
           
                                WAKUの内弁当 
子どもの自転車の補助輪を外すこと 

キーパーソン21 代表理事 

朝山あつこ 

皆さんは、子どもの自転車の補助輪を外したことがありますか？ 
 

広いところに自転車を積んで行ったり、後ろを支えて一緒に走ったり、何度も転んで
は起き上がって、再度トライ！を繰り返し、ちょっと手間がかかります。でも、補助輪
が外れた時の子どもの晴れやかな表情と堂々走る姿は、喜びと自信に満ちあふれ
ていて、眩しいですよね。あとは、日本中、世界中どこへでも自分で自由に行くこと
ができるようになるのです。 
 

子どもの自立もこの補助輪を外すことと同じだと思うのです。自立までには、とても
手間がかかります。様々な経験や出会いの機会を提供したり、子どもの良さや強み
を引き出したりと。そして、自立の補助輪を外すには、親や先生だけではなく、第三
の大人と言われる様々な立場の大人たちの少しずつのおせっかいが重要です。 

家庭と学校、部活と塾という狭い世界にいる子どもたちにとっては、広い世界をみせ
てくれる大人たちによって、自立のイメージが多彩に広がっていくのです。 
 

子どもが自分に自信と未来へわくわく感をもって、自らの人生のハンドルを握って人
生の自転車をこぎ出すことができたら、子どもも大人も幸せだろうなあと思うのです。 

 
地元の子どもたちのために活躍する会員にお話しを伺いました。 

キーパーソン21の関西支部 「ぼちぼちいこか」が誕生しました！ 
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Ｑ キーパーソン21の会員になったきっかけを教えて下さい  
中川：２００６年に日経ウーマンで朝山さんが紹介されていた記事を見てキーパーソン21のことを知り、
すぐにメールで連絡しました。 私自身が中高生の時にキャリアについて知っていられたら、将来が違っ
ていたと思っていたので、自分の子供達に体験させることができたらなと思ったこともきっかけです。 
 
野口：中川さんに関西でプログラムの養成講座を実施するので受けてみない？と言われたのがきっかけで
した。もともと「教育」にはとても関心があったのでノリノリで受講しました。本気で楽しんでプログラ
ムをうけて自分が何にわくわくするのか、気づきました。 
 
Ｑ 愛称「ぼちぼちいこか」に秘めた想いを教えて下さい 
中川：子供の絵本に何をやっても上手くいかない様子を笑いにして、一休みして考えてみるというのが
あって、そのタイトルが“ぼちぼちいこか”でした。関西のグループにはぴったりだと思いましたね。試行
錯誤を繰り返しながら、焦らず少しずつ前へ進めようという想いで決めました。 
 
Ｑすでに設定された実施に参加するのではなく、プロジェクトマネージャーもされているなかでの苦労や
工夫を教えて下さい 
中川：日程調整にはいつも苦労があります。経験値が低いので、スキルアップのためにもメンバー間で情
報を共有するようにしました。継続できる仕組みもつくっていきたいです。 
 
Ｑ 関西でプログラムをやろうと思ったきっかけは何でしたか？ 
中川：ナビゲーターの養成講座を受講しても、費用や時間の問題があり首都圏での学校実施には参加しに
くい、そんな声を関西で受講された方から聞いて、それなら、関西でやろうと考えました。実際のプログ
ラム実施を経験することで、活動が活性化するのではないかとの期待もありました。 
 
野口：とにかく実際の実施現場を見なきゃ！と思い、受講後まもなく東京の中学校へ参加させていただき
ました。やっぱり、現場ですよ。子供たちが引き込まれていく過程を見たら、あぁ、これは絶対関西でや
らなきゃ！って思いました。 
ビンゴで「大切なもの」を書くじゃないですか。その時「彼女」って書いた子がいたんです。中学生の多
感な時だから友達は茶化す。でもその真剣度に気づくと、友人のそんな一面しらなかった、聞けてよかっ
たって。その子の友達が相手を認めて声をかけていた姿には本当に感動しました。 
 
Ｑ 関西支部の今後の展望を教えてください！ 
中川：関西地区2府4県のすべての府県での実施を実現。また、朝山さんがスタートされた親向けの講座
を企画したいですね。夢はでっかく だけど ぼちぼちいこか。。。の精神で（笑） 
   
野口：同じ志を持ったメンバーが地域に根付いた企画をしてみんなで助け合いつつ実施できたらいいなぁ
と。もちろん、私も企画しますよ！あぁ、わくわくする！ 
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中川 輝美 さん 

野口 千里 さん 

2015年は、大阪市、 

守山市、伊丹市でプロ
グラムを実施すること
ができました。 



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年は、延べ    名の大人と

ともに、小学生から高校生までの子ども達       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、「企業の子ども応援プロジェクト」史上、最多参加者数を記録（その数な

んと   名！！）した、スカパーJSAT株式会社の皆さまと実施した渋谷区立原宿外

苑中学校＆港区立高陵中学校のプロジェクト「コミュニケーションゲーム」「おもし

ろい仕事人がやってくる」の舞台裏をご紹介します。 

港区高陵中学校＆渋谷区立原宿外苑中学校 
~参加社員の方々の緊張感が伝わるドキドキの2プロジェクト~ 

企業の子ども応援プロジェクト

中島 さやか 

 ★参加した社員の方の声★ 
「素直で前向きな子どもたちに刺激を受けました。彼らに胸をはって話ができる
大人になりたいと思いました。シンプルなコミュニケーションを自分も心がけた
いと思いました」「なかなか耳を傾けて、大人では相手の気持ちを読み取る機会
は難しく、その点子供はとてもわかりやすいので、新鮮な気持ちになりました」
「自分の昔の姿を思い出して、初心にかえれたような気がしました」「相手の長
所を認めることで、物事を進める時のエネルギーになると思いました」「子ども
に夢をもってもらえるような話ができる大人になりたいと思いました」 
 

 ★原宿外苑中学校の先生方の声★ 
「これまで一度も褒められたことのないような生徒のよさを認めてもらい、褒め
ていただいたので、自信がついたと思います」「コミュニケーションは言葉を受
け取り、考えを持ち、投げかけるということの繰り返しととらえ、≪聞く≫≪考え
る≫≪発する≫を今後の生活でさらに深めていきたいと思います」「緊張していた
生徒たちも少しずつ学習の世界へ入り込み、最後には生き生きと発言していまし
た」「クラス全員で、コミュニケーションが苦手な生徒も参加できていたことに
驚きました！」「心を開いて受け入れて下った皆さんのおかげて子どもたちが自
分らしさを引き出してもらうことができ、感謝の気持ちでいっぱいです」 

  ぜひ来年もお願いします！（先生方一同） 
2 

682 
3,684 

40 

 

≫概要≪ 
 

事前研修：1月29日（金）2月8（月） 
 

2週連続でのプロジェクト実施！ 
 

1校目＜港区立高陵中学校＞ 
※2014年度から2年連続のご支援校 
日時：2016年2月10日（水） 
時間：9:00～12:10 
対象：1年生2クラス62名 
社員：コミュニケーションゲーム:14名 
   おもしろい仕事人がやってくる！5名 
   衛星通信VSATの実演 
 
2校目＜渋谷区立原宿外苑中学校＞ 
日時：2016年2月17日（水） 
時間：10:45～14:20 
対象：1年生3クラス96名 
社員：コミュニケーションゲーム:21名 
   おもしろい仕事人がやってくる！5名 
   衛星通信VSATの実演 

下川原 彩 

総勢40名が参加する壮大なプロジェクトまでの舞台裏・・・ 

1月29日＠スカパーJSAT株式会社本社
事前研修会場に、社員の方々・KP21会
員・スタッフ総勢40名以上のプロジェ
クト参加者が一堂に会しました。 
 

スカパーJSAT株式会社のご担当部長様
より本プロジェクト実施趣旨をご説明
いただき、研修がスタート。 
 

＞＞KP21スタッフ前方に整列 
「今日はゲームをしにきました！」 
「いえーーーーーーい！」 
＞＞会場 
・・・・失笑・・・笑い・・・苦笑い 
・・？？？・・・大笑い・・？？？ 
 

社員の皆さんに中学1年生になりきって
もらい、「コミュニケーションゲー
ム」を体感いただき、大人役も担って 
いただくと、どうでしょう・・・ 

＞＞3時間後の社員の皆さま 
 
 
 
 
 
 
 
皆さんの笑顔の花が咲き誇りました！ 
2校で実施するプロジェクトに対する皆
さんの熱気や気合が溢れた3時間でした。 
 

＞＞事前研修後の社員の方意気込み 

「いつもの自分を捨てて明るく元気に子どもた
ちと接する」「なかなか子供たちと向きあう機会
がないので、素の大人でもこういう人がいるん
だとわかってもらえるように自分のカラーで臨ん
でみたいです」「子供達とのコミュニケーションを
心から楽しんで、彼らの自信を引き出す！」 

生徒の皆さんからきれいな色紙に、スカパーJSAT様にちなんだ、 
テレビのフレーム入りの心のこもったお手紙をいただきました。 

プロジェクト終了後の舞台裏・・・ 生徒たちの変化＜原宿外苑中 体験後アンケートより抜粋＞ 

「とても楽しかった」59％（55名） 
「楽しかった」    33％（31名） 

       合計：92％（86名） 

「自信をもって話せそう」88％（83名） 

【体験前】自信を持って話せる：64％から大幅に向上。 

⇒特に「自信のなかった」32名の生徒のうち、25名の自信につながった。 

「考えてみようと思う」86％（81名） 

⇒「夢や目標をまだ持っていない」と答えた
24名のうち、16名が「考えてみよう！」と 
思うきっかけに！ 

初めて出会う大人とのコミュニケーションは楽しかったですか？ 

これから初めて出会う大人と自信を持って話すことができそうですか？ 

自分の将来や、夢、目標について考えてみよう！と思いますか？ 



学習支援・居場所づくり事業 
 
生活保護受給世帯の中学生向けに学習支援活動を行っています。3年目となる川崎市の委託
事業による２・３年生向けの教室は武蔵中原で、そして団体の自主事業として１年生向けの
教室を武蔵小杉で運営しています。 

わくわくナビゲーター養成講座 
 
2015年の「わくナビ講座」は、地方からの参加者が例年以
上に多く、地域に根ざしたキャリア教育の広がりを感じました。 

 
 
 
編集 
後記 
 

 
 
                          

新年度を迎え、出会いと別れの季節が過ぎましたね。私たちが運営する学習支援の２教室も春
を迎えました。  
川崎市の委託事業で実施している学習支援の教室では、3月末に10名の子どもたちが卒業しま 
した。進路状況としては全日制の高校が6人、定時制の高校（昼間部）が3人、そして自らの強
い意志で職人を目指し、就職していった子どもが1人です。卒業をお祝いする会には、学習室を
去年卒業した先輩たちがなんと6人も駆けつけてくれ、「友達を大事にして。」「やりたいこと
がある人は突き進んで。やりたいことがまだ無くて入学してから見つけようという人はそうし
て言ったら良いと思う」「一年あっという間だった。後悔ないように楽しんで」とそれぞれに
お祝いの言葉を投げかけてくれました。その姿はとても立派で、卒業した後も子どもたちがど
んどんと成長していっているのだなと感じることができました。4月からは新年度に入り、 
新たな子どもたちを迎える準備をしています。 

この度、一身上の「夢」によりまして事務局スタッフを卒業することとなりまし
た。引き続き、学習支援の運営を遠くから見守ったりと人工衛星のように
キーパーソン21の人として過ごしますので、どうぞご愛顧のほど宜しくお願い
致します。本当にお世話になりました！（野瀬 浩代） 
 
事務局メンバーとして、あっという間に1年が経ちました。2016年度も会員
の皆さまと共にグイグイ子どもたちに出会いを届けます！お声掛けさせていた
だくことも多いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。（中島さやか） 
 

＞New Office 
〒211-0004 
神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100－12 

かわさき市民活動センター ブース１ 
TEL : 044－431－0420 
 
お近くにお越しの際は、新事務所へもぜひお気軽に 
お立ち寄りください。 

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 

2015年度のわくわくナビゲーター養成講
座を振り返って 
「すきなものビンゴ＆お仕事マップ」から
「個別アクションプログラム」プログラム
のつながりを大切にし、体系的な講座運営
を心がけました。 
キャリアコンサルタントの皆様にも数多く
ご参加いただき、子どもたちへのキャリア
教育に関心をお持ちの大人のつながりを広
げるきっかけをつくれたことも、大きな収
穫となりました。 
受講いただいた皆様、次はぜひ実施現場で
のご活躍をお待ちしております。 

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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！事務所移転のお知らせ！ 

⇒詳しくはHPをご覧いただくか、事務局へお問い合わせください。 

事務所として長らく入居していました「ハイツ武蔵小杉」 
より、事務所機能を移転しました！ 

2015年度は、16回の養成講座を開催し、163
名の皆様に受講いただきました。 
2016年6月11日・12日の「コミュニケーション
ゲーム」の講座のお申込みをお待ちしております！ 
夏～秋の開催も決定しました！ 

2016年4月より、ご担当してくだっている、 

【なかわく】古思健さん（継続）/井口陽子さん 【こすわく】渡辺日奈子さん 【寺子屋】吉本知子さん/多養和剛さん  
がご活躍くださっています！次号では皆さんにご登場いただきます♪ 

自主事業の学習室でも3月に「進級を祝う会」を行いました。子どもたちは本当に仲がよく、 
保護者とケンカをしたり、学校で友達と上手くいかなくてムスッとした顔で入ってくる子がいても、温かい仲間たちに囲まれながら
過ごす内に、帰りにはいつもニコニコ顔でみんないっしょにエレベーターの中にぎゅうぎゅう詰めになって家路につきます。「宿題
ができるようになった」「家で勉強ができるようになった」「計算に自信がついた」と、子どもそれぞれにできるようになったこと
があり、教室の雰囲気はますます明るくなっています。  
どちらの教室も、子どもに対する愛情と、自立に向けた勇気を育てたいという熱い思いを持った大人たちが集まる「居場所」となっ
ています。引き続きのご支援をどうぞ宜しくお願い致します。  



「夢！自分！発見プログラム」実施 2015年度活動実績 
 
                                                      【集計期間】2015年4月1日～2016年3月31日 
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キーパーソン21 2016年 6月～7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！2016年度も、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  

協賛

月 日 曜日 時間 地域 学校名 区分 学年 クラス 人数 プログラム プログラム メイン
大人役・サ

ポーター

（最少)

2016年度

18 土 中原区 今井 小学校

25 土 大和市 小学校 4・5・6年 1 親子20 ビンゴ 親向け 1 2 大和市男女共同参画課

1 金 11:45～15:25 渋谷区 鉢山 中学校 2年 1 37 コミュ 仕事人 1 7 カシオ計算機株式会社

8 金 午前中 川崎市 川崎 中学校 1年 3 109 仕事人 ビンゴ 3 6 無し

8月 港区 白金の丘 中学校 2年 2 63 コミュ 仕事人 2 12 無し

寺子屋
6月

実　　施　　概　　要

7月

実施日時

なかはらわくわく学習室：毎週火曜日・木曜日開講中！   小杉わくわく学習室：毎週月曜日（英会話）・水曜日開講中！ 

NO 実施対象学校・団体 　日　時
曜

日
プログラム名

学校種

別
学年

児童/

生徒数
協賛企業

参加

大人数

1 東京都立町田高校定時制 2015/4/24,５/８ 金 コミュニケーションゲーム,コミュニケーションゲーム振り返り 高校 1 82 （東京都委託事業） 34

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 養護施設 1～6年 19 NKKシームレス鋼管株式会社様 21

3 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 中学校 2 230 学校一部負担＆KP２１ 3

4 川崎市立川崎高校定時制 2015/5/27,６/３ 水 個別アクションプログラム①② 高校 3 51 学校一部負担＆KP２１ 17

5 東京都立町田高校定時制 2015/6/5 金 おもしろい仕事人がやってくる！ 高校 2 75 （東京都委託事業） 5

6 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 中学校 2 38 学校一部負担＆KP２１ 9

7 【地域実施】なかわく ４月～6月 個別アクションプログラム①② 中学校 3 10 川崎市より受託事業での実施 5

8 川崎愛児園 2015/7/4 土 わくわくお仕事アドベンチャー、言葉の学習プログラム 養護施設 1～6年 16 NKKシームレス鋼管株式会社様 13

2015/7/8 水 大学生講演：プログラム 高校 2 75 （東京都委託事業） 10

2015/7/9 木 大学生講演：プログラム振返り 高校 2 75 （東京都委託事業） 6

10 東京都立町田高校定時制 7/27,28,8/5,6,19,20 個別アクションプログラム①② 高校 4 50 （東京都委託事業） 31

11 港区立白金の丘中学校 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 中学校 2 30 KP21全額負担 8

12 川崎愛児園 2015/8/29 土 わくわくお仕事アドベンチャー、言葉の学習プログラム 養護施設 1～6年 16 NKKシームレス鋼管株式会社様 18

13 港区立港南中学校 2015/9/5 土 コミュ二ケーションゲーム、社会人への質問タイム 中学校 2 77 日本コカ・コーラ様、株式会社VSN様 26

14 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、社会人への質問タイム 中学校 2 102 株式会社ジェーシービー様 23

15 渋谷区立渋谷本町学園小学校 2015/10/14 水 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 小学校 6 63 学校一部負担＆KP２１ 7

16 港区立笄小学校 2015/10/16 金 すきなものビンゴ&お仕事マップ 小学校 6 56 富士ゼロックス株式会社端数倶楽部、KP21負担 10

17 川崎愛児園 2015/10/17 土 わくわくお仕事アドベンチャー、言葉の学習プログラム 養護施設 1～6年 16 NKKシームレス鋼管株式会社様 14

18 川崎市立平中学校 2015/10/19 月 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 中学校 1 104 学校一部負担＆KP２１ 11

19 東京都立町田高校定時制 2015/10/20 火 講演プログラム振り返り 高校 2 75 （東京都委託事業） 4

20 私立山村学園高等学校 2015/11/7 土 大学生講演：夢！自分！発見～自分らしく生きる未来を見つけるために～ 高校 1 472 学校一部負担＆KP２１ 18

21 神奈川県立平塚商業高校定時制 2015/11/12 木 おもしろい仕事人がやってくる！ 高校 1 66 学校一部負担＆KP２１ 3

22 渋谷区立広尾中学校 2015/11/19 木 コミュニケーションゲーム、社会人への質問タイム 中学校 2 61 富士重工業株式会社様 16

23 渋谷区立笹塚中学校 2015/11/20 金 コミュニケーションゲーム、社会人への質問タイム 中学校 2 58 KP21全額負担 16

24 川崎愛児園 2015/11/21 土 わくわくお仕事アドベンチャー、言葉の学習プログラム 養護施設 1～6年 16 NKKシームレス鋼管株式会社様 15

25 川崎市立浅田小学校 2015/11/21 土 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 小学校 6 60 学校一部負担＆KP２１ 11

26 私立田園調布学園中等部 2015/11/28 土 かっこいい大人ニュース 中学校 3 90 株式会社電通様 19

27 川崎市立宮崎中学校 2015/12/2 水 おもしろい仕事人がやってくる！ 中学校 2 317 学校一部負担＆KP２１ 9

28 東京都立町田高校定時制 2015/12/2 水 一人暮らしゲーム 高校 2 75 （東京都委託事業） 9

29 川崎市立平中学校 2015/12/4 金 コミュニケーションゲーム 中学校 2 124 学校一部負担＆KP２１ 32

30 東京都立町田高校定時制 2015/12/4 金 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 高校 3 73 （東京都委託事業） 12

31 横浜デザイン学院 2015/12/11 金 かっこいい大人ニュース 高等専修学校 2 27 学校一部負担＆KP２１ 10

32 江東区立第四砂町中学校 2015/12/18 金 コミュニケーションゲーム 中学校 2 87 株式会社クアルコム様＆学校一部負担＆KP２１ 20

33 江東区立第四砂町中学校 2015/12/18 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 中学校 1 52 株式会社クアルコム様＆学校一部負担＆KP２１ 12

2015/12/14、17 火金 個別アクションプログラム①② 高校 2 （東京都委託事業）

2015/12/15、18 月木 個別アクションプログラム①② 高校 2 （東京都委託事業）

35 港区立赤坂中学校 2016/1/16 土 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 中学校 1 19 株式会社WOWOW様 12

36 寒川町立寒川中学校 2016/1/19 火 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 中学校 1 98 学校一部負担＆KP２１ 7

37 川崎市立下作延小学校 2016/1/21 木 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 小学校 6 72 北浜こどもクリニック様 10

38 【地域実施】滋賀県守山市 2016/2/6 土 すきなものビンゴ＆お仕事マップ【親子】 小学校 4～6 11 KP21関西地区会員による開催 3

39 港区立高陵中学校 2016/2/10 水 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 中学校 1 62 スカパーJSAT株式会社様 24

40 東京都立荻窪高校定時制 2016/2/15 月 大学生講演：夢！自分！発見～自分らしく生きる未来を見つけるために～ 高校 1 139 （東京都委託事業） 8

41 渋谷区立原宿外苑中学校 2016/2/17 水 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 中学校 1 97 スカパーJSAT株式会社様 32

42 江東区立辰巳中学校 2016/3/1 火 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 中学校 3 41 株式会社WOWOW様 11

43 川崎市立川崎中学校 2016/3/2 水 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 中学校 1 99 株式会社エヌアセット様 15

44 【地域実施】寺子屋：川崎市立今井小学校 2016/3/5 土 すきなものビンゴ＆お仕事マップ【親子】 小学校 3～6 4 川崎市より受託事業での実施 5

小学校 3～6 19

中学校 1 1

46 東京都立町田高校定時制 2016/3/18 金 2年生報告会 高校 2 64 （東京都委託事業） 8

47 川崎愛児園 2016/3/19 土 わくわくお仕事アドベンチャー、言葉の学習プログラム 養護施設 1～6 19 NKKシームレス鋼管株式会社 16

48 東京都立桜町高校定時制 2016/3/23 水 大学生講演：夢！自分！発見～自分らしく生きる未来を見つけるために～ 高校 1～3 30 （東京都委託事業） 3

49 【地域/パートナー実施】啐啄塾 通年 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 小学校 6 2 パートナー契約実施 1

中学校 3 3 1

高校 3 2 1

3684 実施に参加した大人の人数 682 名

東京都立町田高校定時制

【地域実施】兵庫県伊丹市 すきなものビンゴ＆お仕事マップ【親子】 KP21関西地区会員による開催 10

9

34

【2015年4月1日～2016年3月31日】実施対象（延べ数）：3,684

3864

45

50 【地域/パートナー実施】啐啄塾

2016/3/6 日

通年 個別アクションプログラム①② パートナー契約実施

東京都立町田高校定時制
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