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令和4年度大分県STEAM教育推進事業について

THINK TO ACTION

大分県では、令和3年度から先端科学技術分野等で幅広く活躍できる次世代人材を育成するために
「大
分県STEAM教育（次世代人材育成）推進事業」
をスタートしました。
2年目となる今年は、皆さんにさらにSTEAM教育を体感してもらえる多様なプログラムを実施いたします。
STEAM教育を通じて、分野横断的な視点で社会の課題を解決するスキルを身につけ、大分の未来につい
て考えてみましょう。

大分県のSTEAM教育は、2022年から次のフェーズへ進みます。
意識を変えれば、行動が変わり、行動が変われば、人生が変わります。
STEAM教育は、大分県で学ぶすべての学生の将来を変える可能性のあるものです。
THINK TO ACTION.
大分から新しいACTIONを始めましょう。

今年度の取り組みテーマ

OITA STEAM PL ATFORM

年 間 プ ロ グ ラ ム

県内の高校生が、
ＳＴＥＡＭ教育やＳＤＧｓ、
カーボンニュートラルなど現代的諸課題の解決に向かう思考力･
創造力を育成する教育機会に触れることで、学校の教育だけでなく、大分を舞台とした、次世代の学びを
本事業の中で体験します。

＜STEAMフェスタ＞令和４年7月23日
県内高校生向けに、自身の興味関心を深掘り、高校生活の中でも役に立つアイデアを

また、今後のスペースポート開港に伴う県内の宇宙産業を担う人材育成を目指します。先端技術や脱炭素

得られるキックオフイベント。詳細はP4へ。

技術を通じて、県内の高校生が社会につながる学びを習得することで、次世代人材としての成長を期待し

＜STEAMオンライン講演会＞日程は後日ホームページにて発表

ています。

県内外で活躍する様々な専門家による講演を通じて、
これからの時代を生き抜くための
考え方のヒントとなる講演会。

STEAM教育とは

＜OITA STEAM MISSION PROJECT＞令和４年７月〜Ｒ５年2月
宇宙/脱炭素等をテーマに、学年・学校の垣根を越えた各グループが興味関心のある

STEAM教育とは、科学・技術・工学・芸術・数学の5つの英単語の

テーマを深堀りし、社会課題解決に向けた取り組みを実践する探求講座。詳細はP5へ。

頭文字を組み合わせた造語。科学（Science）、技術（Technology
）、工学（Engineering）、
アート
（Art）、数学（Mathematics）の5つ

＜宇宙と科学の高校生シンポジウム(SSHS)＞令和5年1月28日

の領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念。

県内高校生／一般参加向けに、宇宙と科学の実践者たちの講演・トークセッションを

知る
（探究）
とつくる
（創造）のサイクルを生み出す、分野横断的な

通してSTEAM教育を体験できるイベント。

学びです。
©️STEAM JAPAN

なぜ、STEAM教育を学ぶのか。
VUCA時代※の今、大分、日本、世界の未来を切り拓くために、
大分から新たな人材育成を推進。
大分県教育委員会では、STEAM教育やSDGsなどを通じて、
先端科学技術分野等で幅広く活躍できる次世代人材の育成を目指しています。
本事業は、STEAM JAPANが中心となって、地域や自治体、企業、
大学等を結ぶ「人的ネットワークの形成」や「学び
（STEAM教育）
の場の提供」
を行うことで、
大分県内で学ぶ高校生の思考力・創造力を育みます。
※VUCA時代とは変動性が高く、不確実で複雑、
さらに曖昧さを含んだ社会情勢を示す
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大分県高校生へのメッセージ
大分STEAM教育推進コーディネーター

宇宙STEAM教育アクセラレーター

課題研究講座推進アドバイザー

井上 祐巳梨

菊池 優太

大谷 忠

一般社団法人STEAM JAPAN 代表理事
STEAM JAPAN 編集長

一般社団法人SPACE FOODSPHERE理事 / 宇宙航
空研究開発機構（JAXA）J-SPARCプロデューサー

東京学芸大学大学院 教授
STEAM JAPAN理事

THINK TO ACTION.

「地球」が奇跡の星と言われるのを知っ

STEAM教育は学校の教科の学習を横

今回のテーマでもあるこの言葉。大分型

ていますか。宇宙視点で身の回りのコト

断的・総合的に繋ぎながら，問題解決の

STEAM教育を通じて、考える→アクショ

を見つめ直すと、新たな発見がたくさん

プロセスを通して新たな価値を見出す

ンへ！0から1を創り出していく楽しさを存

あります。宇宙から大分のこと、地球のこ

教育です。大分の高校生の皆さん，探究

分に感じましょう。大分の未来をつくる当

とを一緒に考えましょう！

・創造の力を働かせて是非新たな価値

事者は、皆さん一人ひとりです！

を見出してください。
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限定

200名

STEAMフェスタ

限定

OITA STEAM
MISSION PROJECT

50名

自身の興味関心を深掘り、年間を通じたSTEAM教育・探究活動を実践するためのキックオフイベント
「

県内の高校生50名を対象に、
学校や学年の枠を超えたグループで課題研究を行う
「OITA STEAM MISSION

STEAMフェスタ」
が大分県教育センターで開催されます！先端科学技術分野等で幅広く活躍するプロフェッ

PROJECT」
をスタートします！今年のテーマは
「大分県内課題を宇宙/エネルギーからの視点で解決せよ！」
。
み

ショナルたちが集い、
1日だけの特別プログラムを実施します。
STEAM教育を体感し、
自分自身で未来を切り

なさんにはOITA STEAM MISSION PROJECTのクルーの一員として、
ミッションにチャレンジしてもらいます！大

開くきっかけをつくりましょう！

分の未来の鍵を握るのは、
みなさんです！

日時： 令和４年7月23日（土）
期間： 9:00〜16:30 (開会式:9:30)
※昨年度は緊急事態宣言のためオンライン開催
会場： 大分県教育センター
対象： 県内高校１-２年生200名
お申し込み方法： 学校の先生経由
内容： STEAM教育や先端技術・教育分野の専門家による講義やワークショップなど

時期： 令和4年7月〜令和5年2月
対象： 県立高校1〜2年生 約50人
内容： 学校や学年の枠を越えたグループによる通年の課題研究の実施。
生徒自らが課題を設定し、
グループで探究学習を行います。

テーマ：
「大分県内課題を宇宙/エネルギーからの視点で解決せよ」
STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

研究の心構え

課題の発見

テーマ設定

検証・
プロトタイプ制作

最終発表
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内容

時間
9:00〜9:30

受付

9:30〜9:40

開会行事

9:40〜10:40

STEAM教育特別講演

10:45〜12:00

宇宙を考える講演&ワークショップ

12:00〜13:00

昼休憩

13:00〜15:30

体験型企画（ワークショップ） *事前にコース選択

15:40〜16:25

課題探究に関する特別トークセッション

16:25〜16:30

閉会行事

概要：
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スケジュール
募集期間：6月13日(月)〜6月24日(金)
※参加者向けプログラム説明会を実施（オンライン開催）
キックオフミーティング：７月３日
８月以降

専門家による講義・ミーティング
（月１〜２回）

10月

中間発表会

1月28日（土） 最終発表会（宇宙と科学のシンポジウム（SSHS））

参加者の声（STEAMフェスタ）
STEAM教育がどのようなものなのか知った。

自分で考えて学ぶ大切さを改めて知ることが

課題研究をするときの進め方やテーマを決めるときなどの考

出来ました。目の前にある現実だけでなく、未

え方を学べたと思う。

知のことも調べたいという気持ちになりました。

主催： 大分県教育委員会（運営協力：
（株）Barbara Pool）
※プログラムの全体詳細は、参加者向け説明会でお知らせします。
ご参加希望の方は、QRコードを読み取り、Googleフォームから申し込んでください。
また、申し込んだ旨を学校の先生に伝えてください。
応募フォームはこちら▶

自分たちの思ったこと、感じたことがこれから

自分の考え方が他人と違ってもそれは間違いではなく今まで

の世界を変えていく可能性がある。

気づいてなかったことを発見したというポジティブな思考方
法を学習できた。
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参加者の声（※昨年度名称：課題研究特別講座）

科学や芸術などといった分野横断的な思考が今後の社会において必要になってくることに気がつけた。
また、自ら問題を

自分の意見を持ち、分からないことなどは原因を探し

習ったことをさらに実践していって楽しむ姿勢や思考法

発見し、課題設定、解決へと向けたプロセスや、
そこで生まれた更なる疑問や問題点へのアプローチの仕方などを学べた。

問題の解決に取り組むことの重要性を知りました。

などメモを見返しながら思い出していきたいです。
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OITA GIRLS 8 PROJECT
（大分女性活躍推進事業）

STEAMオンライン講演会

大分から未来を変えたいと思う女子学生を全力で応援する
「OITA G８プロジェクト」
を今年度も実施します。
上記のテーマにおける専門家及びトップランナーによる宇宙や脱炭素、
エネルギー等の専門家によるオン
ライン講演会を実施します。多様なキャリアや先端技術分野の第一線で活躍するプロフェッショナルたち
の講義を通じて、
グローバルで活躍するために必要なスキルやマインドを身につけましょう。
テーマ

1

脱炭素・
再生可能エネルギー編

日時：
場所：
対象：
内容：

テーマ
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8月6日(土)

宇宙編

Special

不確実な社会を生き抜く、
当事者意識を強く持った人材育成を目的とし、
講演・講義を通じて、
自分の
「最も成し遂げたいこと」
を最終講演会でプレゼンテーションしたい女子中高生をウェブサイト上で募
集します。
女性起業家マインド、
キャリア、
STEAM的思考等々に触れ、
学べる特別プログラムを行います。

※国内初！

特別プログラム

「持続化する世界と未来のあり方」

令和4年8月・9月・12月頃予定
オンライン
（Zoomウェビナー）
県内高校生
科学技術や宇宙、脱炭素に関するオンライン講演会を実施する。

令和4年度おおいたサイエンスフェア
（第12回「科学の甲子園」大分県大会）
大分県内の高校生が、学校対抗で科学技術・理科・数学等における複数分野の知識・技術を競う場を提
供します。科学好きの裾野を拡げるとともにトップ層の伸長を図り、将来の有為な科学系人材の育成につな
がることを期待しています。
日時： 令和４年１１月３日（木・祝）
チーム編成：
会場： 大分県教育センター
対象： 大分県内の県立高等学校、
競 技 内 容：
私立高等学校および大分工業高等専門学校

宇宙と科学の
高校生シンポジウム
（SSHS）
スペースポートによって大分の未来は大きく前進します。大分の未来の姿は、一体どのようなカタチをしてい
るのでしょうか。大分県のすべての高校生を対象にした宇宙とSTEAM教育について考えるイベントです。
さ

学校単位で、高校１-２学年
６〜８人のチームで構成する。
筆記競技(60分)と
実験競技(60分)を実施

Waﬄe Camp ホームタウン in おおいた

あ、
いまこそ思いを行動に移しましょう！
日本で唯一の 女子中高生限定 プログラミングコースを開催します。
たった２日間で自分のオリジナルウ
日時：
期間：
会場：
対象：
内容：

令和5年1月28日（土）
9:30〜16:30 (受付9:00）
大分市内会場
県内高校１-２年生200名
先端技術分野のプロフェッショナルによる講演
OITA STEAM MISSION PROJECT発表会

ェブサイトの制作が可能に！
日
時： 令和4年7月30日(土)、8月6日(土)
開催方法： オンライン
（自宅での受講可）

参加費： 無料
定 員： 20名（応募者多数の場合は抽選）

※昨年度はオンライン開催

O-Like（オーリケ）
大分県理工系女子育成支援プロジェクト
〜理工系へ興味・関心のある中高生のみなさんへ〜

※本事業は新型コロナウイルス
（COVID-19）
の感染症対策を十分に行った上で開催いたします。
状況に応じ
て、
イベントの内容を一部変更または延期等の対応をさせていただく場合がございますので、
ご了承ください。

令和4年度大分県STEAM教育推進事業
主催：大分県教育委員会 事務局：株式会社Barbara Pool 担当：STEAM事業部 廣部、
佐々木
お問合せ先：steam@barbarapool.com
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SNSやイベントを通じて、理工系の魅力をたっぷりとお伝えします！
＜ In s t a gr a m＞ 県内企業や大学で活躍する先輩へインタビュー！ QRコードはこちら▲
＜ バスツ アー ＞ ３コースに分かれて、県内企業と大学を訪問します。
8月5日
（金）
、
8月12日
（金）
、
8月23日
（火）
に開催予定 ※7月から募集開始予定
＜1DAYイベント＞ 講演会や社会人・学生との座談会を実施予定
他にも、
理工系技術の体験ブースを出展する予定です。
（10月29日
（土）
開催予定）
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