
           
                                WAKUの内弁当 
「高校へは行かない」~大人の当たり前が、子どもの世界を狭くする~ 

キーパーソン21 代表理事 

朝山あつこ 

「高校へは行かない」当時中学3年生の長男が夏休み前のある日、ぽつりと言った。 
「え？」日本の右肩あがりの高度成長期に育った私は、 
「いい学校へ行けば、車が買える。ハワイに行ける。幸せになれる」 
「いい学校へ行く=幸せになること」であるという方程式が身に染みていて、3人の息子
たちも当然のように高校に行き、大学に行き、勉強が好きなら大学院へ、チャンスがあ
れば海外留学、そして仕事をもって、結婚して幸せな家庭を築いていくと思っていた。
だから、もしかするとその時、息子の発言の事態に合点がいくのに少しの間（ま）が
あったかもしれない。でも同時に、「高校へ行かないという選択肢があったのか！」 
という驚愕が全身を貫いた。高校へ行くなんて当たり前すぎて、それ以外の選択肢があ
るなんて考えたこともなかった。 
「そうか。高校は義務教育ではない。日本人として生きていくのに中学を卒業すればOK
なんだ。人生の選択は自分が決めていっていいものなんだ！もっと自由に発想して自分
らしく生きることをしていいんだ。」 
子どもは、日々、学校と家庭と部活と塾の限られた狭い世界で日々暮らしている。もっ
とたくさんの人と出会って多様な価値観や生き方を知ることで、自分の人生を考え選択
し、行動し、自分の二本の足で自分らしく生きていくことができるように、一人ひとり
が輝く人生を考える機会をつくろう。これがキーパーソン21の活動の原点です。 

会員によるキーパーソン21の会員活動活性 「AKP21」！？始動！！ 

会報誌の発行を後押してくださった本田 律さん 「AKP21」誕生のきっかけをいただいた 渡邉 明男さん 

会報誌『WAKUの内弁当』第1号   
発行：認定NPO法人キーパーソン21 
※「WAKUの内弁当」は、一人ひとり違う「わ
くわくエンジン®」が集まって、楽しく、元気

に活性化していく社会をイメージしています。                               

キーパーソン21 活動報告 

 vol.1 

4月から4回にわたり開催された「ドラッガーの勉強会」に「AKP21」の原点が。「AKP21」誕生のきっかけをつくった2名の会員に伺いました。 

Q2.印象に残ったディスカッションを教えてください。 
参加いただいたある教員の方からいただいた、『言い方を変え
ることが大切です。例えば保護者の面談は、ときには【クレー
ム？を言われる場】と感じることもあるのですが、保護者をお
客様だと考えると、【お客様のご意見を聞くマーケティングの
場】に変わります。』というご意見が非常に印象的でした。 
  

Q3.活動にどのように関わって行きたいとお考えでしょうか？
『キーパーソン２１をより良くしたい』この一言です。 会員の
皆さんは、どなたに会っても志の高い方ばかりです。また、入
会時は、何か期待を持って入会されていると思います。その期
待に応えて、かつ高い志を活かせる活動をしていくことで、
キーパーソン２１のミッションを『より良く』果たすことがで
きると思います。  

 

Q4 .会員になろうと思ったきっかけを教えてください 
知人の誘いで、昨年の「夏の二枚目の名刺」のイベントに参加
してキーパーソン21を知りました。今もそうですが、中学生と
高校生の父親として日々悩んでおりまして、それもきっかけと
なりました。 
  

Q5.会員の皆さまへメッセージを、お願いします。 
「AKP21」は、そんなに難しいことをやっているわけではなく、
会員同士で相談しながら、地道な活動をしています。皆様もぜ
ひ活動にご参加いただければと思います。 

ソン21をより良くするための活動を協力して進めていこう！と決
意し合い、「AKP21」が誕生しました。 
 

Q2.「AKP21」で実現したいこと、活動内容を教えてください。 
キーパーソン21がより多くの子どもたちに明るい未来を届けられ
るように、という思いから、①団体の大きな悩みである資金不足
を解消しよう ②多彩な顔ぶれの会員のみなさんにキーパーソン
21をより身近に感じてもらおう ③会員が学ぶ機会、触れ合う機
会を増やしていこう、をテーマに活動しています。  
 

Q3. 会員になったきっかけを教えてください。 
約2年前に、キャリアカウンセラー（CDA）の勉強会で、朝山さ
んの講演を聴いて、体中にビビッ！と、雷に打たれたような電流
が走ったんです（笑）。企業の採用担当としての経験や想い、進
学や就職を控えた高校生の娘を持つ父親として、朝山さんの考え
に深く共鳴し、その場で「わくナビ養成講座」に申し込み、約2
週間後には学校実施デビューしていました（笑）。 
 

Q4.会員の皆さまへメッセージをお願いします。 
僕もそうですが、みなさんもキーパーソン21の考え方や活動に強
く共感して会員になられたことと思います。もし今、その思いが
十分に果たせていないと思っていらっしゃるとしたら、事務局メ
ンバーや会員満足度向上チームリーダーの私、本田律までお知ら
せください。力を合わせて、キーパーソン21をより良くしていき
ましょう！ 

Q1.「AKP21 」ってなんですか？ 
（A）朝山さんの（K）困った を解決しよう
（P）プロジェクトです。ドラッガー勉強会
の最終回で参加者たちから出た、「キーパー
ソン21の組織課題を解決するための行動を起
こそう！」という意見を、その場限りで終わ
らせたくなくて、渡邉さんに「勉強会で出た
話に本気で取り組みましょう！」と呼びかけ
ました。何度か事務局とのやりとりを経て、
2015年8月1日、10数名が集い、 キーパー 

Q1「ドラッガーの勉強会」開催のきっかけ
を教えて下さい。 
私が社内で主宰している『ドラッカー自習
塾』を人材教育という雑誌に掲載いただいた
のですが、その記事をご覧になった朝山さん
から、キーパーソン21でも何か勉強会の様
な事はできませんか？と、お声掛け頂き、初
心者にも親しみやすい『もしドラ』を教材に
した勉強会を企画しました。 
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プロジェクト全体の流れを時系列でご紹介します！ 

プログラム実施（学校実施）事業 
 
すべての子どもたちは、社会で活躍できる人に育つ可能性を持っています。子どもも、大人も、わくわくエンジン®を持って生きられる社会を 
つくるため、“現場”で子どもたちへの活動を続けています！ 

実施事業では、オリジナルのキャリア教育プログラム「夢！自分！発見プログ
ラム」の実施計画、実行、活動推進を行っています。2015年上期は、延べ

249名の大人とともに、小学生から高校生までの子ども達1,069名にプ
ログラムを実施することができました。（※詳細は4ページご参照） 

今号では、会員の皆様・協賛企業の社員の皆様、総勢32名の大人が集結し、9月
5日に実施した、港区立港南中学校での「コミュニケーションゲーム」と、参加
した大人に聞く「社会人への質問タイム」の様子をお届けいたします！ 

港区立港南中学校「コミュニケーションゲーム」 
~子どもたちの笑顔溢れる「社会人への質問タイム」も行いました~ 

プログラム実施事業担当 

下川原 彩 

6月8日  日本コカ・コーラ株式会社様のご協賛決定 
7月2日  株式会社VSN様のご協賛決定  
      ⇒コラボ開催へ！ 
8月26日  事前研修実施（VSN様） 
9月1日2日 事前研修実施（日本コカ・コーラ様） 
 

  【9月5日（土）当日の流れ】 
●参加：日本コカ・コーラ株式会社様5名 
    株式会社VSN様7名（ご見学 3名） 
    キーパーソン21会員11名  
    事務局スタッフ6名 
●タイムスケジュール： 
⇒7:25 品川駅集合 
⇒7:50～8:35 事前打ち合わせ 
⇒8:35～10:30「コミュニケーションゲーム」 
       「社会人への質問タイム」  
⇒10:30～12:00 生徒の変化をシェアする会 
⇒12:00 終了 

実施概要 
日時：2015年9月5日（土） 
時間：8時35分～10時30分 
学校：港区立港南中学校 
対象：2年生/3クラス77名 
アンケート提出：69名 

↓後日、生徒からいただいたお手紙 

後日、生徒から 
いただいたお手紙 

数字表記： 

実数（人数）,% 

★生徒のプログラム体験前アンケートより抜粋 
※普段大人とのコミュニケーションの機会が「少ない」と  
 答えた25名の生徒に対しての問いと回答。 
Q.「もっと大人と話したい」と思いますか？「その理由」 
＜はい：9名＞ 
「いろんな知識が増えるから（複数） 」「生きるうえで参考にな
ることを話してくれるから」「もっと社会のことを聞きたい」
「色々な人とコミュニケーションをとりたいから」 

＜いいえ：16名＞ 
「うまく話すことができないから（複数） 」 「こわいから（複
数）」 「大人と話しても楽しくないから」「ニガテ」「なんで話
さなきゃいけないかわからない」「めんどくさいから」「緊張す
るから」「話が合わないときがあって、気を遣ってしまうので」 
 

★生徒のプログラム体験後のコメントより抜粋 
「こんなところが良かったよ、と振り返る時間が新鮮で楽しかっ
た。」 「これからの生き方、人生の楽しみ方を教えてもらった。
そのおかげで、生きる希望と自信を持つことができました。将来、
一緒に酒が飲みたいです。ありがとうございました。」「いつの
日か、都バスの運転手として成長した姿をお見せできたらうれし
いです。」「自分なりの表現をすることができて良かった。少し
自信を持つことができた。」「前の自分と比べると、人と自然に
話すことや、大人に対しての話し方をすごく楽しく勉強をするこ
とができた！」 

89%の生徒が 
「自分のよいところ」を発見☆ 
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学習支援・居場所づくり事業 
 

来室しているすべての子の顔がイキイキしていく様子が見られることに、学習支援スタッフ一同、や
りがいを感じています。保護者でも先生でもない”第3の大人”に認められる環境の中で、年間を通
して子どもたちと継続的な関わり方ができることも良さのひとつだと思います。 

わくわくナビゲーター養成講座 
 
「わくナビ講座」のあの“わくわく感”を一人でも多くの子どもたちに 
伝えてください。皆様、ぜひ学校実施でお会いしましょう！ 

 
編集 
後記 
 

 
 
                          

講座開催実績（2015年3月～9月末日） 

 11月8日（日）は、『かっこいい大人ニュース』
の  養成講座を開講予定です。 
  多くの皆様のご受講をお待ちしています！ 

キーパーソン21では、2014年度より生活保護受給世帯向けの学習支援事業を行っています。 
自分のわくわくエンジン®を発見し、進路の実現のために必要な力や「生き抜く力」を身につけて、 
自分の足で立って歩いて行く支援を行いたいという思いで事業を実施しています。 
川崎市の委託事業である「”わくわく”学習会」での中学２～３年生を対象とした学習支援から始ま
り、今年の7月には皆さまからのご支援のもとで、自主事業としての「”わくわく”学習室」を開室す
ることができました。 
教室では、日常の学習の中で「認めること」「ほめること」「信じること」を徹底し、 
「自分ができるところまで立ち戻る」支援を行うことを大事にしています。 
  
●昨年の秋に駆け込みで来室した、3年生のAくん● 
 

部活一辺倒で高校は「行けたらいいかな」。学校の提出物も「えっ、提出物って出すものなの？」 
という状態で、最初は「割り算も自信がない」とぽつり。中学1年生の勉強からおさらいが必要なのに、いつも
来るのは閉室の20分前ぐらい…という様子でした。 
でも、キャリア教育プログラムを通して、自分のわくわくエンジンが「温かい家庭を築くこと」であり、 
「そのために仕事をしないといけない。それならものづくりが好きだし、大工さんになりたい」ということに気
づいた彼は、その場で「自分に感動した！」と目の色を変えて喜び、猛勉強に取り組みました。受験直前には
「今までこんなに勉強したこと無い」「すごく疲れた」と、ぐったりした様子でしたが、無事、希望していた全
日制の工業高校に合格することができました。 
今でも時々、「学校がすごく楽しい！漫画にしたいぐらい！」「バイトを始めたいから履歴書書きに来た！」
「資格をとるとバイトの時給が上がるから、勉強しに来た！」と、教室に遊びに来てくれます。 

いつも秋空を見ると思い出します。青い大きな滑り台の上で転校
してしまう友だちと、おもちゃのトランペットを一緒に吹いたこと。子ど
ものころの経験って、強烈な記憶として心に残るものなんですね。
（下川原 彩） 
 
4月からキーパーソン21の事務局スタッフとして仲間入りしてから 
あっという間に半年が経ちました。会員の皆さまの想いをより一層、
活動のパワーに変換していきたいです。まずは、日々の活動をお届
けることから・・・。ご感想お待ちしております＾＾（中島 さやか） 

■会員数：319名（在籍） 

■収入：11,755,081円   

（収入内訳）     ■プログラムを受けた子ども：1,075名 

                          
                      （子どもの内訳） 

3プログラム  12回  32トレーニング 

学習支援事業担当 

野瀬 浩代 

わくナビ養成講座担当 

林 章子 

数字でみる！KP21（2015年4月1日～9月30日） 

 
 

すきなものビンゴ＆お仕事マップ、コミュニケーションゲーム、     
個別アクションプログラムの各プログラムの養成講座を、武蔵小杉と

大阪で開催しました。延べ74名が「わくナビ」認定を受けました。 

貧困の連鎖率は

約25％ 

子どもたちの前に出ることは会
社でプレゼンするより緊張する、
とよく聞きます。大人は現場で
失敗しないことに気持ちが向い
て不安が先行しがちですが、ま
ずは自分が楽しむこと。そして、
失敗を恐れず、目の前の子ども
たちに全力で向き合えたら、子
どもたちの感動や『わくわく
感』を引き出す効果は自然と高
まるように思います。これから
も、会員の皆さんと共に、わく
わくする学校実施を子どもたち
にたくさん届けていきたいです。 
 

無料の社会貢献サイト「gooddo（グッドゥ）」 
キーパーソン21も参加しています。「gooddo（グッドゥ）」サイト内の 
【キーパーソン21】ページの「応援する！」ボタンを 
クリックしていただくことで、キーパーソン21の 
活動資金に変換される仕組みです。 
皆さんの金額負担はありません！一日1回「応援する！」 
ボタンをクリックしていただけますと嬉しいです☆ 
ご協力よろしくお願いいたします。 
【URL】http://gooddo.jp/gd/group/keyperson21/ 
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「夢！自分！発見プログラム」実施 上期活動実績 
 
                                                  【集計期間】2015年4月1日～9月30日 
 

NO 学校名 日　時 曜日 プログラム名 学年
クラス

数
生徒数 予算（一部負担）

実践大人

人数

1 町田高校定時制 2015/4/24 金 コミュニケーションゲーム 1 4 82 （東京都受託事業） 26

2 川崎愛児園 2015/4/25 土
すきなものビンゴ＆お仕事マップ

言葉の学習プログラム
小学生 2 19 NKKシームレス鋼管株式会社様 21

3 町田高校定時制 2015/5/8 金 振り返り 1 4 82 （東京都受託事業） 8

4 御殿場市立御殿場中学校 2015/5/19 火 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 2 230 学校一部負担 3

5 川崎市立川崎高校定時制 2015/5/27 水 個別アクションプログラム① 3 2 51 学校一部負担 17

6 川崎市立川崎高校定時制 2015/6/3 水 個別アクションプログラム② 3 2 51 学校一部負担 21

7 町田高校定時制 2015/6/5 金 社会人の講演プログラム 1 3 75 （東京都受託事業） 3

8 渋谷区立鉢山中学校 2015/6/19 金
おもしろい仕事人がやってくる！

コミュニケーションゲーム
2 1 38 学校一部負担 9

9 川崎愛児園 2015/7/4 土
わくわくお仕事アドベーンチャー

言葉の学習プログラム
小学生 2 16 NKKシームレス鋼管株式会社様 12

10 町田高校定時制 2015/7/8 水 大学生の講演プログラム 1 3 75 （東京都受託事業） 3

11 町田高校定時制 2015/7/9 木 大学生の講演プログラム振返り 1 3 75 （東京都受託事業） 6

12 町田高校定時制 7/27～8/7 個別アクションプログラム 4 50 （東京都受託事業） 46

13
港区立白金の丘中学校

（旧：港区立朝日中学校）
2015/8/21 金

おもしろい仕事人がやってくる！

コミュニケーションゲーム
8 1 30 全額キーパーソン２１負担 8

14 川崎愛児園 2015/8/29 土
わくわくお仕事アドベーンチャー

言葉の学習プログラム
小学生 2 16 NKKシームレス鋼管株式会社 17

15 港区立港南中学校 2015/9/5 土 コミュ二ケーションゲーム 2 3 77 日本コカ・コーラ株式会社様、株式会社VSN様 26

16 渋谷区立代々木中学校 2015/9/25 金 コミュニケーションゲーム 2 3 102 株式会社ジェーシービー様 23

1,069 実施に参加した大人の人数 249【2015年度上期実績】2015年4月1日～9月30日：実施対象生徒数：1,069名

＜追記＞10月に入り、実施のピークを迎えました！ 
10月14日 渋谷区立渋谷本町学園小学校6年生 「すきなものビンゴ＆お仕事マップ」 
10月16日 港区立笄小学校6年生  「すきなものビンゴ＆お仕事マップ」 
10月17日 川崎愛児園小学生  「わくわくお仕事アドベンチャー/言語の学習プログラム」 
10月19日 川崎市立平中学校1年生  「すきなものビンゴ＆お仕事マップ」 
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日 曜 イベント 日 曜 イベント 日 曜 イベント

未定 未定
【実施】神奈川県立厚木商業高校

（講演プログラム）
企業向けイベント(1/22or29)※予定

7 土
【実施】私立山村学園高等学校

（大学生の講演プログラム）
2 水

【実施】東京都立町田高校定時制（一人暮らしゲーム）

【実施】川崎市立宮崎中学校

(おもしろい仕事人がやってくる！)
9 土 【実施】愛児園プログラム⑥×NKK様

8 日 講座：かっこいい大人ニュース 4 金
【実施】川崎市立平中学校

（コミュニケーションゲーム）
16 土

【実施】港区立赤坂中学校×（株）WOWOW

様（おもしろい仕事人がやってくる！、コミュニケーションゲームor

すきなものビンゴ＆お仕事マップ）

12 木
【実施】神奈川県立平塚商業高校定時制

（おもしろい仕事人がやってくる！）
11 金

【実施】横浜デザイン学院

（かっこいい大人ニュース）
19 火

寒川町立寒川中学校※予定

（すきなものビンゴ＆お仕事マップ）

19 木

【実施】渋谷区立広尾中学校×富士重工業

（株）様

（コミュニケーションゲーム、社会人への質問タイム）

14 月
【実施】東京都立町田高校定時制

（個別アクションプログラム）
28 木

【実施】川崎市立下作延小学校×北浜子ども

クリニック様
（おもしろい仕事人がやってくる！、すきなものビンゴ＆お仕事マップ）

20 金
【実施】渋谷区立笹塚中学校

（コミュニケーションゲーム、社会人への質問タイム）
15 火

【実施】東京都立町田高校定時制

（個別アクションプログラム）

21 土

【実施】愛児園プログラム⑤×NKK様

【実施】川崎市立浅田小学校（すきのものビンゴ＆お仕

事マップ）

17 木
【実施】東京都立町田高校定時制

（個別アクションプログラム）

28 土
【実施】田園調布学園中学校×（株）電通様

（かっこいい大人ニュース）
18 金

【実施】江東区立第四砂町中学校1＆2年生

（おもしろい仕事人がやってくる！、コミュニケーションゲーム）

【実施】東京都立町田高校定時制（個別アクションプログラム）

11月 12月 1月

わくわくナビゲーター講座をご受講いただいている

該当する認定級をお持ちの皆さま

赤文字の実施学校へのご参加を

心よりお待ちしております！

「夢！自分！発見プログラム」実施 11月～1月活動スケジュール 
 
学校でのプログラム実施の現場に一緒にご参加くださる方を大募集しております。 
“出会い”、“感動”が、プログラム実施現場で待っています！ご参加いただける日程・プロジェクトがございましたら、事務局までご連絡くださいませ。 

最後までご覧いただきまして、ありがとうございました！寒くなってまいりましたので、風邪などひかないよう 
ご自愛くださいませ。今後ともキーパーソン２１をよろしくお願いいたします。（キーパーソン21事務局 一同） 
【TEL】044-431-0420【mail】info@keyperson21.org  


