
 

 

（令和３年６月 14日発表） 

静岡市プラモデル化計画 

「ものづくりプラモデル大学」発進！ 受講生を募集します！ 

 

別紙資料  有 ・ 無 
◆ アピールポイント 

○「ものづくりプラモデル大学」は、静岡シチズンカレッジ「こ・こ・に」の

専門課程として位置付けており、市民の皆さんの力を地域や社会のために活

かすため、「学び」と「活動」のサイクルを生み出す学び舎です。 
 

○静岡市プラモデル化計画に基づき、プラモデル（コンテンツ）を活用した「まちづ

くり」を支える人財づくりを行うもので、プラモデル等に関する知識の習得を行う

と共に、地域経済や産業が抱える課題の解決に向けた手法を考えていきます。 

＊静岡市プラモデル化計画とは 

  https://www.city.shizuoka.lg.jp/805_000001_00143.html 
 

○第１回（7月 10日（土）14時～開講式・講義）を皮切りに、 

全 7回のカリキュラム（詳細は下記及びホームページを参照）で 

開催します。＊開講式には田辺市長も出席予定 

◆ 募集期間 
令和３年６月 14日（月）から令和 3年７月２日（金）まで受付 

＊定員 延べ 30組／２コース（応募多数の場合選考有） 

 

◆ 内 容 な ど 

全 7回の講座では、個性豊かな講師陣を迎え、２つのコースで学習を進めていきます。 
 

【講座内容】１．ものづくり産業密着コース 対象：18歳以上 

      ２．創造力育成コース 

対象：親子（親は 18歳以上、子どもは小学生以上） 

【協力講師】①静岡市で模型をとおしたものづくり教育に取り組む 

静岡大学教育学部 芳賀正之
はが ま さ ゆ き

教授 

②斬新な商品展開でお馴染みの模型メーカー 

株式会社青島
あおしま

文化
ぶん か

教材社
きょうざいしゃ

 

➂何でも材料にして空想ロボを生み出してしまう漫画家

たなかよしみ氏 

【受講資格】➀静岡市民（通勤含む）であり全日程受講可能なこと 

②公共交通機関又は自家用車による移動が可能であること 

➂市政情報の発信を目的とする写真・動画の撮影等に同意が得 

られること 

【参 加 費】3,000円（全 7回分） 

【申込方法】受講申込書に必要事項を記入のうえ、持参、郵送、FAX、 

メールで静岡市産業振興課にお申込み下さい。 

【参考 URL】https://www.city.shizuoka.lg.jp/805_000001_00148.html  

報道資料 

【問合せ】産業振興課 工業振興係（清水庁舎５階） 

電話 ０５４－３５４－２０５８ 「模型の世界首都」の 
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進に 
向け取材を 
お願いいたします。 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/805_000001_00143.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/805_000001_00148.html


シチズンカレッジ こ・こ・に講座「ものづくりプラモデル大学」講座案内

パートナーシップで目標を達成しよう

「ものづくりプラモデル大学」は、「リカレント教育」と「キャリア教育」の２つの観点から

産業が抱える課題等を捉え、ものづくりやプラモデルに関する知見・技術を学ぶと共に

課題の解決に向けた手法を考えていきます。（ここにポイント ★★）

静岡市は、多くの模型産業が集積し、プラスチックモデルの製造品出荷額は全国

の約８割のシェアを誇る、まさに「模型の世界首都」です。

古から培われた先人の「ものづくり精神」が、この模型の世界首都を築き上げ、今

日のものづくり産業の発展につながっています。そんな地域を代表する産業と資源に

「愛着」と「誇り」をもち、地域に根付くものづくり産業に「寄与」していくことで、プラモデ

ルプライド（シチズンシップ）に富んだまちづくりを共に進めていきましょう！

静岡シチズンカレッジ こ・こ・に は、地域や社会のためにご自身の力を

活かしたい皆さんに、３つの基本方針に基づいた学びの機会を提供します

＜ ものづくりプラモデル大学 スキーム ＞

テーマ設定

（課題認識）

実践１

（学習・体験）

実践２

（学習・体験）

研究

（応用演習）

発表

（発散・共有）

学習

研究

体験

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

＜第2～6回＞ 7月～11月＜第1回＞ ７月

講義
①ブリーフィング

「なぜ、静岡市は

模型の世界首都

なのか？」

②講師メッセージ

（課題の提起）

学習・体験・研究

この世に一つしかないプラモデルを作るには

～ミキシングビルドを発想力・創造力を養う～

2コース 3テーマ

多様化した趣味の中から、プラモデルを選択してもらうには

～プロダクト・マーケットの両面から～

学習・体験・研究

＊当講座では、単純な体験学習や知識習得を行うのではなく、PBL(Project Based Learning)型（問題

解決型）の学習として、自ら問題を発見し、解決する能力を養うことを目的とした学習方法を

用いて、今後の主体的・協働的な取組を促していきます。

＊当講座のカリキュラム内容は別紙をご参照ください。

ビジョンを描く
「こ ＝ 構想力」
を育みます

力強く進む
「こ ＝ 行動力」
を育みます

仲間を魅了する
「に ＝ 人間力」
を育みます

開講式

＜第7回＞ 12月

成果発表

講評・総評

受講者交流



シチズンカレッジ こ・こ・に講座「ものづくりプラモデル大学」講座案内

パートナーシップで目標を達成しよう

講座①適正のススメ

模型の世界首都の市民として何か貢献したい
業界やメーカーが抱える課題を解決したい
共鳴する課題を一緒に考える仲間を見つけたい
知識や環境は十分でないが、関心・意欲がある

講座②適正のススメ

模型の世界首都の市民として何か貢献したい
子どもの新しいチャレンジを応援したい
子どもが一心不乱に取り組む姿を見てみたい
親子で楽しめる趣味（ホビー）を見つけたい

講座メニュー

①ものづくり産業密着コース 対象：18歳以上 ②創造力育成コース 対象：親子

受講料： 3,000円／1人（1組）

◎模型の世界首都に息づく「プラモデル」のテーマのもと、学習プログラムや講師・受講者の交

流を通じ、先人が残した「ものづくり精神」を受け継ぐと共に、地域に交わる人財の育成

横のつながりづくり
次世代プレイヤーの巻き込み

地
域
や
経
済
に
寄
与
す
る

エコ

シス

テム

＜ ものづくりプラモデル大学の目指す姿 ＞

模型メーカーが抱える課題を知り、プロダクト・マー
ケットの２つ観点から、知識習得・実地体験と共に、
受講者による研究・発散を通じて、解決策を考え
ていきます
＜講師＞ 株式会社青島文化教材社様 他

ものづくりの原点である「新しい価値の創造」。
親子で身近にあるものを活用したプラモデル作品
の制作を通じ、発想・着眼・表現する力を養い、
ものづくりの魅力を発見していきます
＜講師＞ 漫画家 たなかよしみ様 他

人
財
が
活
躍
で
き
る
ま
ち

令和3年度 令和４年度～

交流

課題提起 習得・発散

準備フェーズ
・基盤及び裾野づくり
（実行体制に向けた人財獲得）

クラスター（エコシステム）形成
・受講者がプレイヤーとなり刺激し合う
・新たなプレイヤーの輩出

新たな交流
事業参画

実行フェーズ
・実行体制の構築
・課題解決策企画

新たな学習

◎当事者意識をもつ仲間をつくり、新たな価値や関係を生み出していく意欲をもち、得られた

リレーションシップに基づき、市政及び経済活動の好循環化を促していく意欲をもつ

当講座は、プラモデル（コンテンツ）を通じた「まちづくり」に関する講座です。内容を確認の上、お申込みください



シチズンカレッジ こ・こ・に講座「ものづくりプラモデル大学」講座案内

パートナーシップで目標を達成しよう

ものづくり密着コース 創造力育成コース

第1回目

＜日時＞ 7月10日（土）14:00～17:00

＜会場＞ 静岡ホビースクエア（企画展示場）

＜内容＞ 開講式、オリエンテーション

講演「静岡市は、なぜ模型の世界首都なのか」、講師からのメッセージ（課題の提起）

第2回目

＜日時＞ 7月24日（土）14:00～17:00 ＜日時＞ 7月31日（土）14:00～17:00

＜会場＞ ㈱青島文化教材社
＜会場＞ 静岡市産学交流センター

小会議室1,2

＜内容＞ プラモデルメーカーに潜入
＜内容＞ ミキシングビルドに出会う

第3回目

＜日時＞ 8月７日（土）14:00～17:00 ＜日時＞ 8月28日（土）14:00～17:00

＜会場＞ 静岡市産学交流センター

演習室４

＜会場＞ 静岡市産学交流センター

小会議室1,2

＜内容＞ 商品を企画してみよう ＜内容＞ オリジナルロボットを作る１

第4回目

＜日時＞ 9月４日（土） 14:00～17:00 ＜日時＞ 9月11日（土）14:00～17:00

＜会場＞ 静岡市産学交流センター

演習室３

＜会場＞ 静岡市産学交流センター

小会議室1,2

＜内容＞ プラモデルの面白さを探求する

（組立編）

＜内容＞ オリジナルロボットを作る２

第5回目

＜日時＞ 10月16日（土）14:00～17:00 ＜日時＞ 10月9日（土）14:00～17:00

＜会場＞ ㈱青島文化教材社 ＜会場＞ 静岡市産学交流センター

小会議室1,2

＜内容＞プラモデルの面白さを探求する

（装飾編）

＜内容＞ オリジナルロボットの活躍を想像する

第6回目

＜日時＞ 11月13日（土） 14:00～17:00

＜会場＞ 静岡ホビースクエア（企画展示場）

＜内容＞ プラモデルのファンのすそ野を拡大すべく、何ができるかを考える

第7回目

＜日時＞ 12月25日（土） 14:00～17:00

＜会場＞ 静岡ホビースクエア（企画展示場）

＜内容＞ 作品発表会、修了式、交流

＊講義の時間及び会場は変更となる可能性がございます。各会場の所在地は以下のとおりです。

・静岡ホビースクエア 静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡3F

・静岡市産学交流センター 静岡市葵区御幸町3番地の21 ペガサート6F・7F

・株式会社青島文化教材社 静岡市葵区流通センター12番3号

＜ ものづくりプラモデル大学 令和３年度カリキュラム内容 ＞



「ものづくりプラモデル大学」 受講申込書

■ 申込講座 ＊申し込む講座に○印をお願いします

１．ものづくり産業密着コース

２．創造力育成コース

■ 参加人数 名

■ 氏 名 代 表 （ 歳）

②の場合：お子様 （ 歳）

②の場合：お子様 （ 歳）

■ 住 所 〒 静岡市 区

■ 電話番号 （ ） －

■ 以下のアンケートにご協力ください（問１～４は１つ○印をお願いします）

お申込み・お問い合せ先
静岡市役所 産業振興課（工業振興係 佐野・天野）

〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８号 清水庁舎５階
Tel: 054-354-2058 Fax: 054-354-2132

Mail: sangyoushinkou@city.shizuoka.lg.jp
お申し込みは本用紙に必要事項をご記入のうえを持参、郵送、電話、メール、FAXにて上記までご提出ください。

講座案内及び受講資格を確認の上、下記のとおり申し込みます

＜受講資格＞

①静岡市民（通勤含む）であり、全日程で受講可能なこと

②公共交通機関又は自家用車による移動が可能であること

③メディアを通じた市政情報の発信に同意が得られること

問１ 余暇時間に、プラモデルや模型を作りますか。（ はい ・ いいえ ）

問２ 静岡市のプラスチックモデルキット出荷額が、全国１位であることをご存じですか。（ はい ・ いいえ ）

問３ 静岡市が、「模型の世界首都」と呼ばれていることをご存じですか。（ はい ・ いいえ ）

問４ 問２及び３の事実を知り、静岡市民として誇りに思いますか。（ はい ・ いいえ ）

問５ 本講座への応募動機は何ですか。（自由記述）

問６ 本講座に期待することは何ですか。（自由記述）

問７ 本講座を修了したのち、どんな活動をしていきたいですか。（自由記述）

その他諸事項に関しては
講座案内及び
静岡市ホームページを
ご参照ください


