一般財団法人 三菱みらい育成財団
2021 年度 事業報告書
第３期
（2021 年 4 月１日～2022 年 3 月 31 日）

I. 事業の状況
助成事業開始 2 年目を迎え、カテゴリー４、５を追加して以下のとおり公募を行うとと
もに、プラットフォーム事業として助成先同士の交流会の開催、成果発表会（表彰式）
やシンポジウムの開催、教育関係メディアへの広告出稿等を実施した。
１．2021 年度の助成の実施
（１）心のエンジンを駆動させる教育プログラム
自分自身で目標を設定して、それに対するソリューションを生み出し、それに向け
て行動できるような主体性のある人たちを育てるプログラムへの助成。
A．カテゴリー1：高等学校等が学校現場で実施するプログラム
20 年度同様に主として応募が少ない都府県の教育委員会・校長会会長を回り、
校長会等の場で助成事業について説明を実施するとともに、教育関係の新聞・
雑誌媒体に出稿を行った。その結果、応募総数は 124 件に上り、選考委員に
よる書類審査、面接を経て次のとおり助成を決定した。20 年度と合わせ採択
都道府県数は 38 に大幅に拡充するとともに、進学重点校から実業高校まで
様々な高校が助成を受けることとなった。
《継続助成先》件数 50 件

金額 87 百万円

《新規助成先》件数 55 件

金額 95 百万円

B．カテゴリー2：教育事業者等が行うより先進的･特徴的･効果的なプログラム
このカテゴリーについては、20 年度同様に助成財団センターのホームページ
への掲載、教育系新聞への広告掲載、有力候補と思われる団体への事前の訪
問を実施した結果、応募総数は 92 件となった。日本 NPO センターの協力も
得て各 NPO の団体概要・規模等を確認し、助成事業をしっかり実行できる団
体等を抽出した上、選考委員による選考を経て次のとおり助成を決定した。
《継続助成先》件数 10 件

金額 66 百万円

《新規助成先》件数 9 件

金額 62 百万円

（２）カテゴリー３：卓越した能力をもつ人材を早期に発掘・育成する先端･異能発掘・
育成プログラム
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高校生段階での先端・異能人材を発掘するとなると科学技術系の領域が一番
イメージされたため、20 年度に訪問したいくつかの旧帝大にコンタクトを取
る等の活動の中、応募総数は 12 件となり次のとおり助成を決定した。
《継続助成先》件数 5 件 金額 71 百万円
《新規助成先》件数 3 件 金額 42 百万円
（３）カテゴリー４：２１世紀型教養教育プログラム
21 年度は、新たに大学１、２年生向け教育プログラムとして「21 世紀型教養
教育プログラム」を実施する大学等に助成を行うこととした。事前に 24 大学
にヒヤリングを実施したところ、いずれの大学でも教養教育プログラムとし
て人文、社会、自然科学に関する講義を実施しているものの、一方的な講義
形式が多いこと、所謂「ものの見方・考え方の素養」という点では講義内容
がマッチしていないこと、素養として身に付くためには Discussion をしなが
ら自ら考えるプロセスが重要と考えていること等が判明したが、この「少人
数対話型」を取り入れている大学はそれほど多くないというのが現状である。
外部講師費用や TA 費用を大学が捻出できない状況であることがその一因に
なっていることも分かった。これらの「21 世紀に生きる上で必要なものの見
方・考え方の素養」に繋がる内容であることを条件に、付加的費用を賄うべ
く助成を行うことが有効と考え、
「21 世紀型教養教育プログラム」として公
募を行うこととなった。ヒヤリングを行った 24 大学には公募についての案
内を送り、加えて 110 程度の大学に募集案内を送付した結果、44 件の応募が
あり 10 件を採択した。
《新規助成先》件数 10 件

金額 45 百万円

（４）カテゴリー５：主体的、協働的な学習を実践できる高校教員養成・指導者養成
プログラム
カテゴリー１との関連であるが、高校にとって探究学習は新しいカリキュラ
ムであり、これを定着させるためにはプログラムを企画・運営できる教員の
養成が急務である。しかしながら、体系だった教員養成プログラムはまだ無
い状況であったため、教員養成系の大学や教育事業者の教員養成プログラム
に助成を行うこととした。取組としては、教員養成大学等が行う取組(A)と教
育事業者が行う取組(B)に分けて公募を行うこととし、特に(A)について主た
る教職大学院を持つ教員養成系の 13 大学に公募のチラシを送付した結果、
(A)(B)合わせて 16 件の応募があり、(A)で 1 件、(B)で 2 件（1 件は条件付き）
採択した。
《新規助成先(Ａ）
》
：件数 1 件 金額 40 百万円
《新規助成先(Ｂ）
》
：件数 2 件 金額 18 百万円
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上記の各カテゴリー毎の助成先の一覧は、5 頁～10 頁に記載のとおりである。
21 年度についても 20 年度同様コロナ禍の中での助成開始ではあったが、各カテゴリ
ーにおいて、コロナ終息を見据えて想定していた国内への研修旅行や、生徒をリアル
で集めての大会開催等も年末からのオミクロン株の猛威により取り止めとなる状況
であった。また、外部講師として大学教授等を招聘して指導をして貰う等の計画もオ
ンラインでの指導に切り替える等、計画の見直しを余儀なくされたものの、可能な範
囲で各団体ともにプログラムを運営していた。
２．プラットフォーム事業の実施
（１）担当者交流会の実施
20 年度より実施していた担当者交流会を 21 年度も計 3 回オンラインで開催し、
交流を図った。交流会の目的は仲間づくりと知見の共有であるが、
「学びづくり」
「組織づくり」をテーマに助成先の事例等も共有し、参加者からは好評である。
参加者同士が直接交流会を行う等の動きも出てきており、今後もテーマを変えて
継続的に開催することとしたい。
（２）成果発表会及び表彰式の開催
2021 年 8 月には各助成団体に成果内容についての 8 分動画を作成願い、オンラ
イン上で成果発表会を開催。同年 9 月には各カテゴリー毎のグランプリ、準グラ
ンプリ、特別賞、ベストプレゼンテーション賞等の表彰式を実施するとともに、
平野理事長、選考委員長である鈴木寛氏（東京大学教授、慶応義塾大学教授）、小室叔恵
氏（(株)ワーク・ライフバランス代表取締役社長）による鼎談を開催した。
（3）シンポジウムの開催
2021 年 12 月には「令和の高校教育を考える」をテーマにシンポジウムを開催し
た。平野理事長の挨拶の後、荒瀬克己氏（独立行政法人教職員支援機構理事長）による基
調講演、藤田常務理事による助成先訪問を通じて見えてきた Good Practice の
ポイント紹介を行い、鈴木寛氏をモデレーターに笹のぶえ氏（全国普通科高等学校長
会事務局長）、進藤修一氏（大阪大学副学長）、今村久美氏（認定 NPO 法人カタリバ代表理
事）
、菅沼尚氏（長野市立長野高校校長）によるパネルディスカッションを開催した。
《上記役職名は 2022 年 3 月 31 日現在》

（4）広報、PR
教育系メディアである「月刊高校教育」「日本教育新聞」「キャリアガイダンス」
に定期的に広告を出稿し、助成先の活動を紹介するとともに、シンポジウムや助
成公募の案内を行った。また、日経ビジネスや読売中高生新聞に記事広告を掲載。
「カレッジマネジメント」や読売新聞には記事として取り上げて貰った。
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３．2022 年度助成案件募集について
[ 2022 年 2 月 5 日公募開始。募集締切は 2022 年 4 月 4 日。]
（１）カテゴリー１・２について
昨年度同様の内容で公募を開始。カテゴリー1 については、昨年度助成案件の無か
った各県の教育委員会や各県の校長会会長を務める校長を訪問或いは連絡を行い、
県下各校への周知につき依頼を行った。カテゴリー2 については、昨年度残念なが
ら落選はしたものの今回の候補になり得る先に個別訪問を実施した。
《カテゴリー1》 50 件程度

90 百万円を想定

《カテゴリー2》 10 件程度

70 百万円を想定

（２）カテゴリー３について
21 年度の公募状況を勘案するに高校生向け科学技術系プログラムだけでは案件の
枯渇が想定されるため、
「大学 1，2 年生向けアントレプレナーシップ教育プログラ
ム」も新たに対象に加えることとした。
５件程度 70 百万円を想定
（３）カテゴリー４について
21 年度と同様に 120 程度の大学の基盤教育関連組織向けに DM を送付した。
10 件程度

45 百万円を想定

（４）カテゴリー５について
21 年度は教職大学院を持つ大学向けのＡプログラムと教育事業者等が行うＢプロ
グラムを公募したが、22 年度はＢプログラムのみ公募することとした。
2 件程度

20 百万円を想定
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２０２１年度 三菱みらい育成財団助成先一覧
《組織名は 2022 年 3 月 31 日現在》

【カテゴリー１】
年度

組織名

2021

北海道鵡川高等学校

むかわ学プロジェクト

教育プログラム名

1,990,876 円

2021

岩手県立高田高等学校

T×ACTION

1,954,311 円

2021

岩手県立盛岡第一高等学校

「M 探」Plus Science and English

1,463,774 円

2020

宮城県仙台二華高等学校

北上川/東北地方、メコン川/東南アジアをフィールドとした世界の
水問題解決のための取り組み

2,000,000 円

2020

宮城県仙台南高等学校

公孫樹プログラム

2020

宮城県宮城第一高等学校

オール宮城で育てる未来を拓くグローバル人材の育成

2021

宮城県宮城野高等学校

自他の「しあわせ」のための「未来デザイン力」育成プログラム

603,176 円

2021

宮城県仙台第二高等学校

課題研究Ⅱ～ 仙台二高 北陵グローバルゼミ～

739,866 円

2021

宮城県南郷高等学校

地域支援活動「とどけよう 花と笑顔と 南郷魂」ボランティア活
動を通じて地域に貢献し、学び楽しみ続ける生徒を育成するプログ
ラム

989,541 円

2021

宮城県気仙沼高等学校

海を素材とするグローバルリテラシー育成～世界を舞台に活躍する
スケールの大きな人材を目指して～

481,356 円

2020

福島県立葵高等学校

生徒の主体的に生きる力の育成 ～課題探究活動「葵ゼミ」をとお
して～

1,542,919 円

2021

福島県立磐城高等学校

地域トップリーダー育成のための探究プログラム

2020

国立高等専門学校機構 小山工業
高等専門学校

SDGs にアプローチする学年進行探求型 STEAM 教育を基盤とした
未来実装型スーパーリカレント教育プログラム

2020

栃木県立宇都宮高等学校

課題研究Ⅰ・課題研究Ⅱ

2021

栃木県立佐野高等学校

Sano グローカル構想 田中正造型グローカルリーダーの育成

1,984,114 円

2021

栃木県立足利清風高等学校

「学び楽しむ」～学びの主役は君たちだ～

1,000,000 円

2021

栃木県立宇都宮女子高等学校

キャリア形成に資する探究活動

1,338,588 円

2020

群馬県立館林女子高等学校

館女の女性学 ～女性の生き方探究～

2,000,000 円

2020

高崎市立高崎経済大学附属高等
学校

ＴＳＵＢＡＳＡプロジェクト～高崎市と世界をつなぎ、地域に貢献
できる人材の育成～

1,889,062 円

2020

群馬県立高崎女子高等学校

「総合的な探究の時間」における，自己を見つめ，主体的・自律的
に取り組む課題研究

654,915 円

2020

筑波大学附属坂戸高等学校

高校生 Social Change Student 養成プログラム

2020

埼玉県立浦和高等学校

浦和高校「総合的な探究の時間」

1,864,735 円

2021

埼玉県立浦和第一女子高等学校

未来のための「女性学」探究プロジェクト～To the next stage of
our project based learning～

1,641,091 円

2020

東京都立五日市高等学校

課題解決能力の高い地域人を育成する「五日市メソッド」

2020

東京都立大泉高等学校

Quest & Creativity ―創造の泉を見つける―

1,910,860 円

2020

筑波大学附属高等学校

筑波スタディ～「伝統」 と 「連携」がひらく、社会 へむかう 探
究の扉

2,000,000 円

2020

東京都立成瀬高等学校

成瀬 BB！プロジェクト

1,921,660 円

2020

東京都立八王子東高等学校

世界と地域の協働により課題解決に挑む力の育成

1,996,251 円

2020

東京都立本所高等学校

「本所の探究～2030 年を見据えた挑戦～」SDGs を視野に入れ、自
分の興味関心のあることを探究していくプロセスを通して、自ら考
え行動し、自己の生き方在り方を見つめ、より良く社会を生き抜く
力を育てる探究学習

2020

東京都立三田高等学校

「知的探究イノベーター推進事業」

1,948,197 円

2020

私立武蔵高等学校中学校

総合的な探究の時間を利用した「自調自考のエンジン」を身に付け
させる多様なコース制による課題解決型学習

1,375,448 円

2020

東京都立両国高等学校

Bridge～世界に橋を架ける～

2,000,000 円
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実助成額

136,848 円
1,730,373 円

656,000 円
2,000,000 円
504,934 円

542,447 円

999,061 円

582,693 円

年度

組織名

教育プログラム名

実助成額

2021

千葉県立千葉東高等学校

「東雲（しののめ）探 Q プラン」による、幅広い視野をもつ自立的
探究者の育成

1,211,853 円

2021

千葉県立佐倉高等学校

未来の種を蒔く SAKURA PROJECT

2,000,000 円

2020

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校

MIDORI

1,186,719 円

2020

神奈川県立光陵高等学校

「心やさしき社会のリーダー」へ、光陵の伝統と SDGs のミックス
アップ！」

1,886,394 円

2021

横浜市立東高等学校

SDGs 未来都市横浜発 グローカルリーダーの育成～課題発見力・
課題解決力を身につけて未来を切り拓く～

1,244,636 円

2021

富山県立入善高等学校

NTS（入善ツーリズムスタディ）～参与観察的フィールドワークに
よる地域とともに考えるコミュニティ創造者の育成～

518,994 円

2021

石川県立輪島高等学校

「WAJI 活」半島の最先端から世界の最先端へ ①自律的・主体的に
問題解決できる力 ②創造に対し挑戦し、未来を切り拓く力を身に付
けるプログラム

2020

国立高等専門学校機構 福井工業
高等専門学校

創造プロジェクト教育による研究者・エンジニアへのステップフォ
ワード

2,000,000 円

2021

福井県立大野高等学校

持続可能なコミュニティ「D-Kompas」の構築～オール大野による
学校サポート体制を確立し、生徒の主体的学びを支援～

2,000,000 円

2021

福井県立羽水高等学校

地域に提案！

1,352,314 円

2021

山梨県立甲府西高校

IB の手法を基礎とした、「総合的な探究の時間」における課題研究
論文の作成

2,000,000 円

2020

長野市立長野高等学校

Will から始まる探究の土壌づくり～長野市立長野高校の実践から広
がる文化の醸成～

2,000,000 円

2020

長野県上伊那農業高等学校

チャレンジ「MIRAINA カンパニー」プロジェクト

2021

長野県松本県ケ丘高等学校

信州学からグローバル課題へ・探究を実践し続ける縣陵人を育てる
Kenryo Researchers Program

1,631,871 円

2021

岐阜県立斐太高等学校

斐高生が結ぶ地域と世界！～地域で考え世界とつながる、地域振興
プロジェクト！～

535,345 円

2021

岐阜県立岐阜高等学校

百折不撓・自彊不息の精神で目指せ！グローバルリーダー～岐高型
探究活動プログラムにより“清流の国ぎふ”から世界への飛翔する若
者の育成～

1,944,166 円

2020

国立大学法人 東海国立大学機構
名古屋大学教育学部附属中・高
等学校

「ハイブリッド」文理融合教育プログラム～知りたい・やりたい・
成し遂げたい～

2,000,000 円

2021

三重県立神戸高等学校

地域の未来を考え提案する探究活動「鈴鹿学」

1,380,834 円

2021

三重県立津西高等学校

夢を叶え、未来を紡ぐ「津西！探究 Education」～学校全体で取り
組む「探究学習」～

850,241 円

2020

京都府立鳥羽高等学校

「なぜ？」を問い、社会と関わる、社会に飛び出すグローバル・リ
ーダーの育成

1,216,223 円

2020

京都府立海洋高等学校

「高校生レストラン」を基盤とした地域創生

1,000,000 円

2020

京都府立城南菱創高等学校

菱創プロジェクト

1,873,326 円

2020

京都府立桂高等学校

段階的・総合的な KRP メソッドによる生涯にわたる探究者の育成

1,000,000 円

2020

京都府立園部高等学校

SONOBE Global Research Program

1,158,555 円

2020

京都府立丹後緑風高等学校 久美
浜学舎

「丹後知新」 ～“今”、紡ぐみらい～

1,000,000 円

2020

京都市立日吉ケ丘高等学校

「世界をつなぐ越境者」育成プログラム ～生徒も先生も世界に踏
み出そう～

2,000,000 円

2021

京都市立堀川高等学校

「よって、」と書けばいいわけじゃない。～論理的言語能力と将来
の学びに向かう心に火をつける～

1,498,451 円

RESEARCH
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PROJECT

0円

770,000 円

年度

組織名

教育プログラム名

実助成額

2021

京都市立西京高等学校

京都発！未来の教室がある学校をめざして～グローバルリーダーシ
ップの育成をめざしフィールドワークを軸とした探究プログラムの
構築～

1,926,833 円

2021

京都府立嵯峨野高等学校

コロナ禍でも可能な国際交流
～国際交流を通しての探究活動の活性化～

1,800,000 円

2020

大阪府立岸和田高等学校

知の三現改革プログラム

1,377,384 円

2020

大阪府立北野高等学校

六稜 Task Project （学術研究の基礎としての課題研究）

1,896,890 円

2020

大阪府立茨木高等学校

IBARAMA ～「自主自律の精神」に基づき、「高い志」と「枠を超
える知性」を育む～

1,864,920 円

2020

大阪府立生野高等学校

「ハングリーに学ぶ生徒」を育てるための、文系探究学習の指導と
評価

2,000,000 円

2020

大阪市立大阪ビジネスフロンテ
ィア高等学校

小高連携プロジェクト ～子どもお店バトル～ ～カンボジアの子
どもたちの夢を叶える一歩～

692,304 円

2021

大阪市立水都国際中学校・高等
学校

世界も地域も私も変わる”Suito Action Project for SDGs”

2021

大阪府立豊中高等学校

豊高型課題研究、“響学”プログラム～「ホンモノ」にふれ、「ココ
ロ」を響かせ、真に学ぶ～

2021

大阪府立住吉高等学校

「SUKI」を極めるプロジェクト SUKIPRO～あなたの「SUKI」が世
界を変える～

2,000,000 円

2020

国立高等専門学校機構 明石工業
高等専門学校

3 学年 4 学科横断型 工学実装教育プログラム

2,000,000 円

2021

兵庫県立御影高等学校

伸ばせ！「みかげ力」～外部連携を活かした生涯学び続ける生徒を
育てる探究活動～

1,955,306 円

2021

兵庫県立長田高等学校

一芸一才を活かして安全な未来都市づくりを担うアーバンクリエイ
ター育成方策の開発

1,812,326 円

2021

神戸市立神港橘高等学校

多層的探究過程と学びの土壌で実現する地域協働探究～正解(こた
え)のない課題(とい)に挑み続ける「地域の人財(たから)」～

1,993,589 円

2021

和歌山県立箕島高等学校

地球市民プロジェクト～みらいを変えるきっかけを～

1,000,000 円

2021

鳥取県立鳥取西高等学校

鳥取県、ラオスにおける水問題をテーマとする文理融合型探究学習

2,000,000 円

2021

島根県立松江農林高等学校

ご縁コンソーシアムから生まれる地域の人材育成～高校生と地域の
協働による地域課題解決型学習の深化を目指して～

2,000,000 円

2021

岡山学芸館高等学校

これからの社会を創造するグローカルリーダーシップの育成～社会
課題の解決に正面から立ち向かうユース層の育成を目指して～

2,000,000 円

2020

国立高等専門学校機構 呉工業高
等専門学校

インキュベーション教育プログラム

2,000,000 円

2021

広島市立舟入高等学校

広島、日本、世界へ届け！ 舟入の「問い」！～「問い」から始ま
り、「問い」で終わる舟入の「問い」立て探究～

2021

山口県立防府高等学校 佐波分校

徳地コンソーシアム

1,000,000 円

2020

徳島県立池田高等学校

対話による阿波池田シビックプライド探究プロジェクト

1,858,430 円

2020

国立高等専門学校機構 阿南工業
高等専門学校

電気技術イノベーション実習

1,000,000 円

2021

徳島県立城ノ内高等学校

エシカルの窓から世界へ～新しい価値を創造する～

2,000,000 円

2021

香川県立三木高等学校

Miki S.C.C Project (SDGs を軸に地域と連携した体験活動を取り入
れ、自らの学習目的を明確にし、主体的な学びに向かう 3 年間の生
徒育成を考えた学校改革プロジェクト)

2,000,000 円

2021

香川立高松西高等学校

西高発 COOL JAPAN!

2,000,000 円

2021

愛媛県立今治北高等学校 大三島
分校

大三島の地域文化遺産「大見神楽」の復活・伝承プロジェクト

2021

愛媛県立南宇和高等学校

愛南未来づくりプロジェクト～地域による、地域のための、地域の
学校を目指して～

2021

高知県立山田高等学校

よってたかって山高「探究」プログラム
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2,000,000 円
906,005 円

528,221 円

552,005 円
1,214,413 円
756,068 円

年度

組織名

教育プログラム名

実助成額

2020

福岡県立小倉高等学校

倉高

2020

福岡県立修猷館高等学校

Sure You Can プロジェクト

ONLY ONE 計画

2,000,000 円
1,340,892 円

2021

福岡県立春日高等学校

春日から Hasshin（発信ｘ発進）プロジェクト～グローバル＆グロ
ーカル人財の育成～

1,395,459 円

2021

佐賀県立佐賀農業高等学校

農業高校の専門性を活かしたグローカル・リーダーの育成～持続可
能な地域農業の実現に向けて～

859,112 円

2020

長崎県立諫早高等学校

「自立し未来を創造する人材育成」
早へ

630,997 円

2020

長崎県立長崎東高等学校

「ともによき世を創る」～世界の平和と共生を目指し、協働・共創
でイノベーションを～

1,330,962 円

2020

国立高等専門学校機構 佐世保工
業高等専門学校

国際的地域性を活かした英語の壁を乗り越える早期グローバルマイ
ンド育成プログラム

2,000,000 円

2020

長崎県立佐世保西高等学校

佐世保西校ふるさと創生大作戦～佐世保と世界と未来を結ぶイノベ
ーティブ人財育成～

977,234 円

2021

長崎県立上五島高等学校

進取（総合的な探究の時間）「若者が島の未来をつくる ～島の魅
力を島外へ、島の未来を私たちで～」

522,669 円

2020

国立高等専門学校機構 熊本高等
専門学校 熊本キャンパス

高専生の探究学習サイクルを起動する社会的課題解決型教育プログ
ラム

757,021 円

2020

国立高等専門学校機構 熊本高等
専門学校 八代キャンパス

新たな社会を創造する人材育成のためのリベラルアーツ教育プログ
ラム～生き方、学び方の設計と実践を促進する教育の構築と実践～

930,310 円

2021

熊本県立水俣高等学校

水俣と世界を「いのち」でつなぐみなまた MOYAIST(モヤイスト)の
養成～「発信」から「つなぐ」へ～

1,997,517 円

2021

熊本県立熊本高等学校

ワクワクロスリアリティフォーラム（WXR フォーラム）

2,000,000 円

2021

大分県立大分上野丘高等学校

SGS 未来創生「大空プロジェクト」

1,975,992 円

2021

宮崎県立宮崎東高等学校 定時制
夜間部

生徒が生きがいを感じるための探究活動

2021

宮崎県立都城西高等学校

都城西高校を拠点とした地域総ぐるみの次世代リーダーの育成

1,820,475 円

2021

鹿児島県立沖永良部高等学校

「沖高みらい探究プロジェクト」～持続可能な島づくりのために～

1,000,000 円

諫早から世界へ、世界から諫

カテゴリー１ 実助成額計

682,336 円

150,058,688 円

【カテゴリー２】
年度

組織名

教育プログラム名

実助成額

2020

一般社団法人 i.club

innovation GO ～高校生がオンラインで地域とつながる、全国を舞
台とした創造探究プログラム～

8,500,000 円

2020

NPO 法人 アスクネット

SPIRAL（Social Platform with Innovation,Relationship,Activation
and Learning）

8,000,000 円

2020

一般社団法人 ELAB

未来を描くプログラム

6,500,000 円

2020

NPO 法人 エティック

ワンダリングチャレンジ
ーション型探究学習～

2020

認定 NPO 法人 カタリバ

全国高校生マイプロジェクト AWARD オンライン Summit すべて
の高校生が地域・学校を超えた学びにアクセスするオンラインプロ
グラム

6,600,000 円

2021

学校法人 金沢工業大学

学都圏“いしかわ”創成～ラーニングストラテジーを学ぶ PBL コンペ
ティション～

4,415,692 円

2021

一般社団法人 Kizuna Across
Cultures

オンライン国際協働学習プログラム
ローバル・クラスメート・プラス）

5,072,731 円

2021

株式会社 教育と探求社

探究活動を実践に移し、社会実装する部活動プロジェクト
装部
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～3 人 1 組で挑み、競う、ゲーミフィケ

Global Classmates Plus（グ
社会実

5,500,000 円

6,817,182 円

年度

組織名

教育プログラム名

実助成額

2020

認定 NPO 法人 金融知力普及協
会

リアビズ Real Business ～高校生模擬起業グランプリ～

8,000,000 円

2020

認定 NPO 法人 グローカル人材
開発センター

Glocal Shift Programme～君が世界を変える、君の世界を変える～

7,890,000 円

2021

公益財団法人 国際高等研究所

IIAS 塾ジュニアセミナー「独立自尊の志」養成プログラム

6,280,000 円

2020

国立大学法人 滋賀大学

英国で開発された子ども向けマインドフルネス・プログラム”.b：ド
ットビー”の日本への導入

3,000,000 円

2021

認定 NPO 法人 育て上げネット

若者の孤立無業化予防のためのキャリア教育プログラム Life
Connection ライフコネクション

8,490,000 円

2021

一般財団法人 地域・教育魅力化
プラットフォーム

未来の地域・社会の牽引するグローカルリーダー探究実践プログラ
ム

6,270,464 円

2020

認定 NPO 法人 日本ファンドレ
イジング協会

高校生たちの社会貢献チャレンジ機械創出とコミュニティ化

6,000,000 円

2021

一般社団法人 未来キッズコンテ
ンツ総合研究所

競技会形式で最新の AI/ICT 関連技術を競う「シンギュラリティバト
ルクエスト」

8,000,000 円

2020

読売新聞東京本社 教育ネットワ
ーク事務局

高校生向け医療体験プログラム

2,701,354 円

2021

株式会社 rokuyou

地域企業と肝心（ちむぐくる）育む 公立高校むけ PBL プログラム

4,324,168 円

国立大学法人 和歌山大学

「子どもの遊び」で終わらない、宇宙へのチャレンジ実践プログラ
ム

7,295,470 円

2021

カテゴリー２ 実助成額計

119,657,061 円

【カテゴリー３】
年度

組織名

2020

一般社団法人 inochi 未来プロジ
ェクト

教育プログラム名
inochi Gakusei Innovator's Program 2020 (i - GIP)

10,000,000 円

2020

国立大学法人 大阪大学

大阪大学の教育研究力を活かした SEEDS プログラム～未来を導く
傑出した人材発掘と早期育成～

18,134,000 円

2020

加速キッチン合同会社
（旧 探Ｑ(東北大学)）

中高大・研究所による宇宙線観測活動コンソーシアム

2020

国立大学法人 筑波大学

未来を切り拓くフロントランナー育成プログラム・筑波大学 GFEST
（Global Front-runner in Engineering, Science & Technology)

13,547,793 円

2021

国立大学法人 東北大学

東北から世界へ みらい型「科学者の卵養成講座」～集え、異能な
高校生よ。創れ、未来の理想社会を～

16,055,615 円

2020

国立大学法人 東海国立大学機構
名古屋大学

名大みらい育成プロジェクト： 国際環境で地球規模の問題に挑戦す
る

17,735,301 円

2021

認定 NPO 法人 very50

Entrepreneurship in the Global Ground（EGG）

2021

国立大学法人 山形大学

山形大学発 IT 人材育成～シリコンバレー版スーパーエンジニアプロ
グラミングスクール～

カテゴリー３ 実助成額計
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実助成額

5,400,000 円

4,678,230 円
12,261,000 円

97,811,939 円

【カテゴリー４】
年度

組織名

教育プログラム名

2021

神田外語大学 グローバル・リベ
ラルアーツ学部

グローバル・チャレンジ・ターム

2,000,000 円

2021

国立大学法人 東北大学

挑創カレッジと学問論でつむぐ分野横断型リベラルアーツプログラ
ム

7,098,495 円

2021

清泉女子大学 文学部地球市民学
科

「グローバル・シティズンのための 101 のコンセプト」～VUCA 時
代におけるアクティブ地球市民育成ログラム～

600,000 円

2021

立命館大学 教養教育センター

学びのコミュニティ・オーガナイジングによる未来共創プログラム
～自由に生きるための知性を磨く～

4,920,814 円

2021

国立大学法人 新潟大学

新潟大学ダブルホーム～地域と共に創る「新たなふるさと」～

1,334,454 円

2021

上智大学 基盤教育センター

「基盤教育センター」構想－全学共通科目の見直しによる新しい教
養教育の実践

8,000,000 円

2021

国立大学法人 筑波大学 社会国
際学部

TSUKUBA 社会国際学初年次チュートリアルプログラム

2021

国立大学法人 大阪大学

「対話」で開く「学問への扉」 ～少人数セミナー型初年次導入科
目の挑戦～

6,200,000 円

2021

愛知県公立大学法人 愛知県立大
学

愛県大教養教育新カリキュラム：「県大世界あいち学」の始動

6,572,678 円

2021

関西学院大学 ハンズオンラーニ
ング・センター

多拠点型の高等教育 OS プログラム～ハンズオンラーニング・プロ
グラムの構築～

3,000,000 円

カテゴリー４ 実助成額計

実助成額

768,024 円

40,494,465 円

【カテゴリー５】
年度

組織名

教育プログラム名

実助成額

2021

国立大学法人 東京学芸大学
次世代教育研究推進機構

高等学校における授業及び教師教育モデルの開発・普及プロジェク
ト

2021

一般社団法人 ティーチャーズ・
イニシアティブ

「主体的・協働的な学び」を実践する教員養成のための指導主事
（教員）研修

8,718,248 円

2021

株式会社 a.school（エイスクー
ル）

探究ファシリテーター講座

8,500,000 円

カテゴリー５ 実助成額計
実助成額合計（カテゴリー１～５）

《2021 年度選考委員》
委員長

鈴木 寛（東京大学教授、慶應義塾大学教授）

委員（カテゴリー１）

6名

委員（カテゴリー２）

3名

委員（カテゴリー３）

3名

委員（カテゴリー４）

2名

委員（カテゴリー５）

2名
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38,575,583 円

55,793,831 円
463,815,984 円

II. 処務の概要
１．役員等に関する事項
(1) 理事・監事
役 職

氏

理事(理事長)

平野 信行

理事(常務理事)

名

職

名

㈱三菱 UFJ 銀行 特別顧問

藤田 潔

理 事

赤堀 侃司

東京工業大学 名誉教授

理 事

木村 千章

三菱重工業㈱ 執行役員

理 事

長澤 光太郎

㈱三菱総合研究所 専務執行役員

理 事

坂東 眞理子

理 事

藤原 謙

昭和女子大学 理事長・総長
㈱三菱ケミカルホールディングス
取締役執行役常務

理 事

増田 邦昭

三菱電機㈱ 取締役常務執行役

理 事

渡邉 肇

監 事

三宅 茂久

公益財団法人三菱財団 常務理事
税理士法人山田＆パートナーズ
統括代表社員

（職名等 2022 年 3 月 31 日現在）
(2) 評議員
役 職

氏 名

職 名
独立行政法人日本学術振興会 顧問
（元 慶應義塾長）

評議員

安西 祐一郎

評議員

島村 琢哉

AGC㈱ 取締役会長

評議員

杉山 博孝

三菱地所㈱ 取締役会長

評議員

田中 愛治

早稲田大学 総長

評議員

田中 優子

法政大学名誉教授（前 法政大学総長）

評議員

永野 毅

東京海上ホールディングス㈱ 取締役会長

評議員

松本 紘

国立研究開発法人理化学研究所 理事長

評議員

栁井 秀朗

三菱金曜会事務局長

（職名等 2022 年 3 月 31 日現在）

(3) 役員等の異動
役 職 等
理事の退任
理事の就任(新任)
評議員の就任(新任)

氏 名
原田 真治
三島 正彦
木村 千章
増田 邦昭
田中 愛治

年 月 日
2021 年 6 月 30 日
2021 年 6 月 30 日
2021 年 6 月 30 日
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備

考

任期満了による

２．役員会等に関する事項（理事会、評議員会）
(1) 理事会
開催年月日
回号
2021 年 6 月 8 日
第１回

議

事

事

項

・
［報告］2020 年度事業報告並びに理事長、常務理事の
職務の執行状況の報告
・2020 年度決算関係書類承認の件
・2021 年度新規助成対象先について
・2021 年度第１回評議員会招集の決議
・アドバイザリーボード委員の選任
・規程「理事会運営規則」の見直し
・
［報告］2020 年度第 4 回理事会の追加ご説明事項
・
［報告］2020 年度の振り返りと今後の助成事業・プラ
ットフォーム事業について

結

果
－

承認可決
承認可決
承認可決
承認可決
承認可決
－
－

2021 年 7 月 9 日
第２回

・理事長の選定の件
・常務理事の選定の件

承認可決
承認可決

2021 年 12 月 13 日
第３回

・2022 年度募集要項(概要)の件
・理系女子応援プログラム（仮称）実施の方針伺い
・選考委員の選任に関わる理事長への一任の件
・
［報告］アドバイザリーボードの選任のご報告および
第５回アドバイザリーボード会議の開催報告
・
［報告］
2021 年度のプラットフォーム事業の実施状況、
2022 年度に向けた活動に関するご説明

承認可決
承認可決
承認可決
－

・2022 年度継続助成に関わる件
・2022 年度予算承認に関わる件
・
【新設】理工系（STEAM）女性応援プログラムの実施
に関わる件
・
［報告］選考委員の選任のご報告
・
［報告］三菱グループ各社における 助成先高等学校
へのプログラム協力
・
［報告］気づき（発信）～書籍の出版に関わる件

承認可決
承認可決
承認可決

2022 年 3 月 30 日
第４回

－

－
－
－

(2) 評議員会
開催年月日
回号
2021 年 6 月 30 日
第１回

議

事

事

項

・
［報告］2020 年度事業報告書報告の件
・2020 年度決算関係書類承認の件
・
［報告］理事の任期満了による退任
・理事の再任および新規選任
・評議員１名の新規選任
・
［報告］2021 年度助成対象先について
・
［協議］2021 年度 助成事業に関わる件
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結

果

－
承認可決
－
承認可決
承認可決
－
－

３．監査に関する契約
項

目

内

容

締結日

2021 年 10 月 31 日

締結先

有限責任監査法人トーマツ

期

2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日

間

４．寄付金に関する事項
2021 年度に三菱重工業株式会社をはじめ計 25 社より、計 1,010 百万円の寄付
金を頂いた。

III. 事業報告の附属明細書
2021 年度事業報告（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）には、
「一般社
団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第 3 項に規定する附属明
細書「事業方向の内容を補足する重要な事項」として記載すべきことはない。

以
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上

