
第8回こどもの創造的学び
に関する研究会

令和2年3月30日

企画調整局産学連携ラボ
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資料④



開催報告 T-KIDSシェアスクール in KOBE１

日程 令和元年11月30日（土）・12月1日（日）開催

場所 KIITO301号室

参加者 53名

プログラム
概要

・関西TSUTAYAと連携した、こどもの好奇心から学びを深める探求学習プログラム。
・経産省「未来の教室」実証事業に採択された株式会社a.schoolのコンテンツである
「おしごと算数」をベースに、同期間に開催されているGOODデザイン神戸展に合わせたテーマ
（ロゴデザイナー編、ファッションデザイナー編）で開催。

・算数を「デザイナー」という
こども達が憧れる職業の視点から
見ることで、学校での学びが社会
と繋がっていることを体感できる
内容となっていた。
・一律のカリキュラムではなく、
こども達のやりたいことや知りた
いことを大切にしながら、臨機応
変に内容を変え、こども達の好奇
心を引き出す工夫を行っていた。
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開催報告 都心こどもまちづくり会議２

日程 令和2年2月15日（土）・2月16日（日）開催

場所 KIITO3階実験的活用スペース他

参加者 18名

プログラム
概要

・三宮の再整備計画をテーマに、30年後の三宮の街がどうあるべきか、神戸に住むこどもたちの
視点で考えるプログラム。企画運営についてVIVITA、大学生スタッフについて芸工大と連携。

・「歩いて楽しい三宮の街にする」というミッションのもと、実際に三宮を街歩きした後、駅前、
フラワーロード、港の3グループに分かれて、未来の街の計画を考えた。こども達が考えた
未来の街の計画は、ハイザイランドの廃材等を活用しながら模型として完成させた。

・こども達18名に対し、9名のデ
ザインや建築を学ぶ大学生がこど
も達の活動をサポートし、こども
達のロールモデルとして非常に良
い刺激になっていた。
・自身がやりたいことを突き詰め
るだけでなく、プログラムが進む
につれて、グループ内での役割分
担や、グループ間での調整が、こ
ども達同士で自然に行われる状況
が見られた。 3

2日間のプログラムの模様について、
「デザイン都市・神戸」facebookで

ダイジェスト動画を公開中



開催予定 U-15ビジネスオーディション※別紙チラシ参照

日程 令和2年4月19日（日）・4月26日（日）・5月2日（土）開催 延期決定

場所 KIITO3階実験的活用スペース他

参加者 20名

プログラム
概要

・国連の持続可能な開発目標であるSDGsをテーマとして、こども達が目標達成のために必要な
アイディアを考え、プログラミングソフト（Scratch）を活用してプロトタイプを制作。

・こども達が完成させた、まだ世にない創造性に溢れたプロトタイプは、クロスメディアイベント
「078KOBE」の公開プレゼンテーション大会で発表・審査を実施。

・プレゼンテーション大会で優秀な成績を収めたグループには、プログラミングスキルを高め、プ
ロトタイプをさらに具体化するためのアフタープログラムを用意。

事前課題 アイディアソン プログラミング プレゼン・審査
アフター

プログラム

TOPGUN向けプログラムとして、
プログラミングスキル等により

応募者の選抜を実施

プレゼンテーションを審査。
優秀なグループには、

さらに専門性深める機会を提供。

プログラムの流れ
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開催予定 空家プログラム

日程 未定

場所 市内にある空家を活用予定

参加者 未定

プログラム
概要

・「空き家」×「こどもの創造性」をテーマに、社会課題となっている空き家を舞台として、
こどもの創造性を育むプログラム。

・こどもたちの秘密基地化、分解や解体して家の構造を学ぶといったプログラムを検討。
・設計事務所とプログラム案について意見交換を行う等、現在プログラム案について検討中。

参考事例

泉北ニュータウン住宅リノベーション協議会
「子どもリノベ学校」

ＮＰＯ法人 子育ての輪Ｌｅｉ
多世代の交流拠点「れいんち」

亀崎こども建築塾
「秘密基地づくり」
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今年度の研究会の振り返り①

研究会・部会 実施内容

第6回研究会
（令和元年7月9日開催）

・今後の進め方・スケジュールについて検討
・実験的プログラムアイディアの共有

EVERYONE部会
（令和元年9月31日開催）
TOPGUN部会
（令和元年9月18日開催）

・各ターゲットの定義、アプローチ方法の検討
・実験的プログラムの内容検討

第7回研究会
（令和元年11月21日開催）

・各部会の議論の共有
・目指すこども像についての検討
・研究会としての情報発信について

第8回研究会
（令和2年3月30日開催）

・次年度の取り組み方針
・こどもの創造的学びプラットフォームの方向性について

6

５



今年度の研究会の振り返り②

神戸のこども達

参加 参加 参加

学校向けPGM EVERYONE向けPGM TOPGUN向けPGM

学校 児童館

地域拠点
こべっこ
ランド
科学館

NPO
地域団体

大学・専門学校・研究機関

企業

こどもの創造的学びに関する常設拠点

特長① 市内の様々な場所で、神戸の特長を活かした良質なプログラムに参加できる

特長② EVERYONE～TOPGUNまで、こどもの個性に合わせて創造性を育成できる

「若者（子育て世代）に選ばれる街」としての都市ブランディングの実現

こどもの創造的学びの実施主体・場所

再掲
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今年度の研究会の振り返り③

創造的学びを通して目指すこども像・育む力
・「予測できない社会変化を前向きに乗り越える力」
・「与えられたことを学ぶのではなく主体的に学び自ら解を見出す力」
・「多様な人々と協働しながら新たな解や価値を創造する力」
・「自ら生み出した解や価値を判断表現できる力」
・「社会とつながり、社会を変えるというモチベーションを持っている」
・「未来を想像する力、未来について積極的に学ぼうとする姿勢」

こどもの創造性を育む上でのキーワード
“こどもたちにとって”
・本物と出会える
・発見する・気づく
・自分で決める・挑戦する
・つながる
・あまねく可能性を広げる／能力を無限に伸ばせる
・欲求（WANTS）をさらけ出す

機会（環境）を創出する。

再掲
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EVERYONEへのアプローチ
自分なりの「あこがれ」を発見するための、

多種・多様なテーマを体験できる

TOPGUNへのアプローチ
既に関心を持つ分野を中心に

本物を体験することを通じて、
イノベーション力を身につける



・総合的な学習の中での子供自身の主体的な取り組み
・グループ活動や話し合い活動 等

学校アンケート結果※別紙アンケート用紙・結果詳細参照
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８ 対象：市内９校教員188名

「神戸市こどもの創造的学び研究会」「経済産業省『未来の教室』」について知っていますか？

回答件数 回答割合

① 神戸市こども創造研究会・未来の教室とも知っている 4 2.2%

② 神戸市こども創造研究会は知っている 12 6.5%

③ 未来の教室は知っている 13 7.0%

④ 両方知らないが詳しく知りたい 128 68.8%

⑤ 両方知らないし知りたいと思わない 29 15.6%

選択肢

創造性を育むために学校教育で足りるか？

回答件数 回答割合

① 学校教育だけで足りる 13 7.0%

② 学校教育だけでは足りない 123 66.1%

③ わからない 50 26.9%

選択肢

（Q2で①（足りる）または（わからない）と答えた方）

創造性を育むために授業実践等で独自に行っている工夫（自由回答）

Q1

Q2

Q3

「両方とも知らないが、興味・関心が
あるので、詳しく知りたい」が約7割。

「学校教育だけでは足りない」が約7割。



件数 割合

①
① 子供たちの創造性を育むための取り組み（プログラム）は

必要であり、学校で取り組むべきである。
45 29.2%

②

② 子供たちの創造性を育むための取り組み（プログラム）が

必要であるが、学校では難しいので、学校外で子供たちの創造

性を育む場（しくみ）が必要である。

106 68.8%

③
③ あらためて子供たちの創造性を育む場やプログラムを構築

する必要はない
3 1.9%

選択肢

学校アンケート結果※別紙アンケート用紙・結果詳細参照
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（Q2で②（足りない）と答えた方）

こども達の創造性を育むための取り組み（場・内容・教員の関与）についてQ4

ⅰ）学校でどのようなことに取り組めばよいと思いますか。
総合的学習の充実、外部人材の活用、専門家・ホンモノと
の出会い、体験の機会、教育の能力向上・研修等

ⅱ）上記ⅰ）のためにはどのような条件整備が必要ですか。
予算（23.6%）、外部人材（21.8%）等

ⅰ）学校で取り組むことが難しいと思う理由は何か。
時間（23.3%）、人材（17.4%）、予算（14.5%）等

ⅱ）学校外でのこども達の創造性を育む場について
どのようなプログラムがあればよいか。
1)「特定の希望者が参加できる（有償等）もの」
・内容：プログラミング、社会体験/活動、キャリア教

育、自然体験等
2)全ての子供が身近な地域で参加できる（無償）もの
・内容：プログラミング、社会体験/活動、自然体験、

科学技術等
・場所：区役所・区民センター等の公共施設、児童館、

大学・企業等

ⅲ）教員の関わりについてどう考えるか。
積極的に参画すべき（26.3%）、内容を把握し、必要に
応じて関わる（71.9%）、関与しない方がよい（1.8%）



グローバル化の進展、AI時代の到来等の社会変化

「予見困難な時代の中で新たな価値を創造していく力」をどう育んでいくか

ホンモノを見せ
る、ぶつける

好奇心を暴発さ
せられるような

体験

発見する
気づく

自分で決める、
挑戦する

こどもの創造性を育む上でのキーワード

…

・地域社会全体がこどもの創造性の育成に関わり、多数・多様な「実験」を繰り返しながら模索していく
・こどもと一緒に大人も学び変革していく

「実験性/進取を尊ぶ」「機会を提供する」「失敗を許容する」といった気風・文化の醸成
⇒神戸の魅力として内外に発信し、文化として根付かせる

実験都市＝創造都市へ
11

10 目指す方向性

大人の
関わり方



目指す方向性

こどもの創造的学びのビジョン（案）

こどもの創造性を育むには、
こども達が「本物」や「あこがれ」と出会う機会を

多数・多様に創出し、
失敗を恐れず、実験を繰り返していくことが重要。

このような取り組みを継続し、
神戸に「創造的学び」を文化として根付かせていくことで、

「若者・子育て世代から選ばれる創造都市」としての
都市ブランドの形成につなげる。
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ロードマップ案

研究期（H30~R1） 実践・拡大期（R2~3) 定着期

企業・NPO等が
プラッフォームに参画
し、多様なプログラム

が市内で活発に
展開されている

こどもの創造的学び
について調査・研究
し、知見を蓄積する

神戸で実践される「創
造的学び」が、内外で
「神戸モデル」として
広く認知されている

・プラットフォームの設置
・こどもの創造的学びの

常設拠点設置
・助成制度の創設
・情報発信の強化

・研究会の設置
・目指すべき方向性の検討
・実験的プログラムの実施
・民間教育機関における

創造性教育の調査
・教員アンケート

・プラットフォーム参画主体
により、神戸全域でこども
の創造的学びが展開。

・「創造的な学びが日常的に
体験できること」が、神戸
の子育て環境の特長の一つ
として認知されている。

R7（2025）年に創造的学びの「神戸モデル」が確立する状況を目指して、「研究期」・「実践・拡
大期」・「定着期」の3期に分けて段階的に取り組む。（R2年度中にロードマップ完成）

プラットフォーム参画
団体の増加

「神戸モデル」の創造的
学び 市民認知度の拡大
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次年度実施事業

こどもの創造的学びの助成制度
企業等のこどもの創造的学びのプラットフォームへの参画を促し、ノウハウを活かした
質の高いプログラムが神戸全域で展開され、こども達の創造性を育む機会が多数・多様に
創出されることを目指す

神戸市の公民連携のネットワークを活用

＞公民連携のための助成制度「CO-CREATION KOBE PROJECT」のスキームを

活用。より市内外の幅広い企業からの提案を募集し、審査の上で助成を行う。

実施結果の検証・知見の蓄積

＞助成を受けて実施された各プログラムについて、年1回報告会、交流会を開催。

知見を蓄積するとともに、プログラム実施企業間の連携を促す。

NPO団体の取り組みについても支援

＞地域で活動するNPO団体が実施するこどもの創造的学びに資する取り組みに

ついて、活動費の一部を助成。
14
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次年度実施事業

こどもの創造的学びの助成制度
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【制度概要（案）】

対象 こどもの創造的学びに資するプログラムを神戸市内で展開する企業等

助成額 上限50万×４団体

助成率 １/２

その他条件
・次年度以降も自主運営が見込まれること
・中学生以下を対象としたプログラムであること 等

スケジュール
・５月上旬～６月上旬 事業者公募
・６月中旬 事業者選定委員会
・６月下旬～３月末 事業者による事業実施



プラットフォームの創設
こどもの創造性の相互連携ネットワーク形成を目指す

＜プラットフォームを中心にこどもの創造性を育む輪を広げていく＞

情報集約

＞神戸市内で開催される創造的プログラムを集約

情報発信

＞神戸市内で開催される良質な創造的プログラムを発信

創造性教育の重要性等の発信

コーディネート

＞学びの場や事業者と連携・紹介等により、関係者間をつなぐ

実験的な活動のサポート
＞実験的なプログラム等の活動に対して助成・支援する

こどもの創造的学びのプラットフォーム
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【プラットフォームの役割】



こどもの創造性の相互連携ネットワーク形成を目指す

神戸市 アドバイザリー
ボード（案）

神戸のこどもたち

プログラム情報の提供

プラットフォーム

事務局（KIITO拠点）

事業主体

学びの場

学びの場の
紹介

プログラム
の広報協力

実験的事業
へ助成･支援

連携先の
紹介

連携

意見･評価

プログラムへの参加

委託

小中学校 児童館 こべっこランド 科学館 企業

大学･専門学校 研究機関 NPO団体 市民団体 KIITO

KIITO 児童館 こべっこﾗﾝﾄﾞ

科学館 企業 店舗

公園 六甲山 幼稚園/保育所

小中高 大学 区民ｾﾝﾀｰ

情報集約

プラットフォームのイメージ
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16 こどもの創造的学びのプラットフォーム



年間スケジュール案

4-5月 6-7月 8-9月 10-11月 12-1月 2-3月 4月

プラット
フォーム

アドバイサリー
ボード（案）

こどもの
創造的学びの

助成制度

5月
事業者
公募

6月
選定

委員会
事業実施

3月
報告会
交流会

8月
第1回

3月
第2回

18
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８月
HP

開設

10月
プラット
フォーム
オープン

情報発信
プラット

フォーム稼働
事務局
設置



参考（その他の取り組み）

「（仮称）こどものための図書館」の整備
神戸のこどもたちが、都心の公園の中で自由に本にふれあうことで、神戸の歴史や文化に出会い、
震災の教訓から命の大切さを学び、創造力を育めるような施設として、
「（仮称）こどものための図書館」を整備。東遊園地と周辺の再整備等により、ウォーターフロ
ントにつながり、にぎわいと回遊性を向上。

19

18



参考（その他の取り組み）

幼児期の自然体験活動推進

20

19

②都市化・少子化の進展による、
外遊びや自然に触れる機会の減少

子どもの自然体験ができているか （N=1,023）
2016「都市地域に暮らす子育て家族の生活環境
・移住意向調査」（NTTデータ経営研究所）

＜背景＞ ①幼児期の様々な体験が「生きる力」の基
礎を育むことにつながる

〇スキャモンの
発達曲線

子どもの中枢神経
は、5歳頃には8割
完成

〇J.J.ヘックマン
「ペリー就学前プ
ロジェクト」

・IQは幼児期の
教育効果は小さい
・非認知能力を育
むことが、一生
のベースになる



参考（その他の取り組み）

幼児期の自然体験活動推進
都市化・少子化の進展で減少傾向にある幼児期の自然体験について、その重要性を啓発し、
自然体験活動を推進することにより、神戸のこども達の「生きる力」の醸成を目指す。

幼児期の自然体験活動の重要性の啓発

＞保護者や地域住民等に対して、幼児期の自然体験活動の重要性を啓発する

フォーラムの開催予定

自然体験活動の効果の調査

＞幼児期の自然環境下での活動が、こどもの育ちにどのような影響を及ぼすの

かについて、児童及び保護者向けのアンケートを実施予定

21

20

神戸市立 自然の家 森のようちえん 森のようちえん すまっこのもり



参考

少子化に伴う高等学校教育のあり方に関する有識者会議
将来の人口減少を見据え、神戸市として、社会で活躍できる優れた人材を呼び込み育成するため、市域の高校
生の教育環境の充実に向けて取り組むべきことに関し、幅広く検討する上での知見をいただくことを目的に、
有識者会議を開催。

21

有識者会議による提言の概要（令和2年2月）

生徒数の減少を見据えた市内の高等学校のあり方

＞公立・私立ともに、各校の特色を明確化した上で役割分担を行い、未来を担う生徒たちが夢を実現できる
ような教育環境と選択肢を提供

次世代人材育成に向けた高等学校教育の推進

＞生徒一人一人の個性を活かし育てるとともに、英語とICTリテラシー、情報化社会やグローバル化に対応
したコミュニケーション能力を身に着けられる教育を提供

市立高等学校の役割

＞高大の連携・接続も視野に入れたハイレベルな国際教育や、世界でリーダーを担う人材の育成を目指す
防災教育など、特色ある教育を実践

神戸市内の高校生に対する多様な教育機会の創出

＞市内の企業や大学等との連携により、最先端あるいは神戸ならではの機会を提供 22



次年度取り組み方針・進め方について

ディスカッション①
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プラットフォームの運営について

ディスカッション②
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