ビジョンフォーラム

健康福祉フォーラム

日時・場所
○平成 29 年７月２日（日） 午後２時～午後４時
○学園都市センター イベントホール

中学生ワークショップの経過
平成 29 年６月９日（金） 八王子市立宮上中学校
▷テーマ「健康でいるために」
情報交換

健康に関わる学校での取組紹介

グループ討議 ①私たちがイメージする健康とは
②健康でなければいけないのか、なぜ健康でいたいのか
③健康でいるために、自分ができること、誰かと一緒にできること
グループ発表及び全体討議

検討の様子

当日の様子

【参加者】
由木中学校：天沼 みなみ・菊田 利理愛

松が谷中学校：石坂 茉悠・那波 拓登

中山中学校：山下 真人・吉村 修秀

南大沢中学校：宮本 拓海・渡邊 陸斗

宮上中学校：有本 知紘・菅澤 ふうが

別所中学校：鈴木 桜・竹家 桜海

上柚木中学校：原子 隼乃介・潘 紫萱・前 明里
松木中学校：小川 一歩

106

鑓水中学校：落合 竜馬・早崎 聖菜

ビジョンフォーラム

スポーツ推進フォーラム

日時・場所
○平成 29 年８月 19 日（土） 午後２時～午後４時
○八王子市芸術文化会館「いちょうホール」 大ホール

中学生ワークショップの経過
平成 29 年７月７日（金） 八王子市役所
▷テーマ「スポーツの魅力」
意見交換
グループ討議

「自分がじかに感じる」「みんなと感じる」「みんなで感じる」の３つの視点での意見交換
①スポーツの魅力とは
②どうすれば、多くの人たちにスポーツの魅力を感じてもらえるか、スポーツの魅力を共有できるのか

グループ発表及び全体討議

検討の様子

当日の様子

【参加者】
第二中学校：佐藤 隼也・畝本 琴海

元八王子中学校：井上 心悠・木村 将成

四谷中学校：守谷 洋輝・外舘 咲也

横川中学校：田中 咲衣菜・川口 稜生

城山中学校：野村 一倖・八髙 彩香

川口中学校：峯岸 美結・三科 駿太郎

楢原中学校：大柴 光樹・山本 果歩
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ビジョンフォーラム

生涯学習フォーラム

日時・場所
○平成 29 年８月 20 日（日） 午後２時～午後４時
○学園都市センター イベントホール

中学生ワークショップの経過
平成 29 年７月 18 日（火）、７月 29 日（土） 東京純心女子中学校
▷テーマ「未来につなぐ『生涯学習』への提言」
「女性が輝くキャリア教育」で自分たちの生き方について学習した内容をもとにワークショップを実施
意見交換

①テニスプレーヤーである伊達公子さんの人生をもとにした「自分らしい生き方」について
②「私たちの考える生涯学習」について
③「生涯学び続けるために必要なこと」について

全体まとめ

検討の様子

当日の様子

【参加者】
東京純心女子中学校：金子 梨那・久保田 凪・角 和奏・立石 菜々子
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ビジョンフォーラム

みどりのまちづくりフォーラム

日時・場所
○平成 29 年９月 17 日（日） 午後２時～午後４時
○八王子市富士森体育館 主競技場

中学生ワークショップの経過
平成 29 年９月２日（土） 八王子市立いずみの森小中学校（第三中学校）
▷テーマ「公園を生かしたまちづくり」
情報交換

おすすめの公園、印象に残っている公園の紹介

グループ討議 ①八王子の公園をよくするためには
②どのような公園が必要か
グループ発表及び全体討議

検討の様子

当日の様子

【参加者】
第一中学校：斉藤 豊作・川岸 大悟

第三中学校：飯田 和奏・髙橋 颯太

第四中学校：澁谷 侑正・田中 くるみ

第五中学校：河野 真幸・菅 優華

ひよどり山中学校：遠藤 旭飛・佐賀 俊太
石川中学校：渡辺 明夢・神 栞凪

加住中学校：仮谷 星汰・石田 妃茉莉

打越中学校：草野 駿甫・後藤 翠
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ビジョンフォーラム

生活文化創造都市フォーラム

日時・場所
○平成 29 年 10 月５日（木） 午後３時～午後６時
○学園都市センター イベントホール

中学生ワークショップの経過
平成 29 年７月 27 日（木） 八王子市立第七中学校
▷テーマ「八王子の産業
講 義

未来への期待」

産業とは何か

グループ討議 ①自分と産業との関係について
②自分が働いてみたい産業、革命を起こしてみたい産業とは
③自分が暮らす「八王子」という地域をよりよいまちにしていくためにできること
全体まとめ

検討の様子

当日の様子

【参加者】
第七中学校：前原 一輝・荻野 汐里・伊藤 葉弥・小島 陽・田川 昴輝
坂口 沙与里・半澤 凌威・岡部 巧飛・徳岡 祐奈・吉原 聖哉
石鍋 龍我・長嶋 茉那
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ビジョンフォーラム

文化芸術フォーラム

日時・場所
○平成 29 年 10 月 15 日（日） 午後５時～午後７時
○八王子市芸術文化会館「いちょうホール」 小ホール

中学生ワークショップの経過
平成 29 年８月～９月 合計３回 八王子市立甲ノ原中学校
▷テーマ「より多くの人に文化芸術を楽しんでもらうためには何をしたらよいか」
情報交換

甲ノ原中学校の取組の確認

グループ討議 ①文化芸術とは何か
②文化芸術の魅力とは何か
③文化芸術を多くの人に楽しんでもらうためには
全体まとめ

検討の様子

当日の様子

【参加者】
甲ノ原中学校：塩野 遥・小湊 咲・齋藤 彩花
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ビジョンフォーラム

安全安心フォーラム

日時・場所
○平成 29 年 11 月 12 日（日） 午後１時 30 分～午後３時 30 分
○八王子市芸術文化会館「いちょうホール」 大ホール

中学生ワークショップの経過
平成 29 年８月 30 日（水） 八王子市立第六中学校
９月 ５日（火） 八王子市立恩方中学校
▷テーマ「災害への備えとしてできること」
グループ討議 ①地域防災訓練から何を感じたか
②災害が起こったら自分の住む地域はどのような状況になるか
③災害からまちを守り、災害に強いまちにするために中学生としてできることとは
グループ発表及び全体討議

検討の様子

当日の様子

【参加者】
第六中学校：西下 怜音・麻生 彩音
山内 透・新福 桜菜
江原 匡騎・会津 あかり
木口屋 和人・荻原 幸水
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恩方中学校：近藤
植松
落合
塚田

和・山本 喜雅
渓太・丸山 晶
莉愛・篠原 尚貴
紗菜

ビジョンフォーラム

歴史伝統フォーラム

日時・場所
○平成 29 年 11 月 25 日（土） 午後２時～午後５時
○八王子市生涯学習センター クリエイトホール

中学生ワークショップの経過
平成 29 年 10 月 21 日（土） 八王子市生涯学習センター クリエイトホール
▷テーマ「歴史・伝統を次の１００年へ」
情報交換

八王子の歴史で興味のある出来事の紹介

グループ討議 ①市外の人に伝えたい八王子の歴史・伝統の魅力とは
②八王子の歴史・伝統を次の世代につなげていくための方法とは
グループ発表及び全体討議

検討の様子

当日の様子

【参加者】
横山中学校：島田
由井中学校：久保
七国中学校：網野
陵南中学校：砂本

怜・市川 功輔
征太郎・川越 啓斗・皆本 拓希
美桜・伊藤 彩瀬
璃央子・廣瀬 陽菜

みなみ野中学校：石橋 力・清重 太智
浅川中学校：森田 龍之介・後藤 真彩
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子どもミライフォーラム
日時・場所
○平成 30 年 2 月 4 日（日） 午後１時～午後３時１５分
○八王子市芸術文化会館 「いちょうホール」 大ホール

子ども☆ミライ会議の経過
平成 29 年 7 月 23 日（日） 第 1 回ワークショップ
▷「私が描く未来の八王子」についてのイメージや意見についてグループワーク
8 月 27 日（日） 第 2 回ワークショップ
▷「私が描く未来の八王子」についての意見を 5 つのテーマにグループ化
11 月 26 日（日） 提言づくり作業部会
▷ミライへの提言「八王子は私たちがつくるまち」（仮案）の作成
平成 30 年 1 月 28 日（日） 第 3 回ワークショップ
▷提言名称の決定と発表用パネルの作成

検討の様子

参加者（子ども大使）
秋山 倖輝（小 5）市川 みさ（小 5）吉良 永姫（小 5）小池 太郎（小 5）
田倉 歩佳（小 5）中村 優吾（小 5）並木 遥（小 5）渡邉 優乃（小 5）
岡田 昇汰（小 6）菅原 朝霧（中 1）鈴木 駿介（中 1）堀田 修平（中 1）
天野 奈津子（高 1）五十嵐 春菜（高 1）守屋 友希（高 1）
加藤 匠（高 2）山本 創太（高 3）
参加者（学生リーダー）
工藤 壮一郎 濱田 翔太 針谷 広己 毛利 太一 山中 美幸
山本 郁矢

当日の様子
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