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大人は立入禁止!

事業報告書

主催・運営 /日進市教育委員会
運　　　営 /日進アシスト株式会社

検索日進市　子どもだけのまち

【前文】
子どもは、社会の一員として仲間や大人とともに、
よりよい未来をつくっていくことができる大切な存在です。子どもたちは、次のように語ります。

「私たちは、いろいろなことを知り、学び、選び、目標に向かいチャレンジすることができます。
そのために必要な力を借りることもできます。そして、夢をかなえることができます。
私たちは、大人のために利用されることはなく、気持ちや考えを言うことができます。
私たちには、助けてくれる人たち、支えてくれる人たちがいます。
私たちは、大切にされ、安全で、安心なまちに住むことができます。
私たちは、みんな仲間です。お互いに受けとめ合い、協力することができます。
悩みを相談したり、助けを求めたりもできます。
生きていることが楽しいと思えることは、あたり前ではなく、とてもすばらしいことです。
私たちは、お互いの自由と権利を大切にして、ともに生きていたいと願います。
私たちは知ってほしい。守られていない権利があることを。だから、この条例を知ってほしい」

日進市にともに暮らす私たち市民は、子どもの権利や参加の機会を保障することが、
子どもにとってやさしいまちづくりにつながると考え、この条例を定めます。

愛される権利守られる権利

遊ぶ権利

ともに
生きる権利

学ぶ権利

参加する権利

気持ちや
考えを

伝える権利

自然と
ふれ合う権利自分らしく

生きる権利

心や体を
休める権利

条例で定められた子どもの大切な権利

この事業は
「日進市未来をつくる子ども条例」の理念に基づいています。

日進市未来をつくる条例は、子どもたちひとりひとりがその子らしく、
しあわせにくらしていくことをねがってつくられました。

この条例は、大人と子どもが一緒に考えてつくられました。
前文には、子どもたちの言葉が使われています。



第9回 実行委員会

第6回 実行委員会

第7回 実行委員会

ごあいさつ

参加人数

子どものまちとは

皆さまには平素より、本市教育行政にご理解ご協力を賜り御礼申し上げます。
さて、このたび開催した「子どものまち事業」は、子どもの主体性や協調性、社会性などの自己
形成を助け、自己肯定感を高めるとともに、様々な課題に柔軟かつたくましく対応し、社会人
として自立していくことができるようなキャリア教育を推進する目的で、日進市では初めて
開催しました。私は初回と第８回の実行委員会を見学しました。初回は緊張もあってか、発言
も多くなく、静かな雰囲気でしたが、６ヵ月が経過した８回目ともなると、主体的にその日
すべき作業をスタートし、学校も学年も違う仲間達と仲良く、時には意見をぶつけながら相談
する場面も見え、キラキラと自信に満ちた目も印象的でした。事業当日は、実行委員はもちろん、
一般参加の子ども達全員が、大人のいない、自分で判断する世界に悩み、そして楽しむ中で、
自らの可能性を体感し、より大きく成長してくれたことと思っております。また今回は、多く
の学生サポーターにご協力いただきました。学生にとっても、子ども達の伸び行く積極性、
主体性、時に大人びた感性は刺激となったことでしょう。子どもはもちろん、関わる大人も、
子ども達から影響をうけ、自身を見直すきっかけとなる、他にない事業となりました。今後も、
多様な経験を通じて豊かな創造性を育み、人とのつながりを大切に、未来を担う日進市の子ども達
が健やかに成長することを心より願っています。

日進市教育委員会
教育長

months

2021

2020
実行委員決定の通知が届く。 

第1回の実行委員会が 8月 2日に決定！ 

第1回 実行委員会

第2回 実行委員会

第3回 実行委員会

第4回 実行委員会

第5回 実行委員会

第8回 実行委員会

まとめ作業。
思い出ムービーを鑑賞。 

自由準備日

自由準備日

前日準備

子どものまち本番！
努力した成果を発揮。 

この１年間、実行委員の皆さんが
歩んできた 子どものまちの道のり
です。 これは日進市の子どものまち
の１ページ目として刻まれます。 
自分たちが創り上げた子どものまち
に自信を持ってくださいね！

実行委員が作成した
「仕事人つながりマップ」
「市長になったら」を
図書館に展示。 

市民の皆さんに紹介しました。
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新型コロナウイルス感染症の影響で、予定していたプレ子どもの
まちが中止に 。第１回実行委員会も延期になったため、郵送された
「仕事人つながりマップ」と「自己紹介シート」の作成に各自自宅で
取り組む。

「仕事人つながりマップ」を使い、「市長になったら」
のワークシートを作成。 

自己紹介ビンゴを使ってまずは自己
紹介。その後話し合いのルールを決定。 

実行委員同士の親睦を深めるゲーム
をする。通貨とまちの名前を検討。 

まちの名前と通貨が決定。お店班・
仕組み班に分かれ、いよいよ子ども
のまちのスタートを実感。

どんなお店を開くか検討し決定。

紙幣のデザインが決定。子どものまち
本番についての注意事項を確認。

お店のイメージブースを使って、実際
の店舗の大きさを実感。

「プレ子どものまち」を開催。お店側・
お客さん側を体験してみて、改めて
自分のお店のマニュアルを検討。
この会で必要物品を確定。 

看板やメニュー表など、
まちで使ういろいろな
ものを作成。
最終確認を行う。 

実行委員会の活動内容

●当日参加応募総数・・・・・・873名
●学生サポーター・・・・・・28名

●実行委員・・・・・・・・53名

●当日参加者総数・・・・・・・405名
　①2月27日(土)午後の部・・・137名
　②2月28日(日)午前の部・・・135名
　③2月28日(日)午後の部・・・133名

小 5
(22)

小 6
(21)

中1
(4)

中2
(4)

中3
(2)

【学年の内訳】

実行委員会の前に
学生サポーターの
研修会を開催。

educa＋団体理念の説明や、
ボランティア同士の交流のための

ゲームを開催。 小1
(93)

小2
(103)小3

(77)

小4
(66)

小5
(40)

小6
(16)

中1
(8)
中２
(2)

【学年の内訳】

子どもが大人に頼ることなく、自分で考え行動する。何もかも自分でやらない
と解決できない。それが「こどものまち」です。子ども達が創りたいまちの
イメージを大切にしながら、子ども達がまちのルールを作り、お店などを
作って運営します。子どもの主体性を大切にしたプログラムであるとともに、
学校区だけでない子ども達の新たなコミュニティ形成を図り、多学年が関わる
ことで、その中からジュニアリーダーの育成が期待できます。また、協賛企業を
はじめサポートとして関わる多くの人々との関わりも生まれることで、子ども
の視野を広げ、地域社会とのつながりを深める機会となります。

仕事人つながりマップ(記入例)

あなたがもし子どもだけのまちの
市長になったら、どんなまちにしたい？

久保田 力
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自分の興味のある仕事をスタートに
して、他のどんな仕事とつながって
いるかをイメージするワーク。

ワークシート1
『仕事人つながりマップ』

「子どものまちの市長だったら・・？」
子ども達の夢を描きました。

ワークシート2
『あなたがもし市長になったら、
 どんなまちにしたい？』

実行委員会の活動内容
ホームワーク 

第1回実行委員会

保護者向け説明会も実施。本事業
の目的や理念についてご説明し、
その後は実行委員と同じように、
グループワークを体験していた
だきました。ZOOMによる、会場
の中継も行いました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、5月～7月は集まって
活動することができなかったため、実行委員は自宅でワー
クシートに取り組みました。

アイスブレイクで初めて会う仲間と親睦を深めるところから
スタート。そのほか、これから実行委員会で活動するにあたり、
「気持ちのいい話し合いとはどんなものだろう？」をテーマに、
グループワークを行いました。

8/2
2020

第2 回実行委員会
前回のワークで考えた「気持ちのいい話し合いとはどんなものだ
ろう？」でみんなから出た意見を共有しながら振り返りました。
この日のメインは、子どものまちの名前と、まちで使う通貨の単位を
決めること！グループごとに意見をまとめて、プレゼンテーション
を行いました。この他、ホームワークで考えた「仕事人つながり
マップ」を振り返りながら、あらためてグループごとに「仕事」に
ついて考えました。

9/6
2020

第3 回実行委員会10/4
2020

次回までの宿題

第4回実行委員会

できないかも…と思うことも、
発想の転換でできるようになる
ことがあるかもしれません！
みんなのアイデアに期待が高まり
ます。

その後、お店班は「お店企画
シート」にアイデアを書き込ん
でいきます。仕組み班は、まち全体
のレイアウトや、必要な公共
サービスを考えました。

子どものまちで「できること・できないこと」の説明を聞いたうえで、
自分のしたいことを実現するためにはどうしたら良いか考えました。

11/1
2020

第5回実行委員会

一般的に、子どものまちの当日参加者は半数以上が低学年です。
実行委員は小学5年生以上。みんなが分かることも、低学年は
分からないかもしれない。みんなが楽しめる、優しいまちにする
ための工夫を考えました。

12/6
2020

決定は次回の実行委員会に
持ち越しに。

まちの
名前まちの

名前と

通貨の
単位が

決定！
おいでよ！子どものまち

「あつまれ どうぶつの森」というゲームの
ように、みんなが楽しめる世界にしたい、
という願いが込められています。

「子どものまちでどんなお店や仕組みがあるといいかな？」をテーマ
に、グループごとに模造紙にまちを作った後、お店班と仕組み班に
分かれて、いよいよ具体的な相談を進めていきました。

●お店班→自分が作りたいお店と、お店の中にある仕事を考える。
●仕組み班→まち全体の仕組みを考える。
　　　　　　（働き方の仕組み、お金の仕組みなど）

紙幣の

デザイ
ンが

決定！

第6回実行委員会
自分たちで考えたお店の企画シートをもとに、お店で働く当日参加者
のためのお仕事マニュアルを作成しました。誰にでも分かりやすく、
仕事内容を説明するのは難しい・・・想像を働かせながら、作業の
手順、説明文章を作っていきます。

「プレ子どものまち」を開催しました。店員役・お客さん役に分かれ
て、「まち」の仕組みを体験します。自分たちの役割は？混んだ時
どう並ぶ？今までよりも更にイメージが膨らんだようです！

約10ヵ月の実行委員会を振り返る時間でした。
個人で取り組む「振り返りシート」では、実行委員になった時
から今日までの、自分の気持ちをグラフで表現したり、良かった
ことなどを振り返りました。ほとんどの実行委員が、プラスの
気持ちをキープ！時には紙からはみ出すほど、気持ちが
上がっている実行委員もいました。最後は、「おいでよ！子ども
のまちを一言で表すと？」などのテーマについて、思いついた
ことを書き込むグループワーク。たくさんのコメントで用紙
が埋め尽くされました。

1/17
2021

自由準備日1/31 2/14
第7 回実行委員会1/24

2021

第9回実行委員会3/21
2021

お店スペースのイメージブースを設置！広さや動線を確認しながら、
仕事のマニュアルを作成しました。
広いかな？狭いかな？机はどこに置こう？作業の手順はどうしよう？

第8 回実行委員会
当日に向けて、最後の準備！看板を作ったり、商品を作ったり、細か
な作業が続きます。

2/21
2021

2/27・282021
学生サポーターの皆さんの研修会も行いました。
「大人立入禁止！」を実現するために、
大人がどうするべきか？気を付けるべきことは？
一丸となって、実行委員の皆さんを
サポートします！

本番
！

本番
！

緊張が

ほぐれ
てきま

した 

本番まであと少し・・！

各お店の悩みを解決！

最初は
みんな

緊張し
ていま

した。

本番を
振り返

る

最後の
実行委

員会。

通貨とまちの名前を
考えよう！

長い活動期間にも
かかわらず、

毎回欠席者も少なく、
積極的に

活動していました。

まんまるタウン／子どもタウン／にっしんチルドレンシティ／社会のまち
スマイルタウン／日進みんなのこどもの町／小人町／集まれ子どもの森
A.N City ／日進ニコニコタウン／にっしんスマイルキッズシティ
happy town／ Liberty City

まる／ユーロ／Gd(ゴールド)／キッズ／ベル／プル／級／貝貝(かいかい)
コドル／ドコモ／need／エル

・まちの名前候補・

・通貨の単位候補・

キッズ コドル エルプレゼンテーションの様子

※二次元コードを読み込むと、各回の様子をまとめた
　CCNetの映像を見ることができます。

NISSINの「N」と「S」と「I」を使ったマーク。
第２回実行委員会では「エル」という読み方でしたが
話し合いの結果「エール」に変化しました。

小2
24%

小1
15%

小3
18%

小4
20%

小5
14%

小6
7%

中学生以上 2%

「子どものまち」一般的な参加者データ

エール通貨の
単位

を終えて・・・
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開場前の子ども実行委員と
学生サポーター。

1 参加者は、まちが開くまで、
並んで待ちます。

2
まちに入るとまず、まちの
説明やルールを学びます。

3

市民になったら、市民証と、
500エールを受け取ります。

4

レストランのメニューは
お店ごとの個性が
あふれています。

9

まちで働くためには、
ハローワークで
求人票をもらいます。

5

音楽を流したり
落とし物を
お知らせする
放送局があります。

6

各お店で
商品を考えてつくり、
販売をしています。7

実行委員が
手作りした
まちの
マップ

レストランでは
おいしい料理が
並びます。8

アレルギー対策、
感染症対策を徹底して
行いました。10

色紙を貼り合わせて
紫陽花をつくる
「紫陽花プロジェクト」も
行われていました。

11

終了後、
実行委員の
みんなで
記念撮影♪

12

当日の様子

エール

※エール＝「おいでよ！子どものまち」
　　　　　で使う通貨
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●つかれたけど楽しかった！●むずかしかったけど、楽し
かった！●ちょっとした短い人生といっても過言ではない
と思います。↑（気持ちが上がる）時と↓（下がる）時があった
という意味で

調  査  日：3/21
調査対象：実行委員45名（調査時に出席した者のみ）
質問「子どものまちってぶっちゃけどうだった？」

子どものまち本番が終了した 1か月後の
実行委員会最終回に、この 1年の振り返りを実施しました。
実行委員の振り返りシートから、この事業が子どもたちにとって
どのような機会・場となっているかを考えます。

実行委員
振り返りシート

1 調査期間：3/4～15
調査対象：小学 1年生～中学 3年生の当日参加者 405 名
回　　収：167 名（41.2％）
調査方法：web アンケート。当日参加者の保護者向けにメール配信・facebook にて周知。
　　　　　「お子さんと対話しながらご回答ください」という形で実施。

「おいでよ！子どものまち」の市民として参加したことにより、
子どもたちにどんな効果があったかを調査するため、
web アンケートを実施しました。

当日参加者
アンケート

2

他にも「私の１つの楽しみとしてやっていたので終わってしまって少しさびしいです。」とあるように、
この事業が子どもたちにとって、学校や家とはまた違う”居場所”となっていく可能性も感じることができました。

●実行委員会は毎回毎回作り上げていく感じがしてとても
楽しかったです！●準備がめちゃ大変で正直時間が足り
ないくらいだけど、めちゃくちゃ楽しいし、本番は一瞬で
すぎていった。達成感があるし、やってよかったなと思う。
もっとやりたかった。●日曜日の行く前、行きたくない
なーと思ったこともあったけど、行くとすごくたのしいと
思った時があった。

全てゼロから自分たちの力で
作っていく楽しさを感じられる場所

全体的に「楽しかった」というコメントが多いですが、イベント
のように短期的に " 楽しかった " というだけではなく、長期間
を通じて様々な試練を乗り越えた上での楽しさ、達成感が感じ
られたのではないか、と考えます。

●知らない子ばかりで最初はとても行きたくありません
でした。ですが、じぶんから話しかけたりして、うちとけて
いきました。●めちゃくちゃいい機会でした！実行委員に
なる前は自分から挑戦することがなかったけど、実行委員
になって、なんでも挑戦！いろいろな挑戦をするように
なった！すごく楽しかった !!（でも正直だるかった、つか
れた）●だんだんきんちょうが減っていった　コミュ力が
上がった　神　協力上手になれた

自分自身に変化がある場合も

学校や学年の違う人と何かを作り上げるにあたって、特に
コミュニケーションの大切さや、楽しさを感じているコメント
が多く見られます。また、子どものまちをへの参加を通じて、
コミュニケーションや人との協力に対する苦手意識が変化
したり、挑戦する気持ちが高まった子どもがいたことがわかり
ました。

●めちゃ楽しかったです。(学年的に) 今年で終わりなのが
ほんとーに残念。来年はボランティアとして参加できると
いいなと思っています。●今後も子どものまちやってくだ
さいね！おねがいします。●来年もぜひ参加したいです！

今後の可能性

この事業にまた参加したい実行委員が多く見られました。
また、中学3年生では、今後学生サポーターとして関わりたい等
のコメントもあり、この事業を通して、地域のジュニアリーダー
が育っていく可能性が感じられました。

全 9回の実行委員会を通じて” 自分たちの力でゼロから作り上
げることができた” という感覚や、様々な出来事を経験する中
で起きる喜怒哀楽や大変さを含めて、一つのことをやり遂げる
楽しさを感じる機会となったのではないかと考えられます。

実現に向けて、”うまくいかないこと”
”大変なこと”を乗り越えて達成感が
得られる場所

アンケートから見る子どものまち

子ども自身が行きたいと言ったから　　お友達に誘われたから
保護者が勧めたから　　日時の都合が良かったから (0%)

一人で参加した　　最初から友達と　　最初から兄弟・姉妹と
一人で参加したが、会場で友達と会って一緒に行動した

●はい・・・・・・・95.8% (160)
●いいえ・・・・・・4.2% (7)

●はい・・・・・・・55.7% (93)
●いいえ・・・・・・44.3% (74)

●はい・・・・・・・77.8% (130)
●いいえ・・・・・・22.2% (37)

1. 参加した理由 ２. 誰と参加したか

お店で店員さんとして働いた
お店でお客さんとして買い物をした

お店でお客さんとして遊んだ
食べ物を食べた
まちを歩き回った

人に話しかけることができた
新しい友達ができた

その他

94.6%(158)
83.8%(140)
74.0%(82)
63.4%(124)
73.1%(122)
17.4%(29)
14.4(24)
2.4%(4)

3. まちでどんなことができたか (複数回答可) 4. 次も参加したいか

5. 実行委員になりたいか

6. 実行委員をさせたいか(保護者向け)

7. 参加後の子どもの様子

8.”大人立入禁止“ついてのご意見・ご感想

■子どもの成長を感じた
もともと積極的な性格ではあります
が、ひと回り成長し、より自分の意思
をはっきり伝えられるようになった
なと感じます。まだ一年生なので
普段は親の目がある中で買い物を
していますが、子どもだけで物を
選んだりお金を払ったりという経験
が自信につながったようです。
（小学1年生の保護者）

大人が見ていると、大人の価値観で
アドバイスをしてしまい、結局は大人
の感じる良いものへ導いてしまうの
で、子ども達だけの空間はとても良い
と思いました。子どもたちにとっても、
大人立ち入り禁止という状況が自発
的に動けるきっかけになったようで
満足して帰ってきました。

“大人立ち入り禁止”の文言が反抗期の
小 1男子は魅力を感じたようで、達成感
と自信をつけて帰ってきました。

子どもだけでどういう風に動けるのか少し不安も
ありましたが、意外とちゃんと楽しめて貴重な体験が
できてよかったです。子どもも親も成長でき、とても
良い経験になりました。

子どもが不安にならないよう周りの方のフォローが
あるのか、事前に少しわかると安心できると思うの
で、もう少し詳しく知りたかったです。

今回一人参加になってしまって残念で
したがいつも誰かと一緒じゃなくて
自分の考えで動くことができてそれも
大切な経験と思いました。

■次回に繋がる言葉があった
とても楽しんだ様子で帰って
きました。どのようにお金を得て、
使うのかということを理解でき
たと思います。ぜひ来年も参加
したいと言っていました。また
運営する側にも興味を持ったよう
で、実行委員として活動したい
意思がありました。
（小学５年生の保護者）

■社会の仕組みを何となく感じた
働き、対価を得て、食事をしたり
買い物をしたりするという流れを
楽しみながら学べたようです。
自分の欲しいものを購入する喜び
より、自分が作り出した物を
買ってもらえるという喜びが大
きかったようです。
（小学3年生の保護者）

本事業は「大人立入禁止」としており、保護者は入ることができません。まちの中での動き方は、子ども本人に全て委ねられています。
いつ、どこで、どのくらいの時間働くのか、どんな商品をどのくらい買うのか、この後は何をするのか、いつまでまちにいるのか、どうしたら
自分は楽しいのか。「まち」という変化していく生ものの中で、その都度、自分で考え、判断していかなければなりません。初めての経験の
中で、失敗や後悔が残ることもあります。でも何かを「自分で決める」という楽しさを感じたからこそ、多くの子どもたちが「また参加した
い」と答えてくれたのではないかと思います。またここでの失敗や後悔が、次への糧となっていく可能性も感じることができました。

0% 50% 100%

人が多すぎて何もできなかった
幼稚園の頃の友達に会えてうれしかった
お金の計算ができた
初めてカフェオレを飲んでみたら美味しかった

69.5%
(116)

14.4%
(24)

16.1%
(27)

●子どもだけで行動する経験が
　本人に多様な刺激を与える。
　成長、自信などに繋がる。
●失敗やうまくいかなかったことを、
　自分なりに乗り越えようとする。
●一度体験したことで、
　自分だったら、と想像力や意欲を
　働かせる機会になる。

参加後の子どもの様子から考える
本事業の子どもへの影響。

38.8%
(66)

25.7%
(43)

14.3%
(24)

20.4%
(34)
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■広報

協賛

「約１年間の実行委員会を通して、お子さんに変化や成長を感じたことはありますか？
また、実行委員会に参加させて良かった、と思うことはありますか？」という問いに対する回答。

実行委員の保護者より

学生サポーターより

(大学1年生 )

自分は、ボランティア活動に関わらせて頂くことが初めて
でしたが、子どものまちに携わることができ、本当に幸せ
でした。実行委員会を重ねて、子どものワクワクがどんどん
実現していく姿、当日は参加者の子どもたちの誘導や
サポートをしてあげている姿、なによりも、みんなのことを
思いやりながら、自分の夢にキラキラしている瞳が本当に
素敵でした。子どものまちに参加できて、自分の中で子ども
と関わることがより大好きになりました !!

( 高校1年生 )

ボランティアに参加して、実行委員会では、実行委員の発想力
に驚きました。また、みんなとても発言していて、自分の意見
をしっかり持っていて、えらいなと思いました。本番では、
いろいろとハプニングがあったりして、大変でしたが、自分の
やるべき事をしっかりできていたのではないかと思います。
また、おいでよ！子どものまちのボランティアとして参加
したいです。

(大学4年生 )

子どもが考えたことを実現できる場である「子どものまち」
に魅力を感じ、ボランティアとして参加させて頂きました。
ボランティアとして実行委員会に 2 回参加しましたが、
子どもによって発想するのに時間がかかったり、試行錯誤
しながらものづくりをしていたりする様子を見て、子どもの
実態を知ることができました。本番では、皆思い思いの自分
の店を開くことができていて、自分の考えたことが実現でき
たこの経験は、子どもにとって自信に繋がる宝物になったと
思います。私は来年から教員になりますが、ここでの経験を
生かしていきたいと思います。

(高校2年生 )

私が子ども（小1～中3）のときに参加してみたかったです。
積極性を伸ばすことができる企画だと思います。学校規模で
総合の時間とかにならできそうだと思います。

世の中のしくみを大まかに理解できた
のではないかと思います。また、実行委員
会での話し合いの中で、仲間と意見を
出し合うことの大切さを感じたよう
です。これは学校生活のなかでも、相手
の意見やアイデアを聞き、そこから学ぶ
ことがたくさんあると改めて気づき、
今まで以上に大切にできるように
なったようです。

意見を言っても絶対に否定しない、という
スタンスがあるので、以前よりも、いろ
いろと意見を発することができるよう
になった気がします。

大人（親）が全く関わらない中で、子ども
同士で協力し、試行錯誤している姿に
成長を感じました。また、心から楽しん
でいる様子を見て、毎回安心して送り
出すことができました。

当日に向けて、子どもだけで話し合って、
準備して、行動に移せたのは良かった
と思います。社会がいろいろな人たち
が関わって成り立っていること、働く
ことが大変だということ、楽しいとい
うことが少しでも体感できたのではと
思います。

１つの学区だけではなく、他の学校の
生徒や学生さんとの交流があり、友達
が増え、引っ越してきてちょうどこの
イベントがあったので、自分の居場所
のような場を見つけ、前向きに取り組
めました。交流があったことで、この町
でも楽しめると気持ちが変わったこと
が何より嬉しいことでした。

関わった大人の感想

■学生サポーター ( 敬称略・順不同 )

■ファシリテーター

■ ソフトバンク株式会社・・・iPadの貸与
■ 興亜商事株式会社・・・・・板ダンボールの提供

実行委員募集チラシ
・市内小中学校で対象学年の全児童・生徒に配布
・市内公共施設に設置

中日新聞 (令和3年3月1日朝刊)
・本番の様子を伝える記事を掲載

CCNet
・実行委員会の全回及び、本番の様子を放映

　

放課後子ども教室
「日進市未来をつくる子ども条例」の啓発月間に
本事業の PRを兼ねたワークショップを開催。
・北小学校 (令和2年11月19日)
・香久山小学校 (令和2年11月26日)

当日参加者募集チラシ
・市内小中学校で全児童・生徒に配布
・市内公共施設に設置

にっしん educa+

杉戸 灯
篠原 彩花
西野 彩里
 東　一葉

加藤 愛唯
中野 亜美
河合 真梨子
早川 朋花

前田 秋穂
岩間 寧々
小坂 京花
坪井 愛佳

石黒 海里
柴田 美紅
蟹江 哲太郎
曽根 桜

その他、
日進市の広報誌でも告知。

「大人は立入禁止」というコンセプトをご理解いただき、
子どもたちが自ら考え、判断し、試行錯誤しながら歩んでいく姿を
温かく見守ってくださった、保護者の皆様・協賛企業をはじめとする

多くの方々に、心より感謝申し上げます。

( 黒田忠晃 / 井上晴子 / 田中陸都 / 井上創太 / 黒田麻衣子 )

西野 鈴菜
七野 友紀
青山 紗也
石原 舞子

梅村 美玲萌
大原 璃子
 盛   祐実
杉浦 絢音

平松 憲輔
坂井 理乃
廣田 花音
戸松 寧々

10 11


