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開催概要

■タイトル inochi WAKAZO Forum 2021

■主催
inochi WAKAZO Project
一般社団法人 inochi 未来プロジェクト

■日時

2021年11月21日（日）

13:30開会／18:30閉会

〈第1部〉 13:30－16:45 〈第2部〉 17:00－18:30

■会場

中之島会館
〒530-0005 
大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト4階
TEL (06)6233-4800

■参加方法
公式HP上の参加予約フォームよりお申込み
※参加費無料

inochi WAKAZO Forum 2021
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開催概要inochi WAKAZO Forum 2021
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【出場チーム】

プログラム

13:30～13:45 

13:45～16:45 
学生9チームによるプレゼンテーション

「 inochi Gakusei Forum -次世代のヘルスケアエポックメーカーの集い-」
inochi Gakusei Innovators’ Program(i-GIP)とは、若者が実際のヘルスケアの問題に取り組む課題解決型のアイデアコンテストです。
本年度は、関西・関東・金沢・徳島の４地域で開催(関西は７年目、関東は３年目、金沢は２年目、徳島は１年目)し、関西・関東は
「フレイルと、向き合い、一人でも多くの人に、一秒でも長く、健康を。」、金沢は「心臓突然死を減らす」、徳島は「産後スト
レスを減らし、笑み湧く社会へ」をテーマに活動をしております。応募のあった約780名の中高高専生の中から選ばれた190名の生
徒が参加しました。加えて、日本国外でもプログラムを展開しました。ロサンゼルスでは心臓突然死を、マレーシアではデング熱
をテーマとして活動が行われました。
参加者は、ヘルスケア・リーダーシップ・デザイン思考・テクノロジーといった様々な分野のトップランナーからの教育プログラ
ムを含む約4か月、若者ならではのプランを考案・実行してきました。
本セッションでは、関西・関東地域の中で優秀なプランを生み出した中高高専生5チームが約4ヵ月のプロジェクトの成果を発表し、
グランプリを決定します。優勝チームには、賞金として15万円が贈呈されます。また、ロサンゼルス、マレーシア、金沢、徳島の
学生代表各1チームが、プロジェクトの成果を発表します。

國生 千代 フリーアナウンサー

視聴者投票
プログラム

澤 芳樹 大阪大学大学院医学系研究科特任教授 / 大阪警察病院院長

★池野 文昭
PROGRAM DIRECTOR (U.S) JAPAN BIODESIGN, STANFORD 
BIODESIGN, MEDICINE - MED/CARDIOVASCULAR MEDICINE

飯島 勝矢 東京大学高齢社会総合研究機構・未来ビジョン研究センター

【モデレーター/審査員】

関西最優秀賞チーム ハシビロコウのせぼね

関西優秀賞チーム MNHK2

関東最優秀賞チーム どさんこ三姉妹

関東優秀賞チーム クロワッサン三姉妹

敗者復活チーム sidewalk

【審査員】

八木 雅和
大阪大学特任准教授(常勤)/ジャパンバイオデザインプログラムダイレ
クター

★：Zoom出演

金沢最優秀賞チーム いもいも

徳島最優秀賞チーム
おやつはお
にぎりーズ

Los Angeles 最優秀賞チーム HeartSavers

マレーシア最優秀賞チーム Capture

inochi Gakusei Forum 
-次世代のヘルスケアエポックメーカーの集い-

【司会】

木島 優美 inochi WAKAZO Project共同代表/ 東京医科歯科大学医学部医学科3年

大西 統也 inochi WAKAZO Project共同代表/ 滋賀医科大学医学部医学科2年

【代表挨拶】

オープニング・代表挨拶

inochi WAKAZO Forum 2021

【コメンテーター】 ★Rajiv Bhanot
CEO and Co-Founder of H2GO Global
★Raffi Simonian
Senior Program Manager for Innovate@UCLA at UCLA’s Office of Advanced Research 
Computing

★：Zoom出演

inochi WAKAZO Projectの今年の活動の集大成である本フォーラム「inochi WAKAZO Forum 2021 -YOUNG 
Living Lab for our "inochi"-」。開催に寄せられたメッセージや、1年間の活動に込めた代表の想いをお伝えいた
します。
若者の挑戦が、ここから始まります。

オープニング、開会宣言
海外チームによ
るプレゼンテー

ション

関西・関東チーム
によるプレゼンテ
ーション・コンペ

ティション

金沢、徳島チー
ムによるプレゼ
ンテーション

九州地域展開発
表、クロージン

グ
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プログラム

17:00～17:15 ドバイ万博からの中継

inochi EXPO Forum 
-いのち輝くバトンをここから-

國生 千代 フリーアナウンサー【司会】

17:25～18:30 パネルディスカッション

WAKAZOは万博誘致以前から活動をしており、若者からどのような「いのち」を描いていくかを考え実行し続けた団体です。コロナ
禍のあとに開かれる万博は、コロナで変わった社会の未来を最初に見せる万博です。WAKAZOは「誰もがいのちを守り合うきっかけ
にみちあふれる」未来を描き、それを「inochiのペイフォワード」と名付け万博での実証に向けて活動を続けています。
未来の実験場である大阪・関西万博において、これからの時代を生きる若者が、自分たちの未来を描き、実験できるような万博が良
いと思っています。WAKAZOの「inochiのペイフォワード」のような未来のデザイン・描きたい未来を世界中の次世代イノベーター
が持ち寄り、実験し、熟議し、新たな共創が生まれる場を、WAKAZOは万博で生み出したいと考えています。
今回のフォーラムでは、WAKAZOの描く未来デザインとともに、世界中の若者の共創が生まれる場である「WAKAZO Summit EXPO 

2025」の開催を、現在開かれているドバイ万博の状況を聞きながら、次の万博を創り上げている方々と共に熟議を展開します。

澤 芳樹
大阪大学大学院医学系研究科特任教授 / 大阪警察病院院長 / 
inochi未来プロジェクト理事長

高橋 政代
株式会社ビジョンケア代表取締役社長 / 公益社団法人2025年日本
国際博覧会協会理事 / inochi未来プロジェクト理事

中島さち子
株式会社steAm 代表取締役 / 
大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー

★平原 依文 WORLD ROAD 共同代表

堺井 啓公 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会広報戦略局長

木島 優美 WAKAZO代表 / 東京医科歯科大学医学部医学科3年

【パネリスト】

【ファシリテーター】 鈴木 寛 東京大学教授 / 慶應義塾大学教授 / inochi未来プロジェクト理事

★：Zoom出演

17:15~17:25 WAKAZOプレゼンテーション

ドバイ万博とリアルタイムで中継し、万博について、大阪・関西万博に期待すること、若者に期待することや関わることの意義につ
いて、WAKAZOメンバーによるインタビュー形式でお話を伺う。また、ドバイ万博日本館アテンダントの若者からWAKAZOへのメ
ッセージ動画と合わせてドバイ万博から大阪・関西万博（WAKAZO）への想いのバトンを受け取り、大阪・関西万博をアップデー
トできる場とする。

現在WAKAZOが描いている「いのち」の在り方である、「inochiのペイフォワード」についての2025年やその先の未来向けての
流れ、未来の大きな絵をプレゼンしたのち、世界中から万博にて描きたい「いのち」の在り方が集まり、実証し、若者とともに共
創が生まれる場である、「WAKAZO Summit Expo 2025」の開催の宣言を行う。

「inochiのペイフォワード」の今後の絵と、WAKAZO Summit Expo 2025の開催宣言を受け、登壇者の方が描く万博で描きたい
「いのち」の在り方との共創や、世界の若者が集い、描きたい未来を描く万博にするためにはどのようなことが必要かを熟議する。

inochi WAKAZO Forum 2021

★生和 光裕 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会国際局国際部国際課係長【ドバイ万博日本館】

4



出演者一覧inochi WAKAZO Forum 2021

inochi Gakusei Forum 

YOUNG Living Lab for our “inochi”

inochi Expo Forum

國生千代

フリーアナウンサー

木島優美

inochi WAKAZO 

Project共同代表

東京医科歯科大学

医学部医学科3年

モデレーター/ 審査員 コメンテーター

ファシリテーター/ パネリスト

八木雅和

大阪大学特任准

教 授 ( 常勤 )/ ジ

ャパ ンバイオデ

ザイン プログラ

ムダイレ クター

池野文昭

Stanford 

University, 

Researcher

飯島勝矢

東京大学高齢社

会 総合研究機

構・ 未来ビジョ

ン研究 センター

澤芳樹

大阪大学大学院

医 学系研究科 特

任教 授 / 大阪警

察病院 院長

Rajiv Bhanot

CEO and Co-

Founder of 

H2GO Global

Raffi Simonian

Senior Program 

Manager for 

Innovate@UCLA at 

UCLA’ s Office of 

Advanced Research 

Computing

司会 代表挨拶

大西統也

inochi WAKAZO 

Project共同代表

滋賀医科大学

医学部医学科2年

鈴木寛

東京大学・ 慶應

義塾大学教授

高橋政代

株式会社ビジョ

ン ケア代表取締

役社 長 / 公益社

団法人 2025 年

日本国際博 覧会

協会理事

澤芳樹

大阪大学大学院

医 学系研究科 特

任教 授 / 大阪警

察病院 院長

中島さち子

音楽家 / 数学研

究 者 /STEAM 

教育者 / メディ

アアーティ スト

/( 株 )steAm 代

表取締役 / 大

阪・ 関西万博テ

ーマ事 業プロデ

ューサー

平原依文

WORLD 

ROAD 

共同代表

堺井啓公

公益社団法人

2025 年日本国際

博覧会 協会広報

戦略局長

木島優美

WAKAZO代表

東京医科歯科大学

医学部医学科３年
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オープニング・第1部 inochi Gakusei Foruminochi WAKAZO Forum 2021

■開会宣言、代表挨拶

■ロサンゼルス代表挨拶、代表チームプレゼンテーション

■マレーシア代表挨拶、代表チームプレゼンテーション

一般社団法人inochi未来プロジェクト理事

の鈴木寛先生による開会宣言ののち、

inochi WAKAZO Project全体代表の大西統

也より挨拶として、若者からのヘルスケア

課題解決への想い、中高生による課題解決

プログラム「inochi Gakusei Innovators’

Program(i-GIP)」の趣旨や展開、について

の説明がありました。

今年度よりi-GIPの活動が始まったロサンゼルスでは、「心臓突然死」をテーマとしてアイデア

ソンが行われました。運営代表の森夏音より挨拶ののち、現地高校生の代表チーム

「HeartSavers」によるプランプレゼンテーションが行われました。発表後は、コメンテーター

のRaffi先生よりコメントをいただきました。

今年度よりi-GIPの活動が始まったマレーシアでは、「デング熱」をテーマとしてプログラ

ムが行われました。運営代表の小堀拓磨より挨拶ののち、現地大学生と日本の大学生から

なる代表チーム「Capture」によるプランプレゼンテーションが行われました。発表後は、

コメンテーターのRajiv先生よりコメントをいただきました。

■オープニング

本フォーラムを開催するにあたって、本年

度inochi WAKAZO Project全体代表を共同

で務めた木島優美、大西統也より挨拶があ

りました。
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inochi WAKAZO Forum 2021 第1部 inochi Gakusei Forum

■関西・関東フレイルコンテスト
関西地域、関東地域においては、今年度「フレ

イルと、向き合い、一人でも多くの人に、一秒

でも長く、健康を。」を合同のテーマとして活

動してきました。本フォーラムにおいては、関

西より上位2チーム、関東より上位2チームと、

敗者復活戦を勝ち抜いた1チームの合計5チーム

によるプレゼンテーションコンテストが開催さ

れました。関東から参加した「クロワッサン三

姉妹」チームが優勝し、賞金15万円を獲得しま

した。

各チーム持ち時間10分（プレゼン6分、質疑応答4分）

<発表順>

1.sidewalk（敗者復活）

2.MNHK2（関西）

3.ハシビロコウのせぼね（関西）

4.クロワッサン三姉妹（関東）

5.どさんこ三姉妹（関東）

1チーム目：sidewalk

2チーム目：MNHK2

3チーム目：ハシビロコウのせぼね

4チーム目：クロワッサン三姉妹

5チーム目：どさんこ三姉妹
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inochi WAKAZO Forum 2021

■地域展開代表挨拶

第1部 inochi Gakusei Forum

■金沢代表チームプレゼン ■徳島代表チームプレゼン

■九州地方展開発表

i-GIPの活動が2年目となった金沢地域において

は、本年度の活動は「心臓突然死を減らす」を

テーマとして行われました。i-GIP KANAZAWA

代表の橋本晃貴より挨拶ののち、高校生の代表

チーム「いもいも」よりプランプレゼンテーシ

ョンが行われました。

本年度よりi-GIPの活動が始まった徳島地域に

おいては、「産後ストレスに悩まされない社

会へ」をテーマに活動が行われました。i-GIP 

TOKUSHIMA代表の福本和生より挨拶ののち、

高校生の代表チーム「おやつはおにぎりー

ズ」よりプランプレゼンテーションが行われ

ました。

次年度より九州地域でi-GIPの活動が始まること

が決定し、創設者の重松真菜より挨拶を行いま

した。九州を社会課題解決に積極的な場所にし、

「全ての人が尊い存在であると認めあえる社会

をつくる」という志が語られました。

i-GIPの活動は、関西・関東地域に留まらず、

金沢・徳島へと拡大しています。そして、次

年度より九州にも拡大することが決定いたし

ました。地域展開について、i-GIP 

KANAZAWA代表の橋本晃貴、i-GIP 

TOKUSHIMA代表の福本和生より合同で挨拶

がありました。

■閉会挨拶

i-GIP KANTO所属

の島碧斗より、第1

部 inochi Gakusei 

Forumの閉会挨拶

が行われ、観客へ

のメッセージと、

次年度以降の活動

に向けた意気込み

が語られました。
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第2部 inochi EXPO Foruminochi WAKAZO Forum 2021

■WAKAZO代表からのプレゼンテーション

■ドバイ万博中継

リアルタイムでzoomを接続し、ドバイ万博の実際の状況、WAKAZOメンバーと万博につい
て、大阪万博に期待すること、若者に期待することや関わることの意義について、対話を
行いました。ドバイの若者→日本の若者（WAKAZO）への想いのバトンを受け取り、大阪
万博をアップデートする場といたしました。

上芝 彩季

木島 優美
現在WAKAZOが描いている「いのち」の在り方である、「inochiのペイフォワード」
についての2025年やその先の未来に向けての流れ、未来の大きな絵図をプレゼンいた
しました。また、2025年に日本で開かれる万博にて、世界中の若者イノベーターが、
自らが描く「いのち輝く未来社会のデザイン」をプレゼンし、実証し、熟議し、共創
する、WAKAZO Summit Expo 2025の宣言も行いました。
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inochi WAKAZO Forum 2021 第2部 inochi EXPO Forum

■パネルディスカッション ファシリテーター：鈴木寛
パネリスト：①澤 芳樹 ②堺井 啓公 ③木島 優美
④高橋 政代 ⑤中島 さち子 ⑥平原 依文（敬称略）
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inochi WAKAZO Forum 2021 第2部 inochi EXPO Forum

以下のテーマでディスカッションを行い、来たる大阪・関西万博に向けて若者を交えながら熱い議
論が繰り広げられました。
・どうやって万博をきっかけにいのち輝く未来社会を実現していくか？
・万博で、未来に大きな影響を与えるような若者の活躍の場とはどのようなものか?
・若者に万博で期待することは？
また、inochi WAKAZO Projectメンバーによるグラフィックレコーディングを行いました。

■パネルディスカッション
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来場者アンケート集計結果inochi WAKAZO Forum 2021

総視聴回数 約2700回

来場者アンケート集計結果

▶第一部 inochi Gakusei Forum 満足度（5段階） 4.65

▶第二部 inochi EXPO Forum 満足度（5段階） 4.39

inochi WAKAZO Forumに寄せられた声（一部抜粋）

● すばらしい取り組みをなさっていると敬服しております。

このような活動がもっともっと広く知られ（特に若い人

たちに）、より多くの方々の関心を集められると良いと

思います。

● このプロジェクトから、様々な取り組みが形になって世

の中に出ていくことを楽しみにしております。

● この取組みがムーブメントとなり日本の教育の変革につ

ながると良いなと感じました。

● 課題への着眼点や、患者さん(予備軍も含め)への共感力が

非常に高く、感動いたしました。

● グラフィックレコーディングが素敵でした！ぜひ、

Twitterなどで共有していただきたいです！

公式HP

https://inochi-
miraiexpo.com/
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メディア掲載情報inochi WAKAZO Forum 2021

メディア掲載情報

i-GIP Los Angeles UCLAの学内誌DAILY BRUINに掲載
（2021年11月18日）

掲載URL
https://dailybruin.com/2021/11/18/la-area-high-school-students-
compete-in-uclas-1st-ideathon-for-health-technology
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i-GIP 関西 京都新聞に掲載 (2021年11月20日)

web版
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/679864

メディア掲載情報inochi WAKAZO Forum 2021

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/679864
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i-GIP 関東 IT mediaに掲載 (2021年11月17日)

掲載URL

https://blogs.itmedia.co.jp/kazukokotaki/2021/11/1121inochi_
wakazo_project.html

メディア掲載情報inochi WAKAZO Forum 2021

https://blogs.itmedia.co.jp/kazukokotaki/2021/11/1121inochi_wakazo_project.html
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i-GIP 金沢 北國新聞に掲載 (2021年11月8日)
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i-GIP 徳島 徳島新聞に掲載 (2021年11月18日)

メディア掲載情報inochi WAKAZO Forum 2021
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WAKAZO 朝日新聞に掲載 (2021年10月22日)

web版

https://www.asahi.com/articles/ASPBF2GSXPB9PLFA002.htm
l
https://www.asahi.com/articles/ASPBP4GRPPBHUKJH008.ht
ml?iref=pc_photo_gallery_breadcrumb
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https://www.asahi.com/articles/ASPBF2GSXPB9PLFA002.html
https://www.asahi.com/articles/ASPBP4GRPPBHUKJH008.html?iref=pc_photo_gallery_breadcrumb
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WAKAZO 日経新聞全面広告に掲載 (2021年12月15日)

メディア掲載情報inochi WAKAZO Forum 2021


