは考
えていませんでした。では、なぜ私たちはペットボトルリサイクルをテーマに探究活動を始めたので
しょうか。 私たちはまず、⽇本に存在する課題や現状に焦点を置いて調べ活動をしていました。その
過程で注⽬したのが、⽇本のペットボトルリサイクル率が意外にも⾼いということです。そして、ど
うしたら100％にできるのだろうというリサーチクエスチョンが⽣じました。そこで、⽇本のペット
ボトルリサイクル率を100％に近づけることが出来れば、⽇"&"本のペットボトルリサイクル技術を世
界に発信でき、⽇本、世界共に好転するだろうと考えたのです。

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

ヤングケアラーを救え︕【国際情報⾼校】
私たちの⽬指す未来は、ヤングケアラーという⾔葉がなくなり、すべての⼦どもが学校に⾏くことや
友達と遊ぶことなど、⼦どもらしい⽣活が送れることを約束できる社会です。きっかけは新聞で⼀⾒
した些細なことでしたが、その後ドキュメンタリー番組やニュースなどでヤングケアラーという⾔葉
の存在・社会の実態を知り、私たちが当たり前に過ごしてきた少年時代の⽣活が普通ではなくなって
きていることに驚嘆したことです。そんな状況に置かれる⼦どもたちをすこしでも⽀援してあげたい、
そのためにどんなことができるだろうかという想いで研究を始め、このプロジェクトでヤングケア
ラーが深刻な問題だと発信し、多くの⼈に関⼼を持ってもらいたいと考えます。

You are “ally”【国際情報⾼校】
⼩学⽣の頃に観た「性同⼀性障害」を取り扱ったドラマがきっかけでセクシャルマイノリティの分野
に興味を持ちました。それ以後多様な性について、⽣じている問題などについて調べました。 「⼈権
問題解決に正しい理解を広めることは不可⽋だ」という⼀つの結論には⾄ったものの、不明なことも
多く、公の機会での発表ができずにいました。ですが探究活動にて、多くの時間をかけ検証し、より
多くの⼈に知ってほしいと思える研究ができ、このマイプロジェクトに参加しました。 将来的にな⽬
標の⼀つは「同性婚の法制化」です。明確な根拠もなく愛する⼈と結婚できない現状を変えます。⼆
つ⽬は「アウティングによる被害のない世界」です。所謂カミングアウトが広がる中で、⼈の⽣き⽅
を軽んじてはいけません。 これらの⽬標に少しでも近づけたら、もしくはそのヒントとなるものをこ
のマイプロでは⾒つけたいと思っています。



NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

羽茂高校

VR観光
向きがわかりやすいUSBケーブル
農家さんに手助けを

海の未来を考える

空き家を活用して

休耕田から送る、新たなペット
～誰でもお世話ができるを可能に～

株ゲーム

食ってみんかっちゃ
～おふくろの味～

訪問子育て

新津高校

新津mapping
カタリバ!!
話のタネになる商店街ニイツ

Untittled（MV制作）

日本文理高校

さかなについて

ル・レクチェの商品化プロジェクト

日本と海外の美容について

幼児のコロナウイルス感染対策
について

エントリーＰＪ【新潟県】



NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

新潟南高校

【検証】学校の性差別の実態を調べ
てみた。「先生、悩んでます！」#学
校 #性差別 #南高生が調べてみた"
献る血気
～献血の勧奨と魅力発見～

歴史から地元の良さを見つける N高校
人とコミュニティをつなげる

八海高校

諦めた夢をもう一度

Ｓ高校

project只見線

大学生（大東文化大学・筑波大学）

対話チーム

阿賀黎明高校

阿賀町×燻製

Let’s make you healthy and beautiful
～スムージー＆ピザ～

新発田高校

スマイル探究プロジェクト

エントリーＰＪ【新潟県】
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NIIGATAマイプロ 参加者の声
「あなたにとってマイプロとは︖」【2021年度】
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『学⽣と地域を繋ぐ架け橋となるもの』
マイプロの活動を通して、本当にたくさんの地域の⽅々と出会うことができました。

プロジェクトについてのお話はもちろんのこと、⾃分⾃⾝が成⻑できる
お話もすることができました。マイプロが終了した後も連絡をとったり、

マイプロとは違うお話で対話をさせていただく機会もありました。
この⼀年間で出会った⽅々は⼀⽣の宝物だと思います。

『夢中になれるもの』
私は今まで、何かに夢中になる経験があまりありませんでした。

しかし、この⼀年間の活動は正真正銘全⼒でやりきったと⾔えます。
地域の企業や⼤⼈に、⾃分たちでコンタクトをとり、

(アポイントの電話をする時は毎回、信じられないほど緊張しました)
インタビューをして、⾃分たちのプロジェクトのプレゼンをする....。

今考えたら、⾼校⼀年⽣までの⾃分とは別⼈のようだな〜と思います(笑)
上⼿くいかないこと、反省点は数え切れないほどありますが、ここまで⼀⽣懸命に
取り組んだ⼀年間はとても貴重な経験でした。そしてマイプロジェクトは紛れもなく

⼈⽣のターニングポイントになったと思っています。今後の⼈⽣の様々な場⾯で
マイプロでの経験や体験を思い出し、⾏動する原動⼒となるでしょう。

『⾃分の「やりたい」「実現したい」「叶えたい」に正直になれる場所』
正解がないことを知っているけれど、⾃分なりの最善の正解を⾒つけるために全⼒になれる。

『素の⾃分で居れる場』 趣味や興味を形にできる良い機会だった😁



NIIGATAマイプロ 参加者の声
参加者から寄せられた御礼のメッセージより【2021年度】
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私はマイプロに参加させていただいて、⼈⽣が⼤きく変わりました︕
普通なら関わることのない⽴場の⽅々と意⾒を交わしたり、

アドバイスを頂いたりして、⾃分の視野を広げることができました︕
1年間、本当にありがとうございました︕︕

ファシリテーターの皆さん、
ブレイクアウトルームの雰囲気を盛り上げてくださったり、たくさんポジティブ

な声をかけてくださったことに何度救われたことか....。
各プロジェクトの成⻑の場となるよう尽⼒してくださった
ファシリテーターの皆さんには感謝してもしきれません。

私も皆さんのようなファシリテーターになれたらいいなと思っています!!! 

社会⼈アドバイザーの皆様、
フィードバックやアドバイスをしてくださって本当にありがとうございました。

初めは妄想に近いような私たちのプロジェクトに、より実現に近づけるよう
的確なアドバイス、また遊び⼼あるアイディアを出していただいてとてもありが
たかったです。アクションを起こすという経験は初めてだったので、実際に事業
として取り組んでいるアドバイザーの皆さんのお話はとても勉強になりました。

また、皆さんのお話を聞く中で「こんな考え⽅もあるんだ!」と感じたことが
何回もあり、⾃分の視野を広げるためのとても貴重な経験となりました。



NIIGATAマイプロ 参加者の声
参加者から寄せられた参加者募集メッセージより【2021年度】
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想いがあるなら動き出せ︕

好きに、⾃由に⾼校⽣という枠を超えて楽しんでプロジェクトを頑張ってくだい︕

いつだって妥協をせず、⾃分の「やりたい」に正直になってください。
それが1番忘れがちなことで、1番⼤事なことです。⼤丈夫です、絶対に出来ます︕

恐れずに全⼒で⾶び込んでください。
あなたのプロジェクトは誰かの⼼を撃ち抜きます。

マイプロは答えがない問いに⽴ち向かうものだから、間違いなんてないよ︕
だから、積極的にアクションを起こして、たくさんの⽅々と関わって、楽しんで︕

応援してます⭐

全⼒でマイプロを楽しんでください!!! 
勉強や部活との両⽴は⼤変かと思いますが、夢中になっている瞬間は、最⾼に気持ちい
いです!!誰もやっていない、⾃分たちで⾒つけた問題を⾃分たちのやり⽅で取り組むと
いう経験はとても新しく必ず⼈⽣に⼤きな影響を与えてくれるでしょう!!声を上げてみ
ると意外と応えてくれる⼈はたくさんいます。⾏ったことのないところに⾏ってみる
と、「ずっとそこにあったのになんで今まで気づかなかったのだろう」と思う経験を
たくさんします。そしてそれらは⾃分⾃⾝のかけがえのないものになるでしょう!! 

頑張ってください︕応援しています︕



NIIGATAマイプロ 参加者の声

参加者から寄せられた参加者募集メッセージより【2020年度】
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マイプロでは主体性、協働性、探求性を得ることができます。⾝近な⼩さな問いを⼤きくし
て⾊々やってみましょう︕「すべき<したい」を⼤切に。マイプロで様々な⼈と関わる事で
得たものが沢⼭あると私は思いました。失敗を恐れず頑張ってください︕

マイプロで私は⼩さなことから失敗を恐れず、はじめてみることの⼤切さを知りました。⾃
分の感じた思いをそのままにせず追求すると、今まで⾒えなかった多くのこと知り、刺激を
貰うことができると思います。マイプロは⾃分と正⾯から向き合うことの出来るとても良い
機会でした︕

はじめてのマイプロでしたが、参加者やファシリテーター、アドバイザーの皆さんがみんな
情熱やビジョンを持っていて多くの刺激を受けました僕⾃⾝、もう⾼校⽣も半分終わり、も
う⾃分の好きなことはできないと思っていましたが、他の皆さんが好きなことややりたいこ
とを全うしていて感動しました︕

⾃分のプロジェクトを進めていくうちにたくさんの⼈や価値観や知らなかった知識に出会え
るし、⾃分の意志を持ってなにかを成し遂げようとする経験は絶対に⾃分の糧になります。
頑張ってください︕︕

マイプロを通して⾝につけた⼒、そして熱いビジョンを抱く⾼校⽣や先輩⽅、社会⼈の⽅々
などの「マイプロ仲間」との出会いは、⼈⽣の宝物になると思います。⼩さな⼀歩でも、主
体的に踏み出すことが⼤切です。さあ、この貴重な機会を活かし、楽しい学びに満ちた⻘春
と輝く未来を創りませんか︖



成果と課題
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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【成果】新潟県にできつつある学びの⽣態系 〜マイプロに不⽑の地なんてない︕〜
①参加プロジェクト数の加速度的増加

12⽉の発表会参加PJ数 2019年︓7PJ →2020年︓22PJ →2021年︓43PJ
②プロジェクトの質の向上

全国Summit代表6PJに新潟から2PJが選出される快挙︕
③NIIGATAマイプロファミリ－の広がり
参加校20校以上 ・ ファシリテーター30⼈以上 ・ アドバイザー20⼈以上

④イベントで終わらないNIIGATAマイプロコミュニティの関係性づくりと運営⽅法の確⽴
定期的なコミュニティイベントの開催 ・ 対話部の活動 ・ みやトーークの定着

⑤NIIGATAマイプロ事務局の運営体制確⽴
NIIGATAマイプロ事務局である、みらいずworksの運営体制の確⽴

⑥企画・募集の中⼼となる実⾏委員会メンバーの増加
有志教員・コーディネーターによる実⾏委員会メンバーが10名以上へ

【課題】〜マイプロに挑戦できるフィールドを広げる取り組みとそのための資⾦確保〜
①マイプロに参加する学校・地域を広げるために各市町村のエリアパートナーを⽀援
②マイプロ挑戦の⼟台となる“主体性の回復”への取り組み・ホスピタリティの育成
③持続可能な経営のための資⾦の確保【寄付・協賛・助成⾦】



リフレクション【実⾏委員⻑より】

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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NIIGATAマイプロ始まりの地・佐渡中等から初めて全国Summitに出場したのが2019年。
当時はマイプロに参加している学校はほとんどなく、多くの学校で探究学習には消極的…。

当時、新潟県は「マイプロ不⽑の地だ」とさえ思っていた。
そんな中、 NIIGATAマイプロジェクト☆LABOは2020年度に発⾜した。

（名称・活動は2019年度に南⿂沼で開催されたイベントを引き継がせていただいた）

当時の私が掲げたのは「新潟をマイプロ先進県へ︕」という想いと
「NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。」というコンセプトであった。

マイプロが究極のキャリア教育になるという信念のもと、
「問いを⽴てる⼒」「ブレーキをかけない学校」「マイプロコミュニティの創造」を⽬指し、

当時は“突然変異”と⾔われていた⾃⾛する⾼校⽣の育成に繋げようとしてきた。



リフレクション【実⾏委員⻑より】

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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その想いに、掲げた旗に、多くの⽅々が賛同し、仲間になり、協⼒してくださった。
2021年度に⽬指したことは「前兆からムーブメントへ」

この1年間を振り返ると、本当に⼤きなうねりにあるかもしれないと
思えるような⼤きな変化が成果となって現われた。（「成果と課題」参照）

マイプロに不⽑の地なんてないんだ、と気付かされた1年だった。

「神は細部に宿る」といつも丁寧に温かく⽀援・応援をしてくださったカタリバの皆様
互いに学びあい、いつも応援しあってきた全国各地の同志の皆様

NIIGATAマイプロの価値に賛同し、応援の声を届け続けてくれた皆様
参加者の背中を押し、応援してくださった学校の先⽣・コーディネーターの⽅々
それぞれがマイプロ・起業の実践者でもあるNIIGATAが誇るアドバイザーの皆様

猪突猛進な実⾏委員⻑の無茶な想いに応え続けてくれている事務局みらいずworksの皆さん
NIIGATAマイプロのホーム感とウェルカムな雰囲気をつくってくれているファシリの皆さん

そして、何より私たちにいつも感動とやりがいと希望を与えてくれる参加者の皆さん

仲間と応援なくしてはこんなにも前へと⾛り続けることは到底できなかった。
感謝しても感謝しきれない。本当にありがとうございます。



リフレクション【実⾏委員⻑より】

NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。
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NIIGATAマイプロはまだまだ⽌まりません。
前兆からムーブメントへ、ムーブメントからカルチャーへ。

2022年度はより多くの中学⽣・⾼校⽣・⼤学⽣にマイプロを届けます。
課題に感じていることは、

【各市町村にマイプロ伴⾛・⽀援の拠点となる⼈・場がなければ、マイプロは育たない】
【マイプロ挑戦には主体性の回復・ホスピタリティ・コミュニケーションの⼟台が必要】
【⾼校3年間では短すぎる。中学・⾼校・⼤学10年⼀貫した学びのフィールドが必要】

↓
2022年度は今までのマイプロに挑戦する⼈がいなかったエリアや

今までマイプロに挑戦できなかった⼈へ
NIIGATAマイプロから挑戦と成⻑と学びの機会を届けられたらと願っています。

【各市町村の拠点となるエリアパートナーへの⽀援・伴⾛】
【マイプロ挑戦の⼟台となる資質・能⼒の育成機会＆マイプロとの出会いの場を創出】

【中学⽣マイプロ・⼤学⽣マイプロの拡⼤と⾼校⽣マイプロとの接続】

最後に…（⾼校⽣のマイプロから⾔葉を借りて）
Donʼt Stop My＆Your Project︕

あなたのマイプロを⽌めないでください。私も⽌まりません︕



NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
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社会への当事者意識をもつ⾼校⽣・⼤学⽣は
⼤⼈が越えられない壁や分断を突破する

パートナーに成り得る可能性さえ持っています。
若い世代から私たちも学んでいます。

⾼校⽣・⼤学⽣ではなく仲間の⼀⼈として。

ある⾼校⽣は地域活性化とは何か問われ、
「私たちのような⾼校⽣が増えること」と答えました。
⼈材流出や開業率の低さが課題となっている新潟県。

しかし、今、確実に希望の種がまかれています。
「こどもを育てるなら新潟だよね」

そんなふうに⾔われる未来を私たちは描いています。
NIIGATAマイプロが⽇本のモデルになる⽇が
来ることを夢⾒て、2022年度も前進します。

私たちが⽬指しているのは皆様と⼀緒に創る
学びの⼟壌・学びの⽣態系です。

ぜひ、2022年度もご協⼒・応援をお願い致します。



【関連URL】

〇NIIGATAマイプロジェクト☆LABO ホームページ
トップページ - NIIGATAマイプロジェクト☆LABO (niigata-mypro-labo.com)

〇NIIGATAマイプロジェクト☆LABO Instagram
@niigata.myproject

〇NIIGATAマイプロジェクト☆LABO 公式PV（Youtube）
https://youtu.be/2SOsyJ4xRAk

〇サポーター登録・寄付はコチラから
みらいずworks【オンラインストア】 (stores.jp)
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NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
NIIGATAの未来を創るムーブメントがここから始まる。

http://niigata-mypro-labo.com/
https://www.instagram.com/niigata.myproject/
https://youtu.be/2SOsyJ4xRAk
https://old-pond-6686.stores.jp/?category_id=60dd2c9bec87711d1cfdd947


参考︓全国⾼校⽣マイプロジェクトアワード

マイプロジェクトを実⾏した全国の⾼校⽣が集まる学びの祭典
プレゼンとフィードバックをもらえる可能な学びの機会。
ロールモデルの発信も⽬的としています。
できるだけ多くの⾼校⽣が参加できるようOnline含め
各地で開催。⽂科⼤⾂賞授与。⽂科省/⽇本ユネスコ後援。

リフレクションプログラム
/書類選考

地域Summit/
動画選考 全国Summit

団体・学校や基礎⾃治体
単位で開催。
2020年度は70会場。

地域ブロック・都道府県
単位で開催。
2020年度は16会場。

Onlineで開催。
⽂部科学⼤⾂賞（最⾼賞）を
授与。
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アワードの流れ（変更の可能性がございます。夏頃確定予定）

各ステージで選ばれた⾼校⽣を、次のステージへ招待。

共通

2018年度関⻄⼤会2018年度⻑崎県⽴五島⾼校

2020年度、4,905プロジェクト・13,747⼈の⾼校⽣が参加
© 2021 Approved Specified Nonprofit Corporation katariba



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

18⼈
77⼈

282⼈
1,951⼈

1,694⼈

12pj 58pj
115pj

222pj
229pj

2021年、
20,000⼈の⾼校⽣へ

2,717⼈
562pj 8,765⼈

2,654pj

2021
プログラム開発期 全国提供期 ノウハウ提供準備期

パートナー拡⼤期

64共通

2021年、2万⼈の⾼校⽣が参加する学びの祭典へ
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13,743⼈
4,905pj

20,000⼈

参考︓全国⾼校⽣マイプロジェクトアワード


