
キーパーソン21の18年の歴史の中には常に一緒に考え活動する大学生の姿がありました。顧問
弁護士としてお世話になっている生田秀さんも、実は東京大学法学部の学生でおられた時より
一緒に活動してくれていました。 
毎年3月21日に皆さまにご参加いただいている「わくわく学生創出会議」も元々「キーパーソ
ン21で活動する学生たちの社会へ旅立ちをお祝いをしよう」ということでスタートしたもので
した。会員みんなで、学生たちの成長を我が子のことのように喜び合ってきました。 
 

そんな大学生の成長を見てきた経験や実績が認められて、最近は大学でも私たちのわくわくエ
ンジン®発見のプログラムを求めてくださるようになっています。 

           
                                WAKUの内弁当 

大学との連携が進んでいます。 

キーパーソン21  
代表理事  

朝山あつこ 

会報誌『WAKUの内弁当』第７号   
発行：認定NPO法人キーパーソン21 
発行日：2018年12月5日 
※「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。                               
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大学の授業でも「夢！自分！発見プログラム」が求められています！ 
  一人ひとりの自分のわくわくエンジン®を引き出し、可視化。充実した4年間を拓殖大学で過ごせますように・・・。 

大学教職員の皆さまと金沢にて 

金沢大学をはじめとして、専修大学、清泉女子大 
学、法政大学、拓殖大学など、大学生たちの「自分の生きる」を考える
きっかけとなっています。 
特に金沢では、AIやグローバル化による環境変化がますます激しくな
るであろう予測しきれない未来に向けて、しなやかに生き抜いていける
人材の育成に取り組もうとする教職員の皆さまの意欲が高く、大学との
パートナーシップ提携も結ぶ運びとなりました。日本全国の地域で活動
する会員の皆さまにとっても、地元の大学との連携を視野に入れていた
だくことで、展開の幅や可能性がさらに開けてくることと思っています。 

「自分のすきなことを普段あまり
深く考える機会は少ないと思うの
ですが、改めて考えるととても面

白いなと思いました。だれか他
者に話すこともとても大切だ
なと感じました。」（学生） 

「自分の授業でも“問う”こと
を大切に取り組んでいるので、
このプログラムをうまく接続
させたい。」（教授） 

「自己分析の方法はいろい

ろあるけれど、一番楽しい、

平易な方法でまずは自分を
知ることができる、素晴ら
しい方法を体験させても
らった。」（教授） 

「自分のすきなことを話してみて、
どういうことがすきかがわかりまし
た。自分の何気なくやっていたこと
が、そうだったのか！というような

気持ちになるぐらいの驚きの発見が
できた気がします。」（学生） 

このプログラムを受講した教授と学生からいただいた
コメントを一部ご紹介します♪ 

2か月間で1,056名の大学生が「すきなものビンゴ」に 
取り組む大規模プロジェクトを実現！ 

キーパーソン21始まって以来の大きなプロジェクトが、5月6月に 
拓殖大学にて行われました。きっかけは、2018年1月。コカ・コー
ラ社が行う5by20という活動において、キーパーソン21が支援し行
われていたプログラムを拓殖大学の就職キャリアセンターの皆さま
が見学されたことに遡ります。 
「入学して過ごす4年間を如何に充実したものにするか、そして卒
業のその先をしっかりと見据えた時間を過ごしてほしい。」と願う
拓殖大学の就職キャリアセンターの想いでプロジェクトは早速動き
出しました。「学生一人一人がわくわくエンジン®を発見すること
によって大学4年間を見通し、進路意識を持って過ごすこと。また、
学生同士・教員・就職部とのつながりをつくり、退学防止につなが
ることを期待」してオリジナルのプログラムを作成。受講する学生
同士が、問いかけ合う仕掛けを取り入れる等、90分で最大限の“自
分発見”と、“仲間を知る”工夫を盛り込み、19日程をかけ、授業枠 
内で実施しました。 
 

事務局 藤谷 仁美 

キーパーソン21の1級わくわく 
ナビゲーターの皆さんと、事務局
が力を合わせて、拓殖大学の学生
のために、プログラムに改良を重
ねました。準備段階から、会員の
わくわくエンジン®は全開。皆さんの

熱い想いと、温かいまなざしが随所に光
るプロジェクトでした！ 



学習支援の場でも、わくわくエンジン®を引き出すプログ
ラムを行ったそうですが、生徒の反応はいかがでしたか？ 

2 

先日、進学へ向けて、中学3年A君のわくわくエンジン®の引き
出しを行いました。 
1.（すきなことで）結果を追い求めること 
2.（音楽で)人を盛り上がらせること 
これがA君のわくわくエンジン®でした。 
本人はもともとある公立高校普通科を志望していましたが、わく
わくエンジン®を言葉にして、他の高校も選択肢の可能性がある
ということを認識したようです。 
好きなことややりたいことがはっきりしているので、それが高校
で実現できる進路選択の支援ができればいいと感じています。 
 また、A君だけではなく、僕が担当している中学3年生もキー
パーソン21のプログラムを行って、わくわくエンジンが引き出
されたあと、勉強に対して以前より前向き取り組んでいると実感
しています。私の声かけに対する反応が明るくなった生徒もいま
す！こうやって、単に勉強を教えるだけにとどまらないキーパー
ソン21の学習支援サポーターの活動に、とてもやりがいと誇り
を持って、子どもたちのサポートをしています。 
  専修大学4年 鈴木 健 学生会員 学習支援サポーター 

学習支援サポーターとして活動をするなかで、ご自身が 
何か感じることや発見などはありますか？ 

 
私は、毎週月曜日に行われている英会話教室で、外国人の先生のアシスタ
ントをしています。先生の説明に＋αで、イラストや図を用いて説明したと
きに、「わかりやすい！」と喜んでもらえたときに、とても嬉しいと感じ
ました。生徒と接する際に、相手を変えようとするのではなく、変わろう
と思うのは相手自身であるので、大切なのは、変わりたいと思うきっかけ
をサポートすることだと、この活動を通じて、改めて感じています。 
それから、私は指導者に向いていないと思っていましたが、指導者になり
たいと思う自分がいることに気がつきました！ 
  立正大学4年 村上 詩織 学生会員 英会話教室 アシスタント 
 

子どもと一緒に！すきなものビンゴ＆お仕事マップ 
  8月25日（土）に開催した、会員とそのお子さまが一緒に行った「夢！自分！発見プログラム」の熱気あふれる 
  会場の様子を事務局スタッフ青井のレポートにてご紹介します。 

キーパーソン２１に届くこんな声にお応えして、子どもと
一緒に！おひとりでもOK！参加のプログラム実施を企画
しました。 
『子どもと一緒に！すきなものビンゴ＆お仕事マップ体験
会』当日は、同日開催の養成講座受講者と共に、会員とそ
のお子さまが「すきなものビンゴ＆お仕事マップ」を体験
しました。サポーターを含め総勢32名、年齢を超えて、す
きなものを認め合う時間になりました。親子であってもお
互いのすきなものは意外と知らないもの。 
「なんですきなの？」「へー！そうなんだー！」の声があ
ちこちのテーブルから聞こえて大賑わい。 
特に、日ごろ親子の会話が希薄になりがちな中高生が自分
の思いを真剣に話す姿は印象的で、親子が互いに理解の深
まる機会になったようでした。 

すきなことから職業を考えるお仕事マップでは、具体的な
職業まで挙げた子どもが多く、プログラムの目的の一つ
「将来を考えることは楽しい！」を実感できた様子でした。 
 
参加者からは、「息子がどんなことを考えているのかわか
り驚きと嬉しさがありました。参加してみてすきなことを
再確認できて良かったと言っていました。」「先生と親以
外の大人と話すことができる機会を持てたこと、それを私
が聞けたこと、そのことだけでも私はわくわくしてしまい
ました。」と言った感想が寄せられました。 

事務局 青井 照美 

「我が子にKP21のプログラムを体験させたい！」 
「どこでプログラムを受けることができますか？」 

学習支援居場所づくりの活動をご紹介！ 
  キーパーソン２１では、経済的な理由で学校以外の学習の機会が得られにくい中高生を対象にした 
  学習支援活動を川崎市と連携して行っています。ここで活躍している学生会員に話を伺いました。 

通称 なかわく こすわく 

運営 川崎市受託事業 キーパーソン21自主事業 

活動 

①新城いこいの家 
毎週水・金 18時30分～20時30分 
②中丸子老人いこいの家 
毎週火・木 18時30分～20時30分 

わくわくステーション
毎週月・水 
18時30分～20時30分 

児童 25名（中学1年生～高校生） 10名（中学1年生～） 

体制 
全体統括コーディネーター2名 
学習専門員2名 
学習支援サポーター約25名 

月曜：英語3名（ネイ
ティブの先生による指導） 

水曜：1～2名 
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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、全国の会員によって、 
  わくわくエンジン®を着々と各地にシェアしています！そんな皆さんからいただいた活動レポートをお届けします。 

江津高校・江津工業高校の高校魅力化プロジェクト統括プロデューサー 
島根県江津市 キーパーソン21会員 江上 尚さん  

 「想いは実現するのだ！」  

キーパーソン21の「わくわくエンジン®発見プログラム」を江津市のキャリア教育における新
しいOSとしてインストールすべく、代表理事の朝山さんら3名をお招きし、「江津キャリア教
育講演会」と「わくわくエンジン®発見プログラム体験会」を開催しました。 
上記記載の肩書きを全うするにあたり、「"学力軸"ではなく"創造力軸"が江津らしい魅力化プ
ロジェクトの根幹になるのではないか」その根幹をどうやって創るかを考えていた折に、 
             キーパーソン21と出会い「これだな!」と。 

朝山さんの講演を通して、“翌日から一歩
踏み出すための何か”に、皆さんが気づか
れたと思います。さらに、体験会に参加し
た江津高校の生徒たち、教員、地域に住む
社会人らが一緒に行ったグループワークで
は、目がキラキラ輝いていく 
瞬間に立ち会えたオトナたち 
は、わくわくエンジン®の 
可能性を実感したはずです。 

行政・学校・地域住民を戦略的に繋ぎ、 
江津での活動を推進していきます！！ 

長野県松本市  
キーパーソン21会員 
駒橋 理絵さん  

を受講しました。大変驚いた
ことに、キーパーソン21では、
年齢も性別もバックグラウン
ドもバラバラな会員が楽しそ
うに、熱意を持って活動され
ていました。こんなふうに
色々な大人がもっと子どもの 

育ちや思いに興味関心を持ったなら、長野県
の教育も変わっていくのではないかと思い、
どうしても、わくわくエンジン®を長野県の
人に知ってほしい、そして、母親だけでなく、
地域のみんなで子どもの未来を考えたいと思
い、講演とプログラム体験会を開催しました。 
これから、 もっとオープンなミッション型の
地域の大人の保護者会を作りたいと思ってい
ます。多感な子どもたちの世代に、どんどん
地域の若い世代の大人が交流していくことで、
都会しか目が向かない子どもたちも、今この
場で色んな楽しいことが自分たちで生み出せ
る可能性に気が付いてもらいたいし、それを
大人が応援できるような松本になりたいと
思っています。 

10月13日、生活クラブ千葉グ
ループ協議会共同代表池田さん
（写真左）、朝山（中央）、湯
浅誠さん（右）によるトーク
セッションには120名が聴講に
訪れました。 
【場所】千葉県習志野商工会議所 

『わくわくエンジン®をかける！ 
    子どものやる気をひきだす 
      夢！自分！発見プログラム』 
【主催】生活クラブ千葉グループ協議会 
【協賛】NPO法人ちばこどもおうえんだん 
 

私が暮らす地域は、市民活動が盛んな土地で
す。しかし、その活動は、50代以上のコミュ
ニティの中で行われ、20代～40代は、目の前
の仕事に忙しく、10代以下は、地域社会に目
が向かず、SNSなどの友達だけのコミュニ
ティで完結しています。また、自分の子ども
が成長するにつれ、同年代の子どもたちみん
なが、自分のペースでいいから、好奇心を
持って前向きに生きていくことのできる社会
になる必要があると感じるようになりました。 
そんな時にYahoo!記事で湯浅さんの書いた記
事を拝見し、突き動かされるようにキーパー
ソン21の“わくわくナビゲーター養成講座” 



最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。2018年度も残すところ、わずかとなりました。2018年も会員の皆さまの熱
い想いと行動力で、キーパーソン21の活動が子どもたちの元へ届けられましたことに心より御礼申し上げます。 
2019年もキーパーソン21の活動をどうぞ宜しくお願いいたします。【キーパーソン21事務局一同】 （制作：キーパーソン21会員） 

キーパーソン21活動スケジュール 
  12月以降も、学校での「夢！自分！発見プログラム」実施を行います。講座受講済みの会員の皆さんのご参加をお待ち 
   しています。ほかにも講座、イベント等盛りだくさんです。ぜひお出かけください。 
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♪理事の想いをお伝えします♪ 

津田 典果【会員コンシェルジュ担当】 
 

会員入会時のサポート、日々の活動紹介、 
会員の交流の場つくりをしていますので、 
皆さんへご連絡差し上げる機会もあるかと 
思います。ぜひよろしくお願いいたします！ 

事務局スタッフ紹介 

8月28日、当日参加いただく12名の協賛企業社員に加え、今回は
プログラムを体験する生徒の担任を始めとし5名の先生も事前研修
に参加してくださり、プログラムへの理解を深めていただきまし
た。９月22日の実施当日は、生徒たちの様子を見ていた先生方が
「みなさん大変明るく、生徒たちにプラスのオーラを与えてくだ
さいました」「生徒一人ひとりが自分の良いところを発見できて
いました」「授業や部活では見ることができない表情をたくさん
見ることができて良かったです」と仰られるほど濃密な時間とな
りました。ランスタッド社員の皆さま、ありがとうございまし
た！！ 

理事の池照佳代です。EQ(感情知性) 
をベースに人材・組織開発と組織の 
制度設計などを手掛ける会社を運営 
し、12年前からキーパーソン21に 
仲間入りしました。“人はいつでも 
「ありたい姿」を描いて変われるし、 
変化を創ることができる“、が私の 
信念です。大人こそがまず“わくわくエンジン®”を改めて
見つめ直し発信し、子どもたちとの感情豊かな接点をもつ
ことが、日本中にわくわくな変化を創っていく原動力にな
ります。キーパーソン21の活動を通し、皆さんと一緒に日
本をそんな“わくわくエンジンだらけ”にすることに挑戦し
ていきます！          【理事：2010年～】 
 

↑生徒が素敵なウェルカム黒
板を描いてくださいました♪ 

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 

今回は、
「YEAH!」で
はなくて、 
六本木中の
「6」で、 
パシャリ！→ 

月 日 曜日 地域 学校名 学年 クラス 生徒数

12 5 水 東京都渋谷区 広尾中学校 1 2 61
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

カシオ計算機株式会社

JAC リクルートメント

12 8 土 東京都渋谷区 原宿外苑中学校 1 3 100
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
ランスタッド株式会社

12 13 木 川崎市高津区 下作延小学校 6 3 70
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
株式会社エヌアセット

12 21 金 滋賀県 彦根翔西館高等学校 1 - 360
コカ・コーラ5by20女子起業！

わくわくプロジェクト
日本コカ・コーラ株式会社

1 19 土 東京都港区 赤坂中学校 1 - 30
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
株式会社WOWOW

日時 学校情報
協賛企業プログラム名

～学校実施の現場から～ 

            久保田成です。外資系IT企業に   
            身を置き、アジア諸国の急激な 
            発展と人材の成長を目の当たり  
            にし「世界で通用する日本人が 
            少ない」と漠然とした課題感を 
            持っていた2000年代初頭（私は
20代）、キャリア教育という言葉も無かった当時「わくわ
くエンジン® 」を掲げ、丹念に一人ひとりの子どもに向き
合っている朝山さんと出会った。この解法こそが多分唯一
の正解であろうと、私の直感を強く刺激した。答えはここ
にあり、それをどうレバレッジするかが問われる時代が来
る。そう信じ今に至る。キーパーソン21が描く未来が輝か
しいものになるよう、全体を俯瞰し、行く道を整備し、し
なやかに伸び続けるチームとなる支援を続けていく。                          
                 【理事：2012年～】 


