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Innovation Programme – 2021 ～Design thinking～

イノベーション・プログラム

このプログラムは マッセー大学（Massey University）と OKC による日本の高校生・大学生向け

のニュージーランドの大学レベルのオンライン特別プログラムです。

このプログラムでは、『正解のない時代を切り開いていく力を身に着ける』ことを目的として い

ます。

プログラム内容としては、SDGｓ（国際連合の持続可能な開発目標に関する課題）をひとりひとり

の課題として、解決策を導き出します。具体的には、１．Creative thinking（創造プロセ ス）、

２．Design &Prototype（デザイン思考）、３．Storyboarding &Impact Model

（インパクトのあるプレゼンテーション）、４ Storytelling（効果的なプレゼンテーション） の

プロセスを理解しながら、課題の解決をする力を身につけます。
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イノベーションを起こすデザイン思考とは？

トヨタ、日立、ヤフージャパン等の日本企業を含め世界中の多くの企業が導入している”デザイ

ン思考”とは、イノベーションを起こして課題を解決することで、世の中に全く新しい商品やサ

ービスを提供するための方法論です。Appleの初期マウス開発をはじめ、Uberや Airbnbの成

功によってその実践的な有効性が実証されています。任天堂はデザイン思考を使って、これま

で子どもだけが遊ぶ認識だったゲーム機から家族みんなが遊べてコミュニケーションを深めら

れるゲーム機（Wii）を開発しました。Appleはデザイン思考を使って、これまで面倒な作 業

のわりに PC から音楽データを数曲だけしか取り込めなかった音楽プレーヤーを、「すべて の

音楽をポケットに」をコンセプトに、PCから 1000 曲取り込める iPodを開発しました。

デザイン思考の５段階モデル
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Massey University

マッセ ―大学は、画期的な研究、最先端の研究プログラムの追究・提供だけではなく、地域の産業

への貢献、イノベーションへの取り組み、コミュニティとの密接なかかわり、伝統文化の保護を特

徴とした学びを提供しています。

多数の留学生が学ぶ各キャンパスでは、学生が主催するイベントが盛んに開催されており、ラジオ

局の運用、学生誌の発行など、その活動は政治的、文化的などバラエティに富んでおり、大自然の

なか、充実した学生生活を送ることができます。メインキャンパスがパーマストンノースにあり、

そのほかにウエリントン、オークランドにあります。

マッセー大学のネットワークはビジネス、エンジニアリング、教育、食品化学、農業と芸術に

わたります。海外の学生・参加者を対象としたプログラムを組む際に大学のアカデミックスタッ

フおよ び政府、企業、地方のコミュニティの専門スタッフの知識や経験も参考にしてプログラ

ムをコ ーディネートしています。マッセー大学は革新的な研究や教育、インフラストラクチャ

および 国際事業において、教育ベンチマーク機関である Quacquarelli Symonds（QS Stars

として 知られています）より 5 つ星の評価を獲得しています。

また、マッセ―大学は学術評価および内部に認められた研究の学者数において最大のスコアを

獲得しました。 教育においては、学生の教育に対する満足度と全体的な満足度で最高得点を獲

得しています。

マッセー大学ビジネススクールは、ニュージーランドの主要かつ最大のビジネススクールの 1

つとして評価されており、世界のビジネススクールの上位２％にランクインしています。
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大学紹介

Massey University Stream オンライン学習コミュニティ

マッセ―大学はプログラムの多くを豊富なオンライン学習環境でサポートし、優秀かつ際立った学

習環境を提供しています。この環境は Stream と呼ばれ、その核心は Moodle といったバ ーチャル

学習システム（VLS）です。他にも一連の最先端の電子ツールがこのオンライン環境 に含まれてい

ます。

Stream では参加者と教師がアイデアを共有することができ、交流を深めます。プログラムによ り

ウェブ・ベースのフォーラムや最新情報（資料や記事）にアクセスし、ポッドキャスト、オ ンライ

ンプレゼンテーション、対話練習、テストやクイズなどで学習することが出来ます。

大学名 Massey University （マッセー大学） 

創立 1927年 

キャンパス パーマストンノース、ウェリントン、オークランド 

学校のタイプ 国立大学 

学生数 約 18000人 

特色 ニュージーランドで唯一の獣医学部と航空学校を備える大学 

学部 
会計、農学、応用化学、芸術、経営、航空、商業、コミュニケーション、建設、クリエイティブ

メディア、教育、健康科学、園芸科学、情報科学、マオリビジュアルアート、看護学、環境、理

学 ビジネス、ソーシャルワーク、スポーツ、獣医学、 

施設 図書館、ジム、キッチン、レクリエーションセンター、チャイルドケアセンター、シアター 

ホームページ http://www.massey.ac.nz  

 



プログラム概要

対象：高校生・大学生

期間：５日間（２０２１年８月 ２日（月）～８月 ６日（金）

時間：午前9：00～（日本時間）

募集人数：１０名～１８名

英語力：実用英語検定準２級程度以上が望ましい

費用（ 10 名参加の場合：参加者・大学生１名つき）

プログラム費用 NZ$1,380（NZ$1＝￥85 の場合：￥117,300）

上記費用に含まれるもの：

授業料、教材費、Massey University Stream 使用料、修了証、OKC日本人サポート

★申込みは、P10のお申込書に必要事項を記入して、7月2 日（金）までにご提出ください。

☆参加に向けてご確認ください☆彡

・授業は全てオンラインで行われ、マッセ―大学及びそのパートナーから授業が提供されます

・パソコン、ヘッドホン、マイクとウェブカメラの設備が必要で、HDビデオ送受信のできる

インターネット環境での受講となります

・プログラムはライブ講義及び事前に用意されたアサイメントとアクテビティで構成されて います

・参加者は指定されたリーディング、クイズ、対話形式のスライド、ビデオやプレゼンテ ーションな

どの授業への参加が求められます

・授業終了後、OKC 日本人スタッフによるフォローアップセッションへの参加も求められます

・プログラム修了後、修了証書が発行されます
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取消に関する規定について：

取り消し日 取消手続費用

申込締切日から４日前まで プログラム費用の３０％

プログラム開始３日前から当日まで プログラム費用の５０％

無連絡によるプログラム開始後 プログラム費用の１００％

※プログラム費用は、2021年 7 月 5 日（月）の弊社社内レートにより、日本円に換算し、ご請求させて頂きます。

お支払いは 7 月 16 日（金）までに、弊社指定の銀行口座にお振り込み頂きますようお願い申し上げます
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イノベーションプログラム（５日間プログラム）

Day

Live class sessions

(via video conferencing)

ライブクラスセッション/ビデオコンフェレンス

Self directed study

(Readings, recorded video, audio material, 

interactive slideshows, quizzes, etc)

Activity （40 分×３のセッション＋休憩）

＋フォローアップセッション（日本人スタッフ）

Activity

2nd

August  

Mon

Welcome: スタッフ紹介、デジタルオリエンテー

ション、プログラム及び Stream 紹介

Orientation task:

オリエンテーションタスク：

フォーラムポストを作成し自己紹介をする

Innovation task:

国際連合の持続可能な開発 目標から一つを選び、

興味を持った理由について プレゼンテーションを用

意する

INTRODUCTION TO THE CHALLENGE

イノベーションチャレンジについて

3rd

August  

Tue

CREATIVE THINKING

創造プロセスについて

Innovation task:

デザイン思考を使い、手元にあるツールと資料で持

続可能な開発目標を分 析する。短いフォーラムポス

トを作成し、調査の 要点を述べる

4th

August  

Wed

DESIGN & PROTOTYPE

デザイン思考とプロトタイプについて

Innovation task:

アイデアを考案し、解決プロトタイプコンセプトで

説明する

5th

August  

Thu

STORYBOARDING & IMPACT MODEL

インパクトのあるプレゼンテーションについて

Innovation task:

今後のプレゼンテーションの基になる、対策のため

のインパクトモデルマップ を創作する

6th

August

Fri

STORYTELLING

効果的なプレゼンテーションの方法について

Innovation task:

影響力のあるストーリーテリングの心理について学

ぶ、そしてファイナルプロジェクトのプレゼンテー

ション準備をする
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セッション 1 INTRODUCTION TO THE CHALLENGE

本セッションの目標は参加者同士及び教師との関係を結びつけるためのものであり、興味をそ

そ る形式でお互いを知ってもらいます。ワークショップの後半の目的はイノベーション/ デ

ザイ ンのプロセスを導入しながら、お互いに応用することです。

目標

１．参加者同士のことを知る

２．参加者が教師のことを知る

３．その週の流れを理解していく

４．Design thinking methodology（デザイン思考方法論）を学習し応用する

５．英語でのプレゼンテーションに慣れる

セッション 2 – CREATIVE THINKING

本セッションにおいては、想像力を使って思考し、構造を理解し創造プロセスに適応すること

を教わります。国際連合の持続可能な開発目標に関する課題について調査し、５W’sと Hモデ

ル（Who, What, Where, When, Why and How）の質問に答える。

目標

１．参加者をチームに分ける

２．チームごとで選んだ課題について国際連合のウェブサイトから調査する

３．５W’s &Hモデルの質問に答え、フォーラムポストを用意する

４．Design thinking problem statement を基づいて議題を確立する

セッション３ DESIGN & PROTOTYPE

想像力を使い、複雑な問題に対策を講じる。セッション 2 の Creative thinking and Ideation

のセッションに基づいて、対策を考え出すプロセスを学習する。

目標

１．Divergent thinking（発散的思考）を応用し、対策をでき限りの数を考え出す

２．参加者全員で評価し、対策を 3 つまで絞る



３．対策に基づいて得られる資料で原型を作成する

４．原型を完成させる

セッション４ STORYBOARDING & I MPACT MODEL

本セッションの目的は参加者にアイデアをビジネスを変え、行動企画案を作り、どのようによ

り 広いグローバル環境に適応するかを理解すること。

目標

１．Storyboarding（絵コンテ）を説明する

２．ストーリーを創作する

３．Impact Model（ビジネスモデルキャンバスのようなモデル）の創作プロセスを理解する

４．宣伝に使用する Impact Model Mapを創作する

セッション５ STORYTELLING

Storytelling（ストーリーテリング）とは、クリエイティブなアイデアを利害関係者から賛同

を取り付けられるように発表することです。参加者は学習による経験に基づいた宣伝構成を与

え られ、効率的にストーリーを語るスキルを身につけます。構成を学習後、参加者はオンラ

イント レーニングと資料を使用し、自分の Pitch（売り込み）を創作します。

本セッションにおいて参加者は Pitchingの練習機会を沢山与えられます。本セッションは経験

学 習に重点を置き、参加者同士協力し、タスクを完成させます。

目標

１．Idea Pitchの構造について学習

２．前日の課題を使用し Pitchを創作

３．サポートとガイダンスを使用し、プレゼンテーションを作る
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２０２１年

イノベーションプログラム

申込書

ふりがな

参加者氏名：

ローマ字表記

： First Name Family Name

上記の参加者がイノベーションプ ログラムに申込みます。

２ ０ 年 月 日

保護者氏名 印

※ここからの個人情報は、今回のプログラムに関してのみの使用になります。ご理解の程よろしくお 願い申し上げます。

所属校

大学・高等学校

参加者生年月日

西暦 年 月 日 歳 （ ２ ０ ２ １ 年７ 月時点 ）

現住所

電話番号：

FAX 番号：

e-mail（保護者の方のものでよく確 認されるアドレス )

英語力

・英検 級 ・ TOEFL ・ TOEIC ・その他

SDGｓの興味のあるテーマ
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