
 

 

 

 

 

報道関係者各位 

プレスリリース 

2022 年 9 月 7 日 

KCJ GROUP 株式会社 

 

キッザニア福岡、産官学連携の中高生向け新プログラム 
「Night Campus」を 11 月に実施 

～第一弾は「次世代起業家育成」と「SDGs×福岡の未来」～ 
実施期間：11 月 1 日（火）～12 月 7 日（水） 

募集期間：9 月７日（水）～10 月 7 日（金） 
 

こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行う KCJ GROUP 株式会社（本店：東京都千代

田区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）は、「キッザニア福岡」（福岡県福岡市）において、産

官学と連携し地域に根ざした施設づくりを図るため、新たな取り組みとして地元の中・高校生を対象にする新

教育プログラム「Night Campus」を 2022 年 11 月に実施するにあたり、９月 7 日から参加者を募集します。 

 

本プログラムは、キッザニアの他拠点に先駆けて福岡ならではの「グローバル」や「スタートアップ」をテ

ーマにした取り組みとして、一般向け営業時間終了後である夜時間帯の「キッザニア福岡」を会場に行います。

高校生向けには「Future Innovators’ Course ～次世代起業家育成塾～」を、中学生向けに「Action for a 

Sustainable Future! ～SDGs から考える福岡の未来～」を実施します。 

 

   

 

「Night Campus」バナー 

                     

（C）KidZania 

 

プログラムについての詳細や参加条件などは後述の「プログラム概要」を参照ください。 

なお、今年度の「Night Campus」は、財団からの協賛や大学の協力を得て実施しており、営利を目的とす

るものではありません。第一弾となる本プログラム終了後、2023 年以降も時勢に合わせたテーマで実施を継

続する予定です。 

KCJ GROUP は、本プログラムを通じ、社会変化が激しく将来の予測が困難な時代を生き抜く力を備え、世

界的視野を持って能動的に学び続ける人材育成に寄与することを願っています。また、青少年の非認知能力可

視化と育成支援も目指してまいります。 

 

 

キッザニア福岡 



 

 

<プログラム概要> 

 社会課題をテーマに、大学生や専門家、社会起業家の指導のもと、SDGs の概要と海外や国内の情勢を学ん

だうえで、より〝サステナブルな福岡“を実現するためのアクションプランを考案します。 

 

キッザニア初の高校生向けアントレプレナーシッププログラム。大学教員や起業家、大学生の指導のもと、

基礎から事業計画の策定、プレゼンテーションまでをチームで取り組みます。プログラムを通じて専門家に学

び、実践的なスキルを身につけることができます。 

 

<参考資料> 

１．Night Campus 2022「Action for a Sustainable Future! ～SDGs から考える福岡の未来～」 

■コース概要 

 ・対  象：全日程にご参加いただける中学生 

 ・開催期間：2022 年 11 月 2 日（水）から 12 月 7 日（水）まで 

 ・開催時間：毎週の水曜日、18:30～20:30 

 ・開催場所：キッザニア福岡 （福岡市博多区那珂 6 丁目 23-1 ららぽーと福岡内） 

 ・主  催：KCJ GROUP（株）キッザニア福岡 Night Campus 事務局 

 ・協  力：北九州市立大学 地域創生学群 地域マネジメントコース 眞鍋ゼミ 

 ・協  賛：一般財団法人プロメテウス財団 

 

■応募・参加について 

 ・参加定員：40 名 

 ・応募締切：2022 年 10 月 7 日（金） 

 ・応募方法：下記、オンライン応募フォームに必要事項を記入の上、お申込みください。 

    URL：https://www.kidzania.jp/fukuoka/news/13874 

 ・参加費用： 5,500 円（税込） 

       ※全 5 回分の費用です。全日程出席を前提とします 

・そ の 他：ご自宅で PC/タブレットとインターネット接続環境を用意できること。 

・開催スケジュール 

   

プログラム名 対象 実施日 協力 

Action for a Sustainable Future! 

～SDGs から考える福岡の未来～ 

中学生 

40 名（定員） 

11 月 2 日（水）～12 月 7 日（水）

の毎週水曜日、18:30～20:30 

北九州市立大学 

眞鍋ゼミ 

プログラム名 対象 実施日 協力 

Future Innovators’ Course  

～次世代起業家育成塾～ 

高校生 

40 名（定員） 

11 月 1 日（火）～12 月６日（火） 

の毎週火曜日、18:30～20:30 

九州大学・QREC 

日時（予定） テーマ 内容 

11 月 2 日（水） 

18：30～20：30 

オリエンテーショ

ン 

アイスブレイクを行ったあと、キッザニアの内部を探検し、

SDGs の基礎を学ぶ。 

11 月 9 日（水） 

18：30～20：30 

SDGs の全体像の

理解 

「2030 SDGs」ゲームを通じ、SDGs の全体像を理解する。

「三方よし」をはじめ SDGs のキー概念を実感する。 

11 月 16 日（水） 

18：30～20：30 

世界と日本の現状 ローカルフードサイクリング（株）たいら氏による講演及び、

在留外国人とのグローバルミートアップを通じ、社会課題の

多面的な見方を学ぶ。 

11 月 30 日（水） 

18：30～20：30 

福岡の未来予想図 

（プレゼン準備） 

これまでの学びを活かして、福岡の理想の未来予想図を描き、 

そこからバックキャストして今できることを考えることで、

「自分ゴト化」する。 

12 月 7 日（水） 

18：30～21：00 

最終発表 4 日間の学びを発表しフィードバックをもらう。 



 

 

２．Night Campus 2022「Future Innovators’ Course ～次世代起業家育成塾～」 

■コース概要 

 ・対  象：全日程にご参加いただける高校生 

 ・開催期間：2022 年 11 月 1 日（火）から 12 月６日（火）まで 

 ・開催時間：毎週火曜日、18:30～20:30 

 ・開催場所：キッザニア福岡（福岡市博多区那珂 6 丁目 23-1 ららぽーと福岡内） 

 ・主  催：KCJ GROUP（株）キッザニア福岡 Night Campus 事務局 

 ・協  力：九州大学 ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター（QREC） 

        オール九州・沖縄スタートアップエコシステムプラットフォーム（PARKS） 

KDDI ∞ Labo 

 ・協  賛：一般財団法人プロメテウス財団 

 

■応募・参加について 

 ・参加定員：40 名 

 ・応募締切：2022 年 10 月 7 日（金） 

 ・応募方法：下記、オンライン応募フォームに必要事項を記入の上、お申込みください。 

     URL：https://www.kidzania.jp/fukuoka/news/13874 

 ・参加費用： 5,500 円（税込）※全 5 回分の費用です。全日程出席を前提とします。 

 ・そ の 他：ご自宅で PC/タブレットとインターネット接続環境を用意できること。 

・開催スケジュール 

 

■KCJ GROUP／キッザニア について 

KCJ GROUP は、3 歳から 15 歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006 年 10 月開

業）」「キッザニア甲子園（2009 年 3 月開業）」「キッザニア福岡（2022 年 7 月開業）」の企画・運営をしてい

ます。「キッザニア」は、現実社会の約 2/3 サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並

び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と

「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジ

し、楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。 

https://www.kidzania.jp/ 

 

日時（予定） テーマ 内容 

11 月 1 日（火） 

18：30～20：30 

キックオフ 理想の未来に関する意見交換を通じて共に学ぶ仲間と交流し、自分

がやりたいことを見つける自己探求も行うことで、プログラム参加

の期待を高める。 

11 月 8 日（火） 

18：30～20：30 

アイディア

創出ワーク 

チームに分かれた参加者がアイディアを出し合い、課題解決に向け

てアイディアを創出し、その中から 1 つを選定する。 

11 月 15 日（火） 

18：30～20：30 

事業創発 

セッション 

起業家・大学生の指導の下、顧客や提供価値、アピールポイント等

を明確にしてアイディアの事業性を高め、発表成果物に落とし込む。 

11 月 29 日（火） 

18：30～20：30 

ピッチのア

ート 

（プレゼン 

準備） 

起業家・大学生に向けて発表を行い、アドバイスを受けた上でプレ

ゼンをさらにブラッシュアップする。 

12 月 6 日（火） 

18：30～21：00 

ファイナル

プレゼン 

起業家、キッザニアに関係する企業及び KDDI ∞ Labo に最終化し

た事業計画をプレゼンしてフィードバックを受ける。修了式も実施。 

https://www.kidzania.jp/

