
「⼦子どもたちには⾃自信をもって伸びやかに⽣生きてほしい。」「  ⾃自分にあった仕事をみ
つけてほしい！」そんな願いをもった、  親御さんやPTA、塾や学校の先⽣生、⼤大学、  ま
ちを元気にしたい⾏行行政の皆さん、企業の皆さんなど、  いろいろな⽴立立場の⽅方たちが、  ⼤大
⼈人も⼦子どもも⼀一⼈人ひとりがわくわくエンジン®︎  を発⾒見見することが⼤大切切と考えて、キー
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　パーソン21の仲間として活動してくれています。その地域は、
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　なんと、北北は北北海道から南は沖縄まで、全国各地です！そん
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　な全国の仲間たちと、  もっとつながりたくて、  テレビ会議
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　システム＜ZOOM＞を導⼊入しました！  インターネットさえ
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　あれば、パソコンやスマホで、  簡単に複数⼈人で会議をする
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ことができます。データを⾒見見ながら説明やプレゼンも！
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　「  相談したいことがある！提案がある！」という⽅方は、
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  遠慮なく「ZOOMミーティング希望！」とご連絡ください。
   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	WAKUの内弁当 
2020年年「わくわくエンジン®が当たり前の社会」  を⽬目指して、
全国みんなでもっとつながろう！

キーパーソン21 　代表理理事 　
朝⼭山あつこ

会報誌『WAKUの内弁当』第6  号    
発⾏行行：認定NPO法⼈人キーパーソン21
発⾏行行⽇日：2018年年6⽉月10⽇日
※「WAKUの内弁当」は、⼀一⼈人ひとり違う「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.6

1	

多様な「夢！⾃自分！発⾒見見プログラム」の提供者が活躍しています！
	

　　子どもたちの学びの場を支える大人たちがパートナーとして、プログラムの提供の場を広げています。	

⼦子どもたちがそれぞれ持っている、学ぶ⽬目的を
⼀一緒に⾒見見つけたい。（株）クリップアカデミー

東京江⼾戸川区を中⼼心に
地元密着で10年年以上、
地域の⼦子どもたちの
学⼒力力向上を⽀支える塾を
運営しているクリップアカデミーでは、⽬目標、夢、やりた
いことが明確にない⼦子どもたちと出会うことがしばしば
あったと仰る丹丹⽻羽英司さんに伺いました。

⾦金金沢⼤大学を始めとする⽯石川県内8⼤大学
及び、県内全⾃自治体連携による、
「地（知）の拠点⼤大学による地⽅方創⽣生推進事業
（COC+事業）」プロジェクト推進中。
COC+事業は、地域思考型教育による夢と志を持つ⼈人材養
成を⾏行行い、⽯石川県内で活躍する⼈人材を創出することを⽬目的
とした取り組みで、2015年年に⽂文科省省に採択されました。
事務局である⾦金金沢⼤大学のCOC+コーディネーターの掛野由
⾹香さん、國司⽥田晴美さんに伺いました。

Q．パートナー契約を結んだ背景を教えてください。
⽣生徒の未来のために、夢中になれるものを⼀一緒に⾒見見
つけてあげること。それが主体的に学ぶ姿勢につな
がると考え「夢！⾃自分！発⾒見見プログラム」を取り⼊入
れることを決定。塾講師である我々がプログラムを
体験・研修を受講し、今年年3⽉月、⽣生徒達に「すきなも
のビンゴ＆お仕事マップ」を⾏行行いました。
Q．⼦子どもたちの反応はいかがでしたか？
普段は50分の授業ですら集中⼒力力が続かない⽣生徒も時
間を忘れ取り組んでいました。「とにかく話（すき
なこと）を聞いてくれて気持ちよかった！すっきり
した！」と⾔言う声も。普段はおとなしい⽣生徒が、初
めての⼤大⼈人や同年年代の前でもしっかりコミュニケー
ションを取れていたことにも驚きました。「個別ア
クションプログラム」を取り⼊入れ継続してフォロー
し、今回不不参加だった⽣生徒にも実施したいと考えて
います。

Q．これまでの関わりについて教えてください。
キーパーソン21のわくわくエンジン®の理理念念に共感し、
2016年年より（COC＋事業）に⼀一緒に取り組むうちに、
もっと地域の⼤大学⽣生のわくわくエンジン®を⾒見見つけ、
引き出してあげたいとの想いがあふれ、結果、⽯石川県
8⼤大学連携でパートナーシップ契約を結ぶことにしま
した。
Q．プログラム実施後の学⽣生からはどんな感想があり
ましたか？
4⽉月18⽇日に主に3年年⽣生を中⼼心とした15名を対象に、
「すきなものビンゴ＆お仕事マップ」を実施しました
が、⾃自分⾃自⾝身をポジティブに受けとめる感想や、他の
同年年代の学⽣生と⾃自⾝身の違いに気づき、刺刺激を受けた学
⽣生も⾒見見られました。進路路に悩んでいた学⽣生から、他の
⼈人と話すことで視野が広がり、わくわくを⾒見見つけられ
た！といった声も聞くことができました。今後イン
ターンシップの事前学習にも取り⼊入れていきたいです。

出
版
い
た
し
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「ふつうの主婦が⾒見見つけたやる気のエンジンのかけ⽅方」
2018年年3⽉月12⽇日発売！

  どんどん、そしてしなやかにつながって参りましょう！

【写真】コカ・コーラ5by20⼥女女⼦子起業！
わくわくプロジェクト＠専修⼤大学にて

ぜひお近くの書店やアマゾンでお求め下さい。



者が出席。⼦子どもたちを想う親の関⼼心の⾼高さが伺えますね。
そして、10⽉月には23名の保護者を対象にプログラムを提供するた
めの、わくわくエンジンの引き出し⽅方や声かけを理理解していただ
くための研修を実施。受講した保護者から「⼦子どもの未来を広げ
るサポートをすることはもちろんですが、⾃自分にもまだまだ可能
性があるかも！と思えました」といった感想もいただきました。
2017年年11⽉月、遂に「すきなものビンゴ＆お仕事マップ」実施！
有明⼩小６年年3クラス89名に、研修を受講した保護者18名と、キー
パーソン21の会員10名がプログラムを届けました。実施前後のア
ンケートでは、「今の⾃自分がすきか」実施前59％が、実施後は
71％の児童が「すき」へ。「⾃自分の未来に希望を感じるか」実施
前44％から実施後は77％の児童が「感じる」と回答しました。

2018年年3⽉月：総合学習授業にて「12才のぼく・わたし」発表
⼀一⼈人3分程、パソコン室にてパワーポイント活⽤用し、キャリア教育
×ICT教育が融合したプレゼンテーションが⾏行行われました。
持続性のある活動に昇華すべく直江さんの挑戦は続いています！ 　

親である＜私たち＞の挑戦！
　キーパーソン２１の会員には、子どもたちへの想いがとにかく熱い方が多くいらっしゃいます。	
　　今回は、熱い想いを行動に変えるパワーを持ち合わせた会員2名の挑戦をご紹介します。	

滋賀県くさつ未来プロジェクト
 　 　 　 　 　 　 　代表：堀江尚⼦子さん 　
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 　東京都江東区有明PTAモデル
 　 　 　 　 　 　 　 　 　直江⿇麻⾐衣⼦子さん

事
務
局
ス
タ

フ

⽥田中かおり【写真左】
	

CDA勉強中にキーパーソン21
と出会い「自分の子ども（今9
歳）にいつか体験させたい」と
感銘をうけ参加。子どもたちを
中心に、学校、保護者、企業
がわくわくのハーモニーを奏で
られるようお手伝いしています。	

事務局の運営全般に携わると
ともに、法人会員の窓口や学
校実施プロジェクトマネジャー
を務めています。人が輝く連鎖
を生み出す仕掛けづくりにわく
わくします。	  
	  

⾵風間紗喜【写真中央】

⻘青井照美【写真右】
養成講座・説明会の窓口や名
刺作成など会員の皆さまに直
接関わる業務を受け持ってい
ます。ひらめきをこっそり形に
して誰かを喜ばすことにわくわ
くしながら活動しています！	

滋賀県草津市の育児サークル『くさつ未来プロジェクト：通称
KMP』の代表を務める堀江尚⼦子さん。当時、御⾃自⾝身も含めて完璧・
よいママであろうとして、「正しさ」に縛られて⼦子どもと向き合う、
他⼈人の⽬目を気にして⼦子育てせざるを得ない社会に疑問を持たれてい
たそうで・・・。
「正しさ」より「楽しさ」を
⾃自分たちなりの⼦子育てを肯定し認められるようになることで、⼈人に
頼ること、お互い様の精神でやりたいことにチャレンジでき、⾃自分
の⼦子育てを肯定できる環境を作ろうと活動を開始。そんな⼤大⼈人の背
中をみて、⼦子どもたちも⾃自分に⾃自信を持ち、元気に夢を持って育っ
ていくと信じ、講演会や、上映会を⾏行行う等、多岐にわたる活動を12
年年間続けてこられました。この活動で、ママたちのやりたい！をみ
んなで応援して叶えていくなかで、堀江さんが実感されていること。
それは、⾃自分が好きなことを好きと⾔言える勇気、環境（安⼼心）、そ
して⾃自分の好きに向けて動き出したときに、皆輝くという事実。
そして、出逢う
2017年年4⽉月26⽇日のyahoo!ニュースの代表朝⼭山のインタビュー記事
【「ふつうの主婦」が⾒見見つけた「わくわくエンジンのかけ⽅方」】。
読んだ瞬間「私たちKMPがやらなあかんやつ！」と直感したと堀江
さんは仰ります。「みんなそれぞれ違った好きがあるから、その⼈人
にしかできないことがあり、この世に⽣生まれた」このことを⼦子ども
たちに伝えたかった。そして、キーパーソン21はこれを事業化して
いるではないかと。

講座受講後、3ヶ⽉月間で3回のプログラムを開催！
12⽉月17⽇日、草津で21名のわくわくナビ
ゲーターが誕⽣生した瞬間の⼀一枚。
「⼆二⽇日間をかけて、講師しょこたんの
わくわくを全⾝身で堪能し、受講した⼤大⼈人
の、⼦子どものような表情がこのプログラ
ムを物語っています！」と堀江さん。
まずは、クリスマスプレゼント♡
12年年間の活動の賜物である⼦子どもたちへの愛情と培った推進
⼒力力で、クリスマスイブには、KMP会員の14⼈人の⼦子どもたちに
プログラムを届けました。⾝身体中から溢れる⼦子どもたちのご機
嫌なエネルギーを感じ、⼤大⼈人たちも⼤大興奮の様⼦子は写真でも伝
わってきます。

もう、やるしかない
この⼦子どもたちの反応を⾒見見た、わくわくエンジン全開のKMPの
皆さんによって、このあと、2⽉月、3⽉月にも地元の⼦子どもたち
に向けて「すきなものビンゴ＆お仕事マップ」が⾏行行われまし
た！今後も継続的に開催していくとのことです。
堀江さんたちKMPの⽗父⺟母の熱く幅広い活動については『★KMP★くさ
つ未来プロジェクト』のブログで紹介されています。ぜひご覧くださ
い♪

2014年年にキーパーソン21の会員となり、学校でのプログラム実施
に数多くご参加いただいている直江⿇麻⾐衣⼦子さん。中学1年年、⼩小学5年年
と2年年⽣生のお⺟母さんでもあります。江東区有明という新興住宅宅地域
の⼈人と⼈人のつながりを強化するため、学校、PTA(保護者）そして⼦子
どもたちが、キーパーソン21のプログラムによってわくわく⼀一体と
なって育ちあうことを⽬目指していらっしゃいます。お⼦子さんが通う
学校のPTA本部に参画した2016年年から2年年強という⽉月⽇日をかけて、
保護者が担い⼿手となるキャリア教育の実現までをご紹介します。
2016年年度度：⾃自らPTAに参加し、提案開始へ
有明は、東京五輪輪会場の建設エリア。五輪輪を教育資源にしたキャリ
ア教育がしたいと考えていた直江さんは、学校のことを知るため
PTAの活動に参加されます。そして先⽣生⽅方との信頼関係を構築中に、
キーパーソン21が2016年年度度キャリア教育アワード：中⼩小企業の部
で⼤大賞を受賞するという追い⾵風が。先⽣生⽅方にキーパーソン21のプロ
グラムを保護者たちと実施することの価値を、プログラムの内容や
熱い想いとともに提案されました。
2017年年９⽉月：保護者向け「わくわくエンジン®」講演 　
 　 　 　  10⽉月：授業サポーター研修
9⽉月に代表朝⼭山による保護者向けの講演を⾏行行い、PTA保護者70名と
教員2名が参加。全校⽣生徒数700名強ですから約1割のご家庭の保護

どうぞよろしくお願いします！  
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全国で、わくわくエンジン®発動中 
	

　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、各地の会員によって、わくわくエンジン®を
着々と全国にシェアしています！	

 　 　 　 　 　 　 　法政⼤大学湯浅教授のキー
 　 　 　 　パーソン21についての記事を読
み、突き動かされ、半年年後には地元の⼩小
学校にキーパーソン21のプログラムを実
施したというスピード感あふれる渋⾕谷佳
⼦子さんの新潟での活動をお届けします♪

（北北海道、新潟、⽯石川、⻑⾧長野、⼭山梨梨、埼⽟玉、群⾺馬、栃⽊木、千葉葉、東京、神奈奈川、  
 　静岡、愛知、滋賀、⼤大阪、兵庫、  島根、⿃鳥取、沖縄等に伝播拡⼤大中）

⼤大学時代から活動し、事務局スタッフとして活躍後、
2016年年に帰郷。現在は、地元北北海道内の市役所に
務める傍ら、キーパーソン21の理理事である
下川原彩より、北北海道での活動が届きました♪

地元北北海道に帰郷したことをきっかけに、2017年年春に、北北海道
⽀支部準備会を⽴立立ち上げました。同年年9⽉月には札幌市⽴立立の
⼩小学校6年年⽣生を対象に「すきなものビンゴ&お仕事マップ」を実施。
当⽇日の様⼦子は北北海道新聞にも掲載されました。
仲間(※現在会員15名！)を集め、実施する学校等を⾒見見つけ、想い
を形にしていくその過程は、クリエイティブの極みです。あたたか
く⾏行行動⼒力力のある仲間との出会い⼀一つひとつに感動と勇気をいただき
ながら、⽉月1回程度度のミーティングを重ね活動を継続しています！
最後に…説明会開催後に、感動しながら会員から⾔言われたコメント
を抜粋しご紹介します。
『なんというのでしょう……    ⽣生きるって素敵なことだなと思った
⽇日。⼈人って経験したことや実感したことを活かせる可能性って無限
⼤大にあるもんだな！と。⽣生きる意味を次世代の⼦子ども達にしっかり
残して繋げて⾏行行ける⼤大⼈人を⽬目指して私も頑張ろう！』

地元開催ならではの、プログラム実施に
⾄至った、⼩小学校の教員である同級⽣生との
つながりも記事内に触れられています。
＜北北海道新聞2017年年9⽉月24⽇日掲載＞

⼈人⼝口減少が深刻な⿃鳥取県⼤大⼭山町にお住まいの会員で、普段は5⼈人！！の⼦子どもを育てるお⺟母さん。
⼦子どもたちのため、町のために、わくわくエンジン®を拡散中の⾙貝本朱恵さん
からお便便りをいただきました。

⽥田舎でも⼦子どものやりたいを実現させる地域に！を⽬目的
として、2018年年２⽉月に代表朝⼭山さんより、⼤大⼭山町のま
ちづくりに関わる⽅方々に向けて講演会を開催。「⼦子ども
の頃、近所の⼤大⼈人たちが賑やかで、守られ愛されて育て
てもらった記憶が鮮明にあって、そんな地域を絶やさず
ずっと続けていきたい」そう語る町⻑⾧長の想いと住⺠民の想
いが共鳴し合う感動の場となりました。先⽇日のまちづく
り会議での後押しもいただいたので、⼦子どもたちのやり
たいこと、できたらいいなを⼤大⼈人が全⼒力力で応援していく
仕組み作りに邁進します。

講演会後の1ショット。写真左から⼤大⼭山
町の⽵竹⼝口町⻑⾧長、キーパーソン21代表朝
⼭山あつこ、そして⾙貝本さんファミリー。

2017年年5⽉月にキーパーソン21の取組みを
知って、その約半年年後には地元の⼩小学⽣生
に対し、⾃自ら声をかけて共感してくれた
仲間と共に、「すきなものビンゴ＆お仕
事マップ」を実施しました！
2017年年
5⽉月⇒キーパーソン21を知る
7⽉月⇒プログラムを実施するための養成
 　 　  講座を⾃自ら受講しに武蔵⼩小杉へ
☆受講後、⼀一緒にこのプログラムを届けるための
仲間づくりのために奔⾛走。12⼈人の共感者が集ま
る！！
11⽉月⇒新潟で養成講座を開講してもらう
12⽉月⇒⼩小学6年年⽣生160名にプログラム実施
 　 　 　「すきなものビンゴ＆お仕事マップ」
2018年年
4⽉月⇒専⾨門学⽣生約90名にプログラム実施
7⽉月⇒代表朝⼭山さんの講演開催
7⽉月⇒⼩小学校にてプログラム実施予定

そんなチーム
新潟のモットーは

どんな姿も受けと
められ、⾃自分の可

能

性を信じてもらう
、そんなきっかけ

と

なる⼤大⼈人と出逢う
ことで、⼦子どもも

⼤大

⼈人も可能性が無限
に広がっているこ

と

に気づき、⼼心から
笑顔で⾃自分らしい

⼈人⽣生を送る⼈人を増
やしたい！

⾙貝本さん⼀一家が、⼀一⼈人でも多くの⼦子どもたちの「わくわくエンジン®」を⾒見見つけたいという想いを込めて作ってくださったステキなグッズ。わくわくエンジン®バッジへの寄付は、⼤大⼭山町活性モデルのために⼤大切切に活⽤用いたします。

渋⾕谷さん

下川原



「夢！⾃自分！発⾒見見プログラム」実施実績【2017年年度度】
	

　　　2017年4月〜2018年3月末迄に、4,085名の子どもたちに、大人が真剣に向き合い、プログラムを提供しました。	

「夢！⾃自分！発⾒見見プログラム」実施実績＆計画【2018年年度度】
	

　　　既に4月からプログラム実施が始まっております。皆様のご参加をお待ちしております！	
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実施⽇日程やプログラムが確定しましたら、順次キーパーソン21のHPに掲載し、メールでもご案内いたします。講
座のご案内もHPに掲載しております！
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