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3滋賀県発！未来のわたしキセカエプロジェクトの概要

プロジェクトの背景と目的
　滋賀県の大学生が「キャリアとライフの選択を考える、学生のための人生シミュレーション
ツール」を開発するプロジェクトです。プロジェクトに取り組む大学生をはじめ、広く若い世代
に多様な生き方・働き方を提示し、将来のキャリアビジョンを描くきっかけをつくることが目的
です。

プロジェクトの背景
　近年の厳しい経済状況や就職難といった社会情勢による将来への不安などを背景に20歳代の女
性において「男性は仕事、女性は家庭」といった固定的な性別役割分担意識が高くなる傾向がみ
られます。そのため、固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく、多様なスタイルの中か
ら自分の生き方や働き方を自分自身で選択していけるよう、社会に出る前の段階で将来のビジョ
ンを描くことが重要となっています。	
		そこで滋賀県では、学生のみなさんが、インタビューや企業訪問などの体験を通じて、自らの
キャリアとライフの選択を考える、学生による学生のための「人生シミュレーションツール」を
開発し、発信する『滋賀県発！未来のわたしキセカエプロジェクト」を実施しました。

「男性は仕事、女性は家庭」に同感する割合（滋賀県　20歳代・女性）
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事業受託団体／NPO法人ハナラボの提案
　これまでハナラボでは、大学生に向けて多様なロールモデルを発信したり、世代を超えて語り
合う機会を提供したりするなど、将来を考えるきっかけを提供してきました。しかし、時代は確
実に変化しています。現在の働き方だけでなく、社会の変化を捉えながらキャリアビジョンを考
え、自分の意志で人生を選び取る力を身につけてほしい。そんな思いから、滋賀県の『未来のわ
たし体験発信事業において、「未来のわたしキセカエプロジェクト」の企画が生まれました。

滋賀県発！未来のわたしキセカエプロジェクトの概要
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人生シミュレーションツールとは？
　就職、転勤、結婚、出産、育児、介護といった人生の変化の場面で選択肢が用意されており、
選んだ結果によって人生がどのように変化するかをスマートフォン上で擬似体験するものです。
　今回のプロジェクトでは、20歳からスタートし、50～60歳代くらいまでの間に3回程度の人
生の選択を設定しました。個人の人生の選択だけでなく、現在から30年後までの間に社会がどの
ように変化するかという予測も盛り込み、自分自身が30年後どのような人生を歩んでいるのかを
シミュレーションできるものとしました。

プロジェクトのミッション

1.	キャリアとライフの選択を考える、学生のための「人生シミュレーションツール」開発

2.	プロジェクトに参加した学生たちの成長

活動実績
プロジェクトメンバー募集：6月下旬～7月末　滋賀県在住または在学の大学生9人が参加
第１回目：キックオフ　平成26年8月8日（金）
　　　　　【宿題】２回目までの間に各自でインタビュー，企業訪問，家庭訪問などを体験
第２回目：ワークショップ①	　8月26日（火），27日（水），28日（木）の3日間
第３回目：ワークショップ②			9月17日（水），18日（木）の2日間
第４回目：活動成果報告会			12月7日（日）
滋賀県知事への活動報告　平成27年2月17日（火）

会場
第1回～3回：フェリエ南草津市民交流プラザ
活動成果報告会：立命館大学びわこ・くさつキャンパス
滋賀県知事への活動報告：滋賀県庁知事室

学生メンバー（女性７名・男性２名　計９名）
明石愛，岡村典子，坂口紗姫，鈴木夏輝，中島朱音，中村一貴，西田奈央加，牧澤茜，森健太

スタッフ
角めぐみ		 NPO法人ハナラボ	代表理事/武蔵野美術大学非常勤講師
浜島裕作		 NPO法人ハナラボ	常務理事
中村有沙		 NPO法人ハナラボ	スタッフ
高田友美		 滋賀大学特任准教授
瀧井智美		 龍谷大学非常勤講師/ワークライフバランスコンサルタント
山田真由子	 滋賀県での女性起業家育成/キャリアカウンセラー/社会保険労務士
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開発のプロセス
　滋賀県在住または在学の9名の大学生が、6日間のワークショップと2か月間の制作期間を経
て、人生シミュレーションツールを開発しました。
　どんなプロセスで人生シミュレーションツールの登場人物の人生のシナリオを描いたのか、見
ていきましょう。

人生シミュレーションツール
「未来クエスト＠滋賀」完成!!

過去・現在・未来を知る1
さまざまな働き方を知る2 ライフ・ワーク

スタイルの未来を
発想する

3

シナリオに登場する
キャラクターを設定する4ライフ・ワークスタイルの

未来を踏まえて未来
シナリオを執筆する

5

シナリオをもとに
人生シミュレーション
ツールを制作する

6

ステップ１：世界・日本・滋賀・働き方の過去・現在・未来を知る
　8月8日（金）のキックオフでは、オリエンテーションの後、社会の変化が仕事や暮らしにどの
ような影響を与えてきたのか、また未来はどのような社会へ変化しつつあるのかということにつ
いて、学生メンバーが考えるためのヒントとして、「世界・日本・滋賀・働き方の過去・現在・
未来を理解する」ことをテーマとした講義を行いました。学生メンバーは、説明を受けた中で特
に印象に残った内容を付箋に書き出していきました。

1.	世界・日本の未来
　「未婚率が上がる」「少子高齢化が進む」「日本のGDPが下がる」など人口や経済に関わるもの
や、30年前にはなかったインターネットの普及、人工知能の開発の加速など、様々な研究機関が
公表している未来の予測データを紹介。

2.	滋賀県の過去・現在・未来
　琵琶湖は滋賀県の面積の６分の１を占めるという基本的なこと
から、産業、労働、環境、家族、暮らし、男女共同参画意識な
どの変化について、各種統計データを中心に紹介。滋賀県には
余暇に多様な活動をしている人が多いという意外なデータも。
特に学生たちに響いたのは、県内総生産に占める第2次産業の割
合が全国1位、40歳男性の未婚率が全国で一番低い、女性の管

人生シミュレーションツール「未来クエスト＠滋賀」ができるまで
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理職が全国で一番少ない、「子どもができたら仕事を辞め、大き
くなったら仕事を持つ方がよい」という考えの人の割合が全国
より高いということでした。

3.	働き方の過去・現在・未来
　社会状況とともに変わる働き方の変化、働き方の質、女性の
社会参加など、様々な視点を伝えました。

ステップ２：様々な働き方を知る　～インタビュー・家庭訪問・企業訪問～
　8月9日（土）から25日（月）までの間は、様々な働き方や30年後までの人生について具体的
なイメージを持つため、学生一人ひとりが自分の親と1人以上の社会人にインタビューを行い、
働くことや人生の選択について聴き取りました。また、学生メンバーが夫婦共働きの家庭を訪問
して子育てを手伝ったり、企業を訪問して仕事の現場を知ったりと、リアルな体験活動も行いま
した。それぞれがインタビュー・体験してきた内容をステップ３で発表し、共有しました。



7滋賀県発！未来のわたしキセカエプロジェクトの概要

ステップ３：ライフ・ワークスタイルの未来を発想する
　8月27日（水）から9月17日（水）までの合計5日間のワークショップでは、ステップ１・２
で学んだことを踏まえて、30年後の未来予想図と人生シミュレーションツールに登場する8人の
キャラクター、そして8人がこれから30年間どんな人生を送るのかをシナリオとして描く作業を
行いました。

①	延長線上の未来
in	滋賀

②	予測を超えた
	社会の変化

③	8人のキャラクター× ×
①	延長線上の未来	in	滋賀

　ステップ１で学生メンバーが書き出したメモをもとに、今の社会の発展がこのまま続くと仮定
して、滋賀で起こりうるだろうと考えられる未来の姿を「延長線上の未来in滋賀」としてまとめ
ました。

1.	工場の海外移転が進み、大企業での雇用が激減する。

2.	大企業のリストラが進み、労働力が他県に流出する。

3.	テクノロジーの進化により労働時間が短縮され、余暇の充実を求める人が全国的に増えて滋
賀に集まる。

4.	子育てで仕事を中断しても、起業や仕事に復帰しやすい環境が整う。

5.	労働力人口が減り、複数の仕事を掛け持ちする人が増える。女性、高齢者、外国人の雇用も
増える。

6.	グローバル化が進み、場所に関係なくどの国の人とでも仕事ができるようになる。

7.	テクノロジーを集結した最先端の工場が生まれ、世界から注目される場所になる。

8.	日本は世界一高齢化が進み、外国人ヘルパーに加え、介護ロボットなど新しい高齢者向けビ
ジネスが生まれる。
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②	予測を超えた社会の変化

　新技術や新しいライフスタイルなど「未来の兆し」をピックアップした最近のニュース150記
事から、一人ずつ気になる記事を3～7つ選び出します。国内外のニュースを調べると、介護ロ
ボットの開発や植物工場の普及などテクノロジーの進化など、様々な未来の兆しが現れているこ
とに気づきます。選んだ記事をヒントに、技術革新等が爆発的なスピードで進み、それが日常と
なった社会や暮らしをイメージし、単なる現在の延長線上ではない「予測を超えた社会の変化」
として6つの姿を描きました。

1.	一家に一人、石原さとみ。理想の彼・彼女をつくる	
未婚の男女が増え、ロボットが感情を持つことを前
提に、自分の理想の彼（彼女）ロボットができると
考えました。

2.	高速通勤で高校生がアフリカにアルバイトへ	
将来アフリカの国々が日本のGDPを上回る予測や高
速移動が可能になることを前提に、高校生がアフリ
カでアルバイトするようになると考えました。

3.	必要知識はダウンロード。学校は消える	
オンラインで学べる大学が増えていることを前提に、
学校に通わなくても必要な知識はダウンロードでき、
学校が必要なくなると考えました。

4.	もう非モテ男子とは言わせない！恋愛ロボットで自
信をつけて出会い系電車へGO！	
合コン電車の記事から、恋愛ロボットで女性に慣れ
てから合コンに挑む時代が来ると考えました。

5.	あなたのローン、無駄にしません！災害時も安心「動
く家」に住んでみよう♪	
働く場所を選ばない時代になり、オフィスだけでな
く家ごと移動できる時代が来ると考えました。

6.	週末は家族でお墓ピクニック♪	
高齢者が増え、葬儀ビジネスが盛んになることを前
提に、公園のような墓地ができると考えました。

　ロボット技術の進化や高齢化の加速等のニュースをも
とに、30年後の未来を表すユニークなキャッチコピーが
並びました。
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ステップ４：シナリオに登場するキャラクターを設定する	
ステップ５：ライフ・ワークスタイルの未来を踏まえて未来シナリオを執筆する

　①②で社会の変化を設定した後、人生シミュレーションツールに登場する架空の人物の設定を
行いました。
　登場人物は、滋賀県に住む男女それぞれ4人ずつ、合計8人。まずは、ライフイベントを通じ
て生き方の選択を迫られ、その後の人生の変化が多様な20歳の女性の生き方の志向を4つに分類
し、それぞれが20歳から50歳代・60歳代になるまでの人生のシナリオを作成。次に、男性につ
いても女性とペアになる形に生き方の志向を分類し、シナリオを作成。シナリオにはそれぞれ４
つの分岐が用意され、1人につき8通りの人生のストーリー、8人×8種類で合計64通りのシナリ
オの原作が完成しました。

女性の生き方の志向の４分類

ステップ６：シナリオをもとに人生シミュレーションツールを制作する
　9月後半から11月末までの3か月の間、シナリオの原作をもとに、スマートフォンやタブレッ
トで表示できるコンテンツとして「未来クエスト＠滋賀」を制作しました（担当：NPO法人ハ
ナラボ）。

バリキャリ志向

やりたい仕事に常に全力を注ぎたい！
★仕事には何を求める？
やりがい。仕事が好きで出世もしたい。
★子どもが産まれたら…
やりたい仕事を続けながら、家庭と両立させるつ
もり。

マイペース型ゆるキャリ志向

プライベートの状況によって、必要に応じて働き
たい！
★仕事には何を求める？
自分のペースで働けること。
楽しくやりがいのある仕事がしたい。
★子どもが産まれたら…
子育てに専念するため一度仕事をやめて、手を離
れたら仕事に復帰したい。

安定型ゆるキャリ志向

安定して長く働きたい！
★仕事には何を求める？
ずっと長く安心して働けること。
育休の制度が整っている仕事がいい。
★子どもが産まれたら…
家庭重視だが、仕事は時短で続けたい。

専業主婦志向

仕事より家庭第一！	
結婚したら家族のために家を守りたい。
★仕事には何を求める？
子どもができるまでの社会経験。
★子どもが産まれたら…
仕事はやめて、家事と子育てに専念したい。
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完成した人生シミュレーションツール「未来クエスト＠滋賀」
　最初に３つの質問に答えて自分に近いキャラクターを選びます。
その後、ストーリーに従って進むと人生の選択肢が現れ、選択によってストーリーが変化しま
す。選択だけでなく、20年後、30年後に起こりうる社会の変化も加味されているところがポイ
ントです。
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「未来クエスト＠滋賀」に登場する8人のキャラクター

浅田響子

バリキャリ志向 専業主婦志向 安定型
ゆるキャリ志向

マイペース型
ゆるキャリ志向

安定型
ゆるキャリ志向

安定型
バリキャリ志向

マイペース型
ゆるキャリ志向

マイペース型
バリキャリ志向

安藤ゆり 不破ひな子斉藤さとみ

綾小路司 井ノ原真琴藤本誠一 槙田剛

淡海大学経済学部３回生。
長女でしっかり者の姉御
肌。一生バリバリ働きたい
タイプ。よさこいサークル
の部長も務める。

伏見女子大学発達教育学
部心理学専攻３回生。人を
陰で支えるおっとりタイ
プ。伝統を重んじる家風で
厳格な祖父にかわいがら
れて育つ。

淡海大学経済学部３回生。
冒険はせず安定が第一の
真面目女子。受け身なタ
イプ。銀行の一般職で働
きたいと思っている。

石山大学文学部英文科３
回生。マイペースで人に
流されない、自由で明るい
人。映画や英語に関心が
あり、好きなことにはのめ
り込むタイプ。

中山道大学理工学部３回
生。人に迎合しない一匹
狼。古い考えにとらわれ
ず、新しいことにどんどん
挑戦したいタイプ。

創士社大学３回生。「男は
仕事、女は家庭。家族は俺
が養う！」という考え。将来
は家業の建設業を継ぐこ
とになっている。

淡海大学経済学部３回生。
人とのつながりを大切に
する草食系男子。誰にで
も愛想が良く、誠実で欲が
ないタイプ。

石山大学商学部部３回生。
まっすぐで正義の塊。不器
用なリーダータイプ。周囲
からの信頼は厚い。
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最初に自分に近いキャラクターを選んでスタート！

浅田響子 安藤ゆり不破ひな子 斉藤さとみ綾小路司 井ノ原真琴藤本誠一 槙田剛

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

あなたは男性ですか？
女性ですか？

結婚して子どもが生まれたら、
どんなふうに働きたいですか？

人生を考えるうえで、仕事は欠かせませんよね。あなたは仕事に何を求めますか？

ときは2015年。
あなたは今、滋賀県在住の20歳の大学生です。
30年後はどんな生活を送っているのでしょうね。
ちょっと未来をのぞきに行きませんか？
8人の大学生が、あなたの代わりに未来への旅に出ます。
まずは、あなたのことを教えてください。

やりがい 安　定

結婚して子どもが生まれたら、
どんなふうに働きたいですか？

あなたは男性ですか？
女性ですか？

あなたは男性ですか？
女性ですか？

あなたは男性ですか？
女性ですか？

子育てや家族との時間
も、仕事も同じくらい
大切にする

子どもがいなくても
仕事はがんばりたい

子どもが小さいうち
は、夫が働いて妻は子
育てに専念する

子育てや家族との時間
も、仕事も同じくらい
大切にする

未来クエスト＠滋賀
http://game.hanalabs.net/
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　8月からの活動のプロセス、人生シミュレーションツール「未来クエスト＠滋賀」の体験、そ
して学生たちが活動を通して学んだことを知っていただくため、最終成果報告会を開催しました。

実施日

平成26年12月7日（日）14:00～16:00

会場

立命館大学	びわこ・くさつキャンパス	コアステーション2階	大会議室

参加者

合計：59名

内容

1.	プロジェクトの紹介

2.	人生シミュレーションツールを体験！

3.	ゲスト講演（KARAFURU代表　黒田幸さん）

4.	学生からの成果発表

KARAFURU	黒田幸さん	ゲスト講演

伝統工芸の継承を目指すKARAFURUの代表、黒田幸さんから、学生
時代から現在に至るまでの道のりをお話しいただきました。国際平和
維持活動に憧れて入学した防衛大学校での生活、卒業後の雑誌編集
者の仕事、イタリアでの気づき、日本の伝統工芸との出会い、そして
KARAFURUの設立。環境に翻弄されながらも、自分で人生を選択し
て新しい仕事を生み出した黒田さん。来場者に驚きと刺激を与えてく
ださいました。

最終成果報告会：概要
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主催：滋賀県　共催：一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム
後援：仕事と生活の調和推進会議しが　運営：NPO法人ハナラボ

立命館大学
びわこ・くさつキャンパス
コアステーション 大会議室（2階）

定員：100名

12.7［日］14:00～16:00

未来のわたし
キセカエ
プロジェクト
最終成果報告会

キャリアとライフの選択

を考える、学生のための

人生シミュレーション

ツール、日本初公開！

下記URLよりお申し込みください
http://shiga.hanalabs.net/1207/

参加者募集中

滋賀県発！

草津市野路東1-1-1
JR南草津駅（東口）から近江鉄道バスで約10分
「立命館大学行き」または立命館大学経由
「飛島グリーンヒル行き」に乗車

幼い頃「着せ替え」遊びをした記憶はありますか？服
や鞄などを自由に選びながら、憧れの仕事やいろい
ろな生き方を空想していましたよね。人生も楽しみな
がら自由に選んでほしい。プロジェクト名には、そん
な想いが込められています。

2014.12.7  SU
N

　30年後の未来、世界はどう変化しているでしょうか。さまざまな研究機関によれば、「1秒
間でダウンロードできるデータ容量は新聞3.5億年分」「日本のGDPの規模は中国、インドの
11分の1から12分の1」になるという予測もされてます。30年前には、携帯電話やインター
ネットもありませんでした。そう考えると、大学生のみなさんが親世代と同じ年齢になったと
き、生き方・働き方は大きく変化しているかもしれませんね。
　そこで、今後の社会の変化を踏まえた上で、プロジェクトメンバーの大学生が「現在～30
年後に生きる人々の未来シナリオ」を考えました。そして、そのシナリオをもとに、キャリアと
ライフの選択を考える、学生のための「人生シミュレーションツール」を開発しました。
　報告会では、学生たちによるツールの紹介やミニワークショップに加え、ゲストの講演も。
ぜひご参加ください！

キャリアとライフの選択を考える、学生のための
「人生シミュレーションツール」日本初公開！

ツール開発のステップ

未来のわたしキセカエプロジェクト最終成果報告会
2014年12月7日［日］14：00～16：00（開場13：40）

◯人生シミュレーションツールの紹介
◯ゲスト講演「新しいしごとのつくり方」　
◯人生シミュレーションツールを使ったミニワークショップ など

【お問い合わせ】
NPO法人ハナラボ　info@hanalabs.net
滋賀県（県庁男女共同参画課）　ct00@pref.shiga.lg.jp　TEL：077-528-3071

お申し込み受付中！
http://shiga.hanalabs.net/1207/
または「お名前、所属」をご記入の上 shiga@hanalabs.net まで。

滋賀県
在住また

は

　在学
の大学生

が開発！

新しい働き方をしているゲスト：黒田幸さん
熊本県生まれ。国際平和維持活動に憧れ、防衛大に進学。し
かし、卒業後は雑誌編集者の道へ。イタリアでの生活、メ
ディア制作の仕事を経てKARAFURUを設立。日本の伝統
工 芸 継 承を目 指しそ れらの 技や 素 材を活かしたジュエ
リー、雑貨の企画・制作・プロデュースを展開している。

世界・日本・滋賀・働き方の
過去・現在・未来を知る

さまざまな年代、職業の人に
インタビュー＆
　　　家庭・企業訪問

30年後の滋賀の
未来シナリオの骨格を
　　　　考える

シナリオに登場する
キャラクターを設定する

社会の変化を踏まえて
現在～30年後の
シナリオを執筆する

シナリオをもとに
人生シミュレーション
ツールを制作する

最終報告会で
ツール発表！

1
2

3

4

56
7

会場：立命館大学 びわこ・くさつキャンパス コアステーション2F 大会議室
対象：どなたでも参加できます　定員：100名
プログラム
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牧澤茜（滋賀県立大学　環境科学部　１回生）
未来は一通りじゃない！？
自分の可能性はたくさんある！
行動するきっかけとなった時間

　このプロジェクトに応募したきっかけは大学の事務の先生がFacebookで紹介しておられるの
を見て、「面白そう！」と思ったことです。
　絶対人気だと思ったので、先生と応募理由の内容を考え、ダメ元で応募しました。参加できる
ことが決まってすごくうれしかったのですが、当日行ってみると３回生以上の方ばかりで一回生
は全然いませんでした。もっと同い年の人がたくさんいると思っていたので不安になりました。
しかし世代の差を感じずにこのプロジェクトに参加できたことが変化の一つだと思います！
　このプロジェクトで未来の社会情勢や職種のことを考えました。今までだと一つ
の仕事を一生続けることが当たり前だと思っていたのですが転職することも可能性
の一つだと思いました。また今の職種は数十年後の未来でもあるものだと考えて
いたのですがなくなる仕事や新しくできる仕事があると聞いたことは驚きでした。	
このプロジェクトに参加することで、自分の可能性はたくさんあるのでひとつに決めなくてもい
いということを学びました！
　高校までの自分は言われたらやるが自ら進んでやらないようなぼんやりとした生活をして
いましたが、これとは比べられないぐらいに積極的になれたと思います。今まで将来の夢は
１回生だからまだ決まっていなくてもいいと思っていたのですがやはり不安でした。このプ
ロジェクトに参加して、結局は決まらなかったけれど仕事に対するイメージが変わりました。	
これからは自分のやりたいことを見つめ直し、将来のことについて考えていきたいです。	
ありがとうございました。

最終成果報告会：学生からの発表
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鈴木夏輝（京都女子大学　現代社会学部　３回生）
理想の働き方とは？バリキャリ→ゆるキャリに変化した理由

　キセカエプロジェクトに参加して、私は自分にとっての「理想の働き方」について考えること
が出来ました。キセカエプロジェクトに参加する以前、私はなんとなく「バリキャリ」の働き方
をイメージしていました。ずっと働き続けたいという意思が漠然とあり、そのためにはひとつの
職場でひとつの仕事をずっと続ける必要があるのだと思っていたからでした。
　しかし、キセカエプロジェクトに参加して、働き方には様々な形があるのだと言うことに気が
付きました。当然のことだと思いますが、今まで自分のキャリアについてしっかり考えたことが
無かったため、やっとそれを身近な話として理解することが出来たのです。
例えば、「様々な人のキャリアを知る」という目的のために、身近な人に改めて話を聞くことが、
プロジェクトの一貫としてありました。
　最初から、いま勤めている会社に就職するための繋ぎで最初の職場を決めた父や、いまの仕事
に就く前に様々な業種の資格をとっていたらしく、話を聞いたことでより一層謎が深まったバイ
ト先のオーナー。そして、他のプロジェクトメンバーが話を聞いて来た人たちの話。どの人も、
仕事の話を聞いたときにイキイキとしているような気がしました。
　バリキャリの働き方は、カッコイイものだと思って、なんとなくその働き方をするのだろうな
あ、と思っていました。しかし、私自身のことに本当に置き換えて考えたとき、バリバリ仕事を
続けることが出来るだろうかと、このプロジェクトを通して思いました。おそらく無理です。
　また、時代の変遷によって無くなる仕事や新しく生まれる仕事もあると聞き、そうした時代に
合わせて自分に出来ることを全力でやっていけるような、マイペースでゆるいキャリアで働いて
いきたいと思いました。
　「流されて流された先で、そのときに出来ることを精一杯頑張る。ベストを尽くす。」幼稚です
が、これが、キセカエプロジェクトを通して考えた、いまの私なりのキャリアアンカーです。将
来、私が就職して働くようになり、誰かに仕事の話を聞かれたときに、疲れた顔で話すことが無
いように働き方を考えたいです。
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岡村典子（京都女子大学　現代社会学部　３回生）
「安定型ゆるキャリ」はない。すべての生き方にリスクがある！
激変する環境の中でも自分のやりたいことを見つけたい

　まず、私がキセカエプロジェクトに参加しようと思ったきっかけをお
話したいと思います。私は大学の授業で「女性の就労と育児の変遷」と
いうものを勉強しています。その授業では、専業主婦ではこの先厳しいのでバリバリ働け！とい
うことを教わっています。
　そこで、バリバリ働いて育児もしている総合職の女性にインタビューしたのですが、本当に大
変な毎日で私はこうなりたいのかと考えると、違う気がしました。自分にとってどのような未来
が幸せなのか、このプロジェクトに参加すればよりわかってくると考え、応募しました。また、
未来が不安だという悩みは学生の誰もが持っていると思います。今回のプロジェクトで「人生シ
ミュレーションツール」を開発し、私自身のためにも、そして他の多くの学生のためにもなるこ
とがしたいと考え、参加を希望しました。
　実際にこのプロジェクトに参加して分かったことは、たくさんあるんですが、大きく３つあり
ます。１つ目は本当にこの世の中にはたくさんの仕事があるということです。このキセカエプロ
ジェクトのスタッフである瀧井さんに社会保険労務士の方を紹介して頂いたんですが、そこで初
めて、社会保険労務士という仕事があることを知りました。その方には、「私の場合は社会保険
労務士という自分がやりたいことを見つけられました。それは銀行に入行したから知った仕事で
す。どこで自分のやりたいことを見つけられるか分からないから、常に行動すべき」だと教えて
頂きました。（黒田さんも常に行動しておられたから、多くの仕事があるなかで自分のやりたい
ことが見つけられたのだと思います。）
　２つ目はこの世の中は常に変化しているということです。15年後、「ロボットが精神面で人間
をうわ回る」とかありえへんやろと思っていたのですが、10年前なかったものを考えると、あり
得ると思いました。「未来クエスト」ではそんなありえへんやろという場面がたくさんあるかと
思いますが、これだけ世の中は変わる、ということが体感できるのではないかと思います。
　最後に、私は「安定型ゆるキャリ」を目指していたのですが、安定というものは、この変化す
る世の中では　ない　ということが分かりました。未来クエストで「安定型ゆるキャリ」の安藤
ゆりになった方は分かると思うのですが、「安定型」といっているのに激動の人生だったと思い
ます（笑）
　すべての生き方にリスクがあって、やりがいがあると思います。もう３回生後半なので、そろ
そろ自分の将来を決めなければいけませんが、就職活動でも幅広い視点を持って、多くの業界を
見て、本当に自分にあった、やりたい仕事を見つけたいと思いました。
キセカエプロジェクトのスタッフの皆様、ありがとうございました。
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明石愛（滋賀大学大学院　教育学研究科）
人生はハイリスク・ハイリターン～自分の選択に自信をもつ～

　私がこのプロジェクトに参加した理由を説明します。現在私は修士論
文の研究で、学校現場で働く女性教員に焦点を当てた調査を行っていま
す。その中でも様々な困難を乗り越えて教員を続けている女性教員の職
能成長について質的に研究しています。女性が働く上での困難の一つとして日本社会には働くこ
とについての男性イメージが今でも残っているということがいえます。しかし、女性でも目標を
もって自分のスキルを高めていこうとする人たちはいます。そのようなことから女性として仕事
をする困難さを感じていない女性教員には何があるのか、また女性教員の成長要因を探っていま
す。このプロジェクトは働くということについて様々な視点から考えていくことがテーマだった
ので、自分の研究とも関連があるのではないかと考え、参加させていただきました。
　日本は女性の社会進出を推進し、女性が働くことが一般になりつつありますが、家庭での役割
は男性よりも女性にウエイトがかかっているという事実は、昔も今もあまり変わっていません。
しかし女性にも働く権利があり、それは男性と等しくあるものです。働きたい女性が増え、家庭
をもっても働き続けている人もいます。しかしながら、女性には男性と決定的に違う点がありま
す。女性は子どもを産むという一大イベントを人生の中で経験します。産休や育休が整えられて
いる職業もありますが、そのような制度が十分ではなかったり、制度があっても実際はやめざる
を得ない環境にあったりすることも事実です。女性は産休や育休後、仕事を続けるのかやめるの
か、という一つの分岐点にさしかかります。また、子どもをつくらない、結婚しないというよう
な選択もできます。結婚や子どもが女性の幸せだというように潜在的に共通の価値観を持ってい
るように思いますが、それだけが幸せな人生だとは限りません。自分の人生をどう生きるか、そ
の価値観は自分自身の決断によるということです。
　また、職業選択の範囲も今後社会技術の進歩によって大きく広がってくると考えます。今、な
りたい職業があっても、その職業の需要がなくなって、将来はなくなってしまうかもしれませ
ん。今思い描いている理想の人生があったとしても、それが本当に幸せな人生かはなってみない
とわかりません。自分の想像していた将来とは違う人生を歩んでいてもそれが幸せに転じること
も大いにありえます。だから、自分の人生の選択肢はとてもたくさんあり、どの選択をしても後
悔するかもしれませんし、どの選択をしても成功につながるかもしれません。
　今(2014年12月現在)、センタクシーという竹ノ内豊さん主演のドラマが放送されていること
をご存知でしょうか。このドラマでは人生の分岐点にさしかかったときの自分の選択に後悔し、
時間を戻してその分岐点から異なった選択をしてやり直すというストーリーになっています。ド
ラマでは人生をやり直すことはできますが、現実では時間は戻らないので、選択して行動を起こ
したならそれを覆すことはできません。私たちにできることは、その時の自分の選択を信じて、



19最終成果報告会：学生からの発表

自分の人生を一生懸命生きるということだと思います。
　人生は何がハッピーで何がアンハッピーなのかは100パーセント決められないということ、そ
れがこのプロジェクトに参加して私が得た価値観です。私はツールの中のキャラクターでいうと
バリキャリ志向の浅田響子が自分の理想の将来像です。しかし、社会の変化とともに、その将来
志向も変化するかもしれませんね。私自身、勇気をもって人生の選択をし、その自分の選択に自
信をもって、このプロジェクトでつかんだ考え方を今後に生かしていきたいと思います。

西田奈央加（龍谷大学　３回生）
「バリキャリ」志向から「ゆるキャリ」志向へ

　就職活動が本格化する前にキャリアについて真剣に考える機会があっ
たことで自分に向き合うことができました。
　目先のことにとらわれず、変化していく環境にも目を向けてキャリア
を考えていくということはとても貴重な経験でした。たくさんの新しい
働き方を知ったことで、たくさんの可能性が広がっていることが分かり、将来に希望を持ってこ
れからのキャリア選択をしていけそうです。また、実際に働いている方にインタビューをすると
いう経験は、仕事内容を知るとともに、何を仕事の軸にされているのか大変なことは何なのか具
体的に知ることができ勉強になりました。

◯キャリア意識の変化
　今まで女性のライフステージに大きく関わる"結婚"についての願望が全くなく、ずっとバリ
キャリ志向でしたが、色んな働き方を知ることで「安定型ゆるキャリも素敵だなー。」「マイペー
ス型ゆるキャリもありかも！？」と視野を広げることができました。柔軟な考え方を身に付ける
ことができたのは、大きな収穫でした。

◯プロジェクトに参加して変わったこと
　今までは引っ込み思案ですぐに諦めることが多かったのですが、迷っているくらいなら行動し
ようと挑戦することが増えていきました。また、周りの目を気にしてしまい、一人で行動するこ
とが苦手だったのですが、克服することができました。受動的から能動的になれた気がします。
このプロジェクトで学んだことを活かし、型にはまるのではなく自由に自分の未来をキセカエし
ていきたいと思います。
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中村一貴（同志社大学　商学部商学科　３回生）
ある家族から見た男女共同参画のかたち

　今回自分が参加し、作成に携わったツールのひとつのポイントに、人生の分岐点における選択
があります。私たち学生は今まさに就職という最初の分岐点にいることになります。
　今回このプロジェクトに参加させていただくことで、社会で活躍されている方々との出会い
や、学校に通うだけでは決して得ることのできない経験をさせていただきました。そのひとつひ
とつが自分の将来を考えるきっかけとなり、分岐点における選択の後押しをしてくれるように感
じます。
　その経験のうちのひとつを紹介させていただきます。私はツールを作るにあたって、ある県職
員さんにお話を聞くために、実際にご家庭のほうに行かせていただきました。インタビューはも
ちろんですが、7ヶ月の末っ子にご飯をあげたり、オムツを変えたり、5歳の長男の遊び相手に
なったりと、ちょっとした育児体験をさせていただきました。うらやましいなというのが率直な
感想でした。学生の自分がそう思うのは少し変かもしれません。ただ、これはいわゆる嫉妬とか
ではなく、単純に将来こんな家庭をもちたいと感じたということです。
　女性だけでなく、男性も家事・育児に参加する。当たり前のように感じるかもしれませんが、
それができていないのが実状です。育児休暇の取得率も女性に比べて男性は極めて低いです。そ
のなかで、旦那さんが育児休暇をとられていた、全国的にも珍しいご家族です。男性が家庭の仕
事をするということは、その分女性が社会に	出て活躍できることを示します。
　男性と女性どちらかが仕事をし、もう一方が家庭に入るというかたちではなく、両方仕事に取
り組めて、また同じように家事も両方でやる。そういったかたちがこの家族にはありました。こ
のような家族のかたちがこれから増えてくると思いますし、そうなってほしいです。自分自身も
将来そういうかたちの家族を作りたいと思いましたし、だからこそうらやましいという感想にな
りました。
　男性も女性も、性別の役割分担に閉じ込められることのない男女共同参画という考え方。これ
からその考え方を大切にし、やっていきたいと考えています。
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参加者内訳
一般参加者：43名
スタッフ、主催者：10名
学生メンバー：6名
アンケート回収：27名／43名中

属性について教えてください
【職業】
学生：8名
社会人：18名
不明：1名

【性別】
男性：9名
女性：14名
不明：4名

本日のイベントは何で知りましたか？	
Facebook：2
Twitter：0
知り合いの紹介：21

チラシ：5
その他：2

「未来クエスト」を使った感想（主なもの）
①学生がキャリアを考える上で役に立つと思うか？（5段階評価）　　平均：3.8
②ツールの改善点
•	 さらに選択肢を増やしていけば、もっと深みが出ると思います。
•	 キャラクターの数を増やした方がより現実的であるかと。
•	 人との関わり合いで変化（選択）するパターンがあると良いかも。
•	 子どもが生まれてから子どもの人生が主人公にかかわる部分があってもよいのでは。
•	 スキル部分を入れるとキャリアを考えるきっかけになると思う。
•	 アプリとしては楽しいが、これで30年間の人生を体験したとは言い難い。イベントを企画に
携わった学生にとっては、良い経験になったと思う。

•	 ～2030年まで（15年スパン）にして、選択肢を増やし（2→3か4）、より濃密な人生経路を
シミュレーションできると良いと思いました。あと、利用者のプロフィールを反映できると
良いと思います。

•	 将来に向かって社会の変化の流れを考えることの重要性を最初に認識するプロセスがあって
も良いと思います。

•	 最初のタイプを決める際にもっと質問が詳しくあるといいなと少し思いました。
•	 できれば「子供を生まない」の選択肢も入れてほしかった。

最終成果報告会：アンケート集計結果
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•	 学生が自分が働くことをイメージする事の役に立つとは思いましたが、そのモデルが8つだ
けというのは少し少ないように感じました。もう少しバリエーションを増やしては？大学生
や社会人を対象にしているようですが、黒田さんの話にもあったように、高校生から将来を
考え始める人は多くいるはずです。高校生も利用できるものにしてはどうでしょう。

•	 選択肢をプラス方面だけでなくマイナス方面も入れる
•	 2つだけでなく3つか4つの方が世界観が広がる→もっとリアルになるかもしれないです。
•	 何のためにツールをつくるかよりも、他の人々に誰に何を伝えたいか共感したいか。
•	 選択肢が2つだけだったので、3つの選択肢でも楽しくなるのかなと思いました。
•	 選択していく中で、必ずいい方向にすすんでいくので、もっと浮きしずみな人生があっても
いいと思いました。（たまたまhappyにすすんでいったのかもしれませんが…）

•	 時代が変われば、選択肢も変わってくると思うので、いかに細かに更新していくか。
•	 選択によって出てきた画面に、関連する職業や現状がわかるようなキーワードやリンクが列
記してあるといいなと思いました。

•	 もう少しいろんな選択肢があると良いかなと思いました。バリキャリとして自分の行き方を
通すというのも良い生き方だと思うので、その設定を残しても良いのでは…。

•	 横のつながりをシミュレーションできるといいと思う。
•	 漢字にルビがあると低年令の子どもたちでもできるのでふってほしいです！！
•	 60才から先の未来も作ってほしい。おまけとして。
•	 出産や親の介護などがもっと人生に影響を及ぼしていくシナリオだとさらに良いと思いまし
た（現実はそうだと思うので）。

•	 選択されるキャラに偏りがあった。キャラをもうすこし分けてもよいのでは。
•	 今は一人でする設定だと思いますが、ゲームの対戦するように相手と一緒にすることができ
て変化を楽しめるようになるとより面白くなるかなと思いました。

③実際に使った感想
•	 滋賀県の未来予想を踏まえたものになっていた点が面白かったです。
•	 実際に変化に富んだ人生となる人は少数であり、難しいところではあると思います。
•	 使いやすかったです。
•	 本当に人生はいろいろあるということが少し感じて良いと思います。
•	 ゲームとしてであればこのままでよいが、キャリアを考えるのであれば人生の分岐点のとこ
ろでスキルの部分を入れるとよいと思う。スキルとは、資格や留学や必要な知識、経験など。

•	 雑誌のよくある「Yes」「No」で答えていく、「あなたは～のタイプ」とくくられているよう
に感じました。

•	 想定キャラクターに対する学生の皆さまの愛情を感じました。
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•	 ドラスティックな人生を感じることができて良いと思います。最後に人生を考えることに関
するメッセージがあっても良いと思います。

•	 未来のことを今のままの技術や仕組みで考えていたので、ロボットや宇宙旅行など予想外の
ことまでしっかり組み込んで考えられたので未来がより明確になりました。

•	 これはありえないだろ…？と思ってしまう所もありましたが、実際の自分の人生におきかえ
てえらんでみると、様々な見方がふえていて、楽しむことができました。

•	 キャラクター同士が繋がっているのが面白いと思いました。友達同士でも楽しめると思いま
した。

•	 現実的かどうかは別にして、「人生何が起こるかわからない」ということを体感する、という
点では役に立つのではないかと思いました。

•	 率直に、世界規模に広がってもこんな人生ありえるなー、と思いました。キャリアの講演会
で役立つなと思いました。

•	 ゲームみたいで楽しかったです。1つの選択で、どんどん話が進んでしまって、一つ一つの
選択が重いなと思いました。

•	 ゲームだなぁと思いました。
•	 自分の将来について、またどのような人生の選択肢があるのかについて、楽しく将来のこと
を想像しながら使ってみました。

•	 色々な選択をしてすすむ道を変えれるということで楽しかったです。
•	 このツールを1つのきっかけにして、その後、自分が能動的に考えたり、実際に関連する人
（キャリア支援の先生や社会人）といかに接していく自分に変えていくことが大切だと思いま
した。

•	 すべての生き方にリスクと"やりがい"がある、というメッセージを受け取るには良いツール
だと思う。

•	 楽しかった。
•	 その時代に起こる出来事が組み込まれているのがリアリティーを増しておもしろかったです。
•	 かなりシュールに作られていて、何才の人が使ってみても、結構真剣に考えさせられる内容
でよかった。

•	 楽しく使えて、考えさせられるツールでした。家に帰ったら夫婦で使ってみたいです。
•	 私が選択したのは「剛」くん。わりとフツーな人生だと感じた。
•	 選択肢をクリックするときに、とてもドキドキして楽しかったです。
•	 簡単に色々な人生を体験できて面白かったです。お友達などにも教えてあげたいです。
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本日の報告会の満足度（5段階評価）
平均4.4　　　　　　　　　　　																								

報告会全体の感想等（主なもの）
•	 「学生からの成果発表会」を聴いて、今回のプロジェクトは、学生の皆さんが自身の将来を考
える良いきっかけになっていると感じました。

•	 プログラムに参加した学生さんともう少し話せる時間があればと思います。
•	 今回の企画であれば大学生では遅いと思います。できるなら高校生に実施してあげればよい
と思います。

•	 最後の学生の発表が非常に良く、試行錯誤して悩んだ様子がよく分かり、刺激になりました。
•	 プロジェクトについて…男性参加者（学生）が増えると良いと思いました。
•	 学生の皆さんが、学生のうちに社会に出ている様々な生き方をしている人々と接点を持つこ
との大切さをあらためて感じました。学生の皆さんの感想をお聞きして、このワークショッ
プ（キセカエプロジェクト）そのものが、学生の皆さまにとって有意義なモノだと思いまし
たので、これ自体を広めるのもアリだと思いました。

•	 直接参加した学生は多くのことに気づいたと思いますが、「未来クエスト」を単に使うだけの
学生にも多くのことに気づいてもらうために工夫があっても良いと思います。

•	 黒田さんの人生の経歴がすごく色々あって、こんな人生もあるんだなと視野が広がりました。
•	 私自身、将来の働き方に関して狭い見方でありました。この講演会に参加して、「このような
働き方もありなんだ！」と思えるようになりました。自分の将来を考えるゲームをしたこと
は新鮮でした。

•	 自分が働くという事について考える事ができました。黒田さんが「働きたいように働く」と
おっしゃっていましたが、世の中には働きたいように働きたくても、それが様々な要因で実
現できない人もたくさんいると思います。それをどう支援していく事も今後の大きな課題だ
と思います。

•	 他人の経験を聞く、というのは自分の人生を考えていく上でとても貴重な、そして大切なこ
とだなと思いました。でも、その中でこういう人生を送りたいと思っても、同じ人生は送れ
ないし、自分に今後どんな選択肢が提示されるのかはそのときにならなければわからないの
で、そんなときに自分の選択に自信が持てるように生きていきたいと思いました。

•	 働くことに対する意識、きく側の方でしたが、変わりました。私もこれまで以上にアクティ
ブに行動していきたいと思いました。

•	 参加する方々を見れたことが喜びだったと思います。
•	 人生シミュレーションツールの体験はゲーム感覚で楽しむことができました。自分自身はこ
れからどういう人生を歩くことになるのか考えるきっかけとなりました。
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•	 今さらながら、自分が決めた道は決して間違いではないと思いました。
•	 このプロジェクトに参加された学生さん方のような経験が、今の高校生全ての子どもに体験
させてあげられたらいいのになと思いました。

•	 黒田さんのお話を聞いて、「働きたいように働く」言い換えると「なりたいものになる」、確
かに私自身もそのことが大切だと思っています。ただ、子どものうちに「なりたいもの」を
見つけるのが難しかったなとも思います。

•	 もう少し学生が参加していたら良かったと思います。
•	 未来クエストもっとやってみたかった！
•	 黒田さんの講演も、学生メンバーの方の報告も、全てよかった。
•	 「思いがけない出来事で人生は変わる」ことが一貫したテーマとして全てのプログラムから伝
わってきました。

•	 「自分は何をやるべきか？」と考えるときの「自分」とは、それまで経験して感じてきたこと
が基になっている。自分とは社会の鑑みたいなものか。その中で課題や問題、そしてその解
決にむかうものが仕事に結びついていくのかと思いました。

•	 とても楽しい時間でした。ありがとうございました。
•	 学生一人一人が自分の将来について真剣に考え行動し、自身の考えをしっかり発表され、と
ても素晴らしいと感激しました。将来ある元気な若者の声にこちらも勇気と意欲をたくさん
頂きました。私も頑張りたいです。そして皆さんもますます頑張ってくださいね。応援して
います。皆さんのおかげで日本の将来にも希望が持てました。ありがとう。

学生メンバーへの応援メッセージ（主なもの）
•	 興味深い発表会でした。「未来クエスト」大変面白かったです。
•	 実りある学生生活でありますように。
•	 がんばってください。本当にいろいろありますが柔らかくのらりくらりも大切です。
•	 人生は楽しく、希望をもてるかは自分しだいです！
•	 人生を大切に頑張ってください。将来は、楽しいですよ。
•	 社会人経験者として、とても刺激になりました。みなさん前向きで良かったです。ありがと
うございました！

•	 面白かったです。輝けるひな子になってください。
•	 60パターン以上も未来に起こる変化も含めて考えるなんて、本当にすごいなと思いました。
人前でも自分のことをしっかり話せることができるのも見習いたいです。

•	 現在、私は3回生でこのプロジェクトに参加している友人に誘われてこの講演会に参加しま
した。私もボランティアに参加しているのですが、他の学生がどのようなボランティアに参
加し、活動をしてるのかを知ることができて良い刺激になりました。これからもがんばって
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ください。
•	 今日初めてプロジェクトの事を聞いて、すごい事をしていたんだと思いました。自分の将来
について考える機会はいろいろあるけど、ここまで深く考える機会はまずないと思います。
それはすごく幸運な事だし、その選択をしたメンバーの人達は大きな一歩だと思います。こ
の経験を活かして自分の進路を突き進んでください！あと、周りに周知していけるともっと
いいと思います！

•	 今日は貴重なお話をきかせていただきありがとうございました！今後の参考にします！
•	 わたしもまだ将来について悩んでばかりなので、とても興味を持てました。ありがとうござ
いました。

•	 いつも笑顔でいてください。
•	 一緒に自分の可能性を考えながらまた共に働いていきましょう！！
•	 若い人（特に女性）が活躍する姿を見ると、本当に勇気が出ます。いろいろなことにチャレ
ンジして欲しいと思いました。

•	 充実した報告会をありがとうございました。この日を迎えるまで、とても大変だったと思い
ます。今後のご活躍をお祈りしています。

•	 夢達成に向け頑張ってください。
•	 いろいろ考えさせられました。
•	 これからもがんばってね！
•	 1人1人が感じたことがとても前向きで柔軟でとてもすばらしかったです。
•	 自分が学生の時には、未来の姿など考えもしなかったが、皆さんそれぞれしっかり自分と向
きあい考えておられて、大人の方もまたがんばっていこうという気にさせられましたし、皆
さんのこれからをとても楽しみにしています。

•	 学生のうちにすばらしい経験ができてうらやましいです。すてきな人生を歩んでください！
•	 いろんな経験をつんでがんばってください。
•	 まずはこのプロジェクトに参加された行動力に拍手を贈りたいと思います。自分の将来に目
を向け、自分自身に問いかける姿勢は、きっと皆さんのキャリアを豊かな、確かなものとし
ていくことと思います。今日は素晴らしい時間をありがとうございました！



27滋賀県知事への活動報告

　平成27年2月17日（火）、滋賀県知事にプロジェクトについて報告しました。男女共同参画課
よりプロジェクトの概要について説明し、知事に「未来クエスト＠滋賀」を体験していただきま
した。知事からも「おもしろい！人生は自分の意志で変わるし、意志だけでは変わらないことも
ある。このツールで、より多くの人が主体的に人生を考えるきっかけになれば」という感想をい
ただきました。その後、プロジェクトメンバーの学生から、プロジェクトを通して感じたことや
変化したことについて報告しました。知事を前に、学生たちも緊張していたようです。

滋賀県知事への活動報告
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　平成26年8月8日（金）から12月7日（日）の最終成果報告会まで、4ヶ月間のプロジェクトを
実施し、滋賀在住・在学の学生9名が人生シミュレーションツール「未来クエスト＠滋賀」を制
作しました。
　8月から9月末にかけてはワークショップ（6日各6時間、36時間）を行いました。ワークショッ
プの過程では、世界・日本・滋賀県・働き方の過去・現在・未来についての講義を通して、学生
たちの視野が広がりました。さらに30年後の未来を描くことで、社会の変化に伴い、自分自身の
働く環境が変化することを認識しました。
　また、ワークショップの期間には、家庭での子育て体験、企業訪問、社会人へのインタビュー
など、様々な働き方に触れる機会を持ちました。両親のキャリアについてヒアリングするという
宿題もあり、働くことと同時にライフについても見つめる機会となりました。
　ワークショップの成果として、人生シミュレーションツールの原作となるシナリオを作成しま
した。学生たちは働いた経験がないため、8人のキャラクターそれぞれのキャリアを含めた30年
間の人生を考えることはとても難しかったようです。しかし、社会人スタッフによるサポートも
あり、原作を書き上げることができました。
　本プロジェクトのミッションは「①キャリアとライフの選択を考える、学生のための人生シ
ミュレーションツール開発」と「②プロジェクトに参加した学生たちの成長」の2つです。
　「①キャリアとライフの選択を考える、学生のための人生シミュレーションツール開発」につ
いては、スマートフォンでゲーム感覚で人生をシミュレーションできる「未来クエスト＠滋賀」
をリリースしました。最終成果報告会で参加者に体験してもらい、「未来のことを今のままの技
術や仕組みで考えていたので、ロボットや宇宙旅行など予想外のことまでしっかり組み込んで考
えられたので未来がより明確になりました」といった意見をいただきました。キャラクターが8
名と少なく、64通りのシナリオしかないという点で物足りなさもあったようですが、多くの方が
「キャリアを考えるツールとして利用できる」と回答してくださいました。
　「②プロジェクトに参加した学生たちの成長」については、期待以上の変化がありました。こ
れまでは課外活動に積極的ではなかった学生が、本プロジェクトをきっかけに様々なことにチャ
レンジするようになりました。また、様々な働き方や未来の変化を知ることで、仕事に対する考
え方にも大きな変化がありました。社会の変化に柔軟に対応しながら、女性の働き方4分類に捉
われず、生活も大切にしつつ、仕事も精一杯がんばりたいという意識を持つようになった点が大
きな収穫となりました。
　上記2つのミッションについては、十分に達成できたと評価できます。今後、本プロジェクト
で開発した「未来クエスト＠滋賀」を通じて、プロジェクトに参加しなかった学生がキャリアを
考えるきっかけを作ることで、さらなる成果につなげたいと考えています。

NPO法人ハナラボ

実施主体からの評価
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プロジェクトメンバー（滋賀県在住・在学の大学生）
明石愛
岡村典子
坂口紗姫
鈴木夏輝
中島朱音
中村一貴
西田奈央加
牧澤茜
森健太

企画・運営
NPO法人ハナラボ
角　めぐみ
浜島	裕作
中村有沙

運営協力スタッフ
高田　友美
瀧井　智美
山田真由子

協力
一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム

このプロジェクトはNPO法人ハナラボが滋賀県から委託を受けて企画・運営し、その一環で「未
来クエスト＠滋賀」を制作しました。

プロジェクトメンバーおよびスタッフ
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公式ガイド 未来クエスト
ファシリテーターズガイド

「未来クエスト＠滋賀」は、大学生がキャリアとライフの選択
を考えるためのツールとして開発したものです。20歳から
スタートし、就職・転勤・結婚・出産・育児・介護といった人生
の変化の場面で選択肢が用意されており、選んだ結果によっ
て人生展開がどのように変化するかを、スマートフォンで疑
似体験します。

テクノロジー、世界情勢、働き方・・・社会は日々変化していま
す。この30年間の社会変化を考えても、30年前には想像でき
なかったことばかり。今はなくなった職業もあれば、新しく
生まれた職業もあります。今後30年間も、社会は変化し続け
ることでしょう。

そこで生まれたのが「未来クエスト＠滋賀」です。未来の社会
の変化を理解し、変化を踏まえて人生を選択する「人生シ
ミュレーション」ツールです。

ツール開発の過程で、滋賀県の大学生が2045年の未来予想図
をつくり、8人のキャラクターの30年間の人生を描きました。

「未来クエスト＠滋賀」は個人で使うこともできますが、授業
やワークショップでグループで利用するとより効果的です。

滋賀県だけでなく、ほかの地域でも活用できます。多くの教
育現場で活用していただければ幸いです。

＠滋賀 大学・高校の先生やキャリア教育のファシリ
テーターのみなさんが、「未来クエスト＠滋賀」
をキャリア教育の教材として利用するためのガ
イドです。

「未来クエスト＠滋賀」では、未来シナリオプランニングとい
う手法を用いて、2045年の未来の社会の姿を描いています。
現在予測されている未来の人口構成、GDP、テクノロジーの
進化などの「延長線上の未来」と、最近のニュースを元にし
た、具体的な「未来の兆し」を掛け合わせたものです。

未来予測について調べることで、実際にどの程度「未来」が現
実に近づいているかを理解することができます。

①【全体】30年前から現在までの変化を知る
テクノロジー、経済、人口構成、環境などをファシリテー
ターの方がレクチャーしてください。

②【個人】未来クエスト＠滋賀を使ってみる

③【個人】2030年、2040年、2050年の未来年表を調べる
インターネットで「未来年表」と検索すると、いくつか見つ
かります。

③【個人】未来年表で気になったキーワードを調べる
例えば「植物工場」や「介護ロボット」など。

⑤【グループ】どんな分野がこれから伸びそうか、どんなビジ
　ネスや仕事が生まれそうか、グループで話し合う

⑥【全体】発表して、各グループで話し合った内容を共有する

活用パターン1. 未来予測について調べる

「未来クエスト＠滋賀」という名のとおり、未来クエストの舞
台は滋賀県です。そのため、滋賀県ではこんなことが起きて
いる、という未来を予測した内容が随所に入っています。

このシナリオのベースになったのは、滋賀県の特徴や今後の
人口構成などのデータです。地域の特徴を調べることで、そ
の地域の強みや弱みを理解し、地域への希望と危機感を持つ
ことにつながります。

人口の流出が地域の未来に向けた課題となっている今、若い
世代に地域の未来を考えてもらうことにも役立つでしょう。

①【全体】30年前から現在までの変化を知る

②【個人】未来クエスト＠滋賀を使ってみる

③【個人】地域のデータを調べる
　人口・産業・環境・意識など。

④【グループ】地域の強みと弱みをグループで話し合う

⑤【グループ】今後、地域がどう変化するのかを話し合う
強みを伸ばした場合のシナリオと、弱みが進行した場合の
シナリオ、2種類を考えてみる。

⑥【全体】発表して、各グループで話し合った内容を共有する

活用パターン2. 自分の地域の未来年表を書いてみる

「未来クエスト＠滋賀」には8人のキャラクターが登場しま
す。1人につき8通り、全部で64通りが用意されていますが、
結末に納得できない学生もいるでしょう。

自分自身でシナリオを書くことで、「自分だったらどんな選
択をするのか、どんな人生を送りたいのか」を考えることが
できます。自分に近いキャラクターを選ぶことで、「わたしに
も同じことが起きるかも！？」と希望と同時に危機感を持た
せることができるのがポイントです。

①【全体】30年前から現在までの変化を知る

②【個人】未来クエスト＠滋賀を使ってみる

③【個人／グループ】8人のキャラクターの中から1人選んで、
　新しいシナリオをつくる
　グループでも個人でもOKです。条件は次の通り。
　・選択肢を2～3つ作る
　・必ず挫折を入れる（挫折からどう乗り越えるかを考える）

活用パターン3. オリジナルの未来シナリオを書いてみる

「未来クエスト＠滋賀」は平成26年度滋賀県発！未来のわたしキセカエプロジェクトで、
NPO法人ハナラボが滋賀県から委託を受けて企画・運営・制作したものです。

未来クエスト
ユーザーズガイド

キホンの使い方

① 二次元コードまたはURLで未来クエスト＠滋賀に
　 アクセス
② 質問に答える
③ キャラクターが決まったら、人生の旅に出る
④ 人生の分岐点では、どちらを選ぶか真剣に考える
⑤ 最後までたどり着いたら、他の人生も試してみる
⑥ 自分だったらどんな人生を送るのか、考えてみる
⑦ 未来クエスト＠滋賀を友だちにすすめる

浅田響子、淡海大学経済学部3回生
長女でしっかり者の姉御肌！一生バリバリ働
きたいタイプ。母性本能をくすぐる男に弱い。
居酒屋で働いていて体力あり。よさこいサーク
ルの部長もやっている。

藤本誠一、中山道大学理工学部3回生
人に迎合しない一匹狼。自然が好きなアウト
ドア派。理系で冷静な面を持ちつつも、古い
考え方には捉われず、新しいことにどんどん挑
戦したいタイプ。しかし、恋愛は少し待ちの姿
勢になってしまう。

綾小路 司、創士社大学3回生
「家族は俺が養う！」体育会系後継ぎ男子。テ
ニスサークルに所属。男が仕事で女は家庭と
思っている少し古い考えの持ち主。父親が
作った中堅の建設会社の長男で、将来は家業
を継ぐことになっている。

斉藤さとみ、伏見女子大学3回生
おっとりタイプ。ソフトテニスクラブ所属。伝統
を重んじる家風で厳格な祖父に可愛がられて
育つ。炊事洗濯はなんなくこなす、頑張り屋。
自分の殻を破りたいと思っている。

安藤ゆり、淡海大学経済学部3回生
冒険はせず安定が第一の真面目女子。冒険は
しない受け身なタイプ。真面目でコツコツ勉強
する。安定が第一で、銀行の一般職として働
きたいと思っている。

槙田剛、石山大学商学部3回生
真っすぐで正義感の塊。不器用なリーダー。ラ
グビー部に所属。男気があって、誰に対しても
嘘がない人。真っすぐすぎて人とぶつかって誤
解されることもあるが、周囲からの信頼はもの
すごく厚い。

井ノ原真琴、淡海大学経済学部3回生
人とのつながりを大切にする草食系男子。アル
バイトも大学での役割もしっかりこなす。どん
な人にも愛想がよく気に入られる。誠実で、欲
がないタイプ。周りに流されることなくマイ
ペース。

不破ひな子、石山大学文学部英文学科3回生
マイペースで人に流されない、自由で明るい人
気者。あだ名は「ふわ子」。ブラスバンドの
サークルに所属。妹キャラで、自由で明るく人
気者。映画や英語に関心があり、好きなことに
はのめり込むタイプ。

「未来クエスト＠滋賀」は、キャリアとライフの選択を考える人
生シミュレーションツールです。20歳からスタートし、就職・転
勤・結婚・出産・育児・介護といった人生の変化の場面で選択
肢が用意されており、選んだ結果によって人生展開がどのよう
に変化するかを、スマートフォンで疑似体験できます。

10年前にはなかったスマートフォンがこんなに普及するなど、
テクノロジーの変化のスピードは想像がつきません。現在の小
学生の65%は、今存在しない仕事に就くという予測もあるな
ど、社会も大きく変化しているかもしれませんね。

あなたは30年後、どんな人生を送っているのか？
世界はどんなふうに変わるのか？
未来クエストで、未来を旅する体験をしてみましょう。

ワンランク上の使い方

◯社会変化の未来予測について調べる
2030年、2040年、2050年にどんな社会になっているの
か、すでに未来予測がさまざまな調査機関から発表され
ています。「未来年表」で検索して調べてみよう。

◯オリジナルの未来シナリオを書いてみる
シナリオに物足りなさを感じたら、自分でもシナリオを考
えてみよう。そのとき、必ず「挫折」を入れること。そして、
挫折をどうやって乗り越えるのかを考えてみよう。

◯自分の地域の未来年表を書いてみる
地域にはそれぞれ特徴があります。例えば「未来シナリオ
＠滋賀」では、県内総生産に占める第2次産業の割合が全
国1位であることと、社会変化の未来予測を踏まえてシナ
リオを作成しました。
あなたは自分が暮らしている地域の特徴を知っています
か？強みを活かすとどんな地域になるのか、弱みを放って
おくとどんな地域になるのか、考えてみよう。

キャリアとライフの選択

を考える、学生のための

人生シミュレーション

ツール、日本初公開！

＠滋賀

登場人物
紹介

http://game.hanalabs.net
スマートフォン、タブレット限定
パソコンからは閲覧できません

あさだきょうこ

あやのこうじつかさ

あんどう

いのはらまこと

ふじもとせいいち

さいとう

まきたつよし

ふわ

「未来クエスト＠滋賀」は平成26年度滋賀県発！未来のわたしキセカエプロジェクトで、
NPO法人ハナラボが滋賀県から委託を受けて企画・運営・制作したものです。
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未来クエスト
ファシリテーターズガイド

「未来クエスト＠滋賀」は、大学生がキャリアとライフの選択
を考えるためのツールとして開発したものです。20歳から
スタートし、就職・転勤・結婚・出産・育児・介護といった人生
の変化の場面で選択肢が用意されており、選んだ結果によっ
て人生展開がどのように変化するかを、スマートフォンで疑
似体験します。

テクノロジー、世界情勢、働き方・・・社会は日々変化していま
す。この30年間の社会変化を考えても、30年前には想像でき
なかったことばかり。今はなくなった職業もあれば、新しく
生まれた職業もあります。今後30年間も、社会は変化し続け
ることでしょう。

そこで生まれたのが「未来クエスト＠滋賀」です。未来の社会
の変化を理解し、変化を踏まえて人生を選択する「人生シ
ミュレーション」ツールです。

ツール開発の過程で、滋賀県の大学生が2045年の未来予想図
をつくり、8人のキャラクターの30年間の人生を描きました。

「未来クエスト＠滋賀」は個人で使うこともできますが、授業
やワークショップでグループで利用するとより効果的です。

滋賀県だけでなく、ほかの地域でも活用できます。多くの教
育現場で活用していただければ幸いです。

＠滋賀 大学・高校の先生やキャリア教育のファシリ
テーターのみなさんが、「未来クエスト＠滋賀」
をキャリア教育の教材として利用するためのガ
イドです。

「未来クエスト＠滋賀」では、未来シナリオプランニングとい
う手法を用いて、2045年の未来の社会の姿を描いています。
現在予測されている未来の人口構成、GDP、テクノロジーの
進化などの「延長線上の未来」と、最近のニュースを元にし
た、具体的な「未来の兆し」を掛け合わせたものです。

未来予測について調べることで、実際にどの程度「未来」が現
実に近づいているかを理解することができます。

①【全体】30年前から現在までの変化を知る
テクノロジー、経済、人口構成、環境などをファシリテー
ターの方がレクチャーしてください。

②【個人】未来クエスト＠滋賀を使ってみる

③【個人】2030年、2040年、2050年の未来年表を調べる
インターネットで「未来年表」と検索すると、いくつか見つ
かります。

③【個人】未来年表で気になったキーワードを調べる
例えば「植物工場」や「介護ロボット」など。

⑤【グループ】どんな分野がこれから伸びそうか、どんなビジ
　ネスや仕事が生まれそうか、グループで話し合う

⑥【全体】発表して、各グループで話し合った内容を共有する

活用パターン1. 未来予測について調べる

「未来クエスト＠滋賀」という名のとおり、未来クエストの舞
台は滋賀県です。そのため、滋賀県ではこんなことが起きて
いる、という未来を予測した内容が随所に入っています。

このシナリオのベースになったのは、滋賀県の特徴や今後の
人口構成などのデータです。地域の特徴を調べることで、そ
の地域の強みや弱みを理解し、地域への希望と危機感を持つ
ことにつながります。

人口の流出が地域の未来に向けた課題となっている今、若い
世代に地域の未来を考えてもらうことにも役立つでしょう。

①【全体】30年前から現在までの変化を知る

②【個人】未来クエスト＠滋賀を使ってみる

③【個人】地域のデータを調べる
　人口・産業・環境・意識など。

④【グループ】地域の強みと弱みをグループで話し合う

⑤【グループ】今後、地域がどう変化するのかを話し合う
強みを伸ばした場合のシナリオと、弱みが進行した場合の
シナリオ、2種類を考えてみる。

⑥【全体】発表して、各グループで話し合った内容を共有する

活用パターン2. 自分の地域の未来年表を書いてみる

「未来クエスト＠滋賀」には8人のキャラクターが登場しま
す。1人につき8通り、全部で64通りが用意されていますが、
結末に納得できない学生もいるでしょう。

自分自身でシナリオを書くことで、「自分だったらどんな選
択をするのか、どんな人生を送りたいのか」を考えることが
できます。自分に近いキャラクターを選ぶことで、「わたしに
も同じことが起きるかも！？」と希望と同時に危機感を持た
せることができるのがポイントです。

①【全体】30年前から現在までの変化を知る

②【個人】未来クエスト＠滋賀を使ってみる

③【個人／グループ】8人のキャラクターの中から1人選んで、
　新しいシナリオをつくる
　グループでも個人でもOKです。条件は次の通り。
　・選択肢を2～3つ作る
　・必ず挫折を入れる（挫折からどう乗り越えるかを考える）

活用パターン3. オリジナルの未来シナリオを書いてみる

「未来クエスト＠滋賀」は平成26年度滋賀県発！未来のわたしキセカエプロジェクトで、
NPO法人ハナラボが滋賀県から委託を受けて企画・運営・制作したものです。
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