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認定 NPO 法人キーパーソン 21（神奈川県川崎市、代表：朝山あつこ）は、7 月 17 日

(土）、静岡県菊川市市民協働センター主催の「中高生 NPO 体験セミナー」にて、子ども

たちがやりたいことを発見できるゲーム形式講座「すきなものビンゴ」を開催します。 

キーパーソン 21 は、やる気の源泉である「わくわくエンジン」を見つけ、子どもたちの

主体性を引き出す活動を 20 年に渡り全国で 5 万人以上に提供しています。 

 

 

 

 

（2020 年 9 月 19 日、菊川

市市民協働センターで開催

された際のキーパーソン 21

チーム静岡メンバー） 

 

 

 

１．エッセンシャルワークに興味を持った中高生のために有意義な夏休みを

提供～「NPO体験セミナー」開催のねらい～  

コロナ禍で、エッセンシャルワーカーなど社会のために働く人達に注目が集まり、中高

生たちも、地域社会や困っている人たちの役に立つ仕事に興味を持ち始めています。 

全国に 5 万超存在する非営利活動団体である NPO 法人は、そうした社会貢献を事業と

している組織ですが、その存在を子どもたちが強く認識するまでには至っていません。 

そこで、静岡県菊川市市民協働センターでは、夏休み期間中の 7 月 20 日から 8 月にか

けて「中高生 NPO 体験セミナー」を開催します。このセミナーは、中高生が菊川市に登

録している 14 の NPO 法人の中から 1 団体を選び、その仕事を体験するイベントです。 

認定 NPO 法人キーパーソン 21 は、川崎本部を中心に全国 7 つの地域チームと６つのパ

ートナーシップ提携地域、合計 14 の拠点があります。そのひとつ静岡拠点「キーパーソ

ン 21 チーム静岡」が、菊川市協働センターと協力し「中高生 NPO 体験講座」参加者のた

めの事前学習会を開催します。 

この事前学習会は、キーパーソン 21 が開発した「すきなものビンゴ」というゲーム形

式の講座で「自分が何にわくわくするのか？」を考え、自分を知ることができるもので、

中高生が参加したい NPO を選択するサポートをします。 

 

 

夏休み企画、中高生が NPOの仕事を体験 

エッセンシャルワーク、社会貢献意欲を NPOキーパーソン 21がサポート 

7月 17日（土） 静岡県菊川市で 

「すきなものビンゴ＆お仕事マップ」を 7月 8日に実施 
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２．イベントの概要 

１）「中高生 NPO 体験講座」事前学習会「すきなものビンゴ」（運営：キーパーソン 21

チーム静岡 主催：菊川市協働センター） 

対象：NPO に興味のある菊川市の中高生 

期間：2021 年 7 月 17 日(土）13:30〜16:00 

開催場所：静岡県菊川市役所庁舎東館「プラザきくる」3 階会議室 

２）「中高生 NPO 体験講座」（主催・運営 菊川市協働センター） 

下記のリンクをご参照ください。 

https://www.kikucen.net/ 

 

 

３、今後の展望 

プログラムを通じて、子どもたちは自分の気持ちを深掘りした上で NPO の活動を選択し

取り組むことができます．また自分のことを見つめ直し、自己肯定感が高まり、自分のこ

とが好きになります。地域の大人と関わり、活動や経験を増やすことで子どもたちが地域

とのつながりに気づき、菊川市の地域活性にもつながります。 

 

４、「すきなものビンゴ」の概要 ～「キャリア教育アワード経済産業大臣賞」受賞～ 

今回、キーパーソン 21 チーム静岡が実施する「すきなものビンゴ」は、キーパーソン

21 が開発した「夢！自分！発見プログラム」の一プログラムになります。 

「夢！発見！プログラム」は、2016 年に、経済産業省主催「キャリア教育アワード経済産

業大臣賞（中小企業部門）」を受賞した、子どもたちのやりたい！を引き出すキャリア教

育プログラムです。 

「夢！自分！発見プログラム」は、これまで全国各地で 20 年間、53,266 人(2021 年 3 月

31 日までの延べ人数)の子どもに提供してきました。地域の様々な大人たちとの出会いの

中で、子どもたちが将来の仕事や生き方を考え、本当に大切にしたいことに気づき、主体

的に人生を選択して動き出す力を育みます。多数の学校で授業に導入されている教育効果

の高いキーパーソン 21 オリジナルのプログラムです。 
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【資料】団体概要 

名称：認定 NPO 法人キーパーソン 21（特定非営利活動法人 

キーパーソン 21） 

設立：2000 年 12 月 10 日 

本部：神奈川県川崎市中原区新丸子東 2-907-25 ハイツ武蔵小

杉 704 

代表理事：朝山あつこ 

会員数：456 名（理事 9 名, 監事１名, 顧問 2 名, アドバイザー3 名） 

全国拠点：北海道、新潟、北関東、東京、神奈川（川崎、湘南）、静岡、沖縄、滋賀、島

根、千葉、 

 

2000 年に教育 NPO として創設。当初より「集団の教育」から「個への教育」へ、一人

ひとりの中にあるわくわくエンジン（自ら動き出さずにはいられない自分だけの原動力）

を大切にもう一歩踏み込んだキャリア教育「夢！自分！発見プログラム」を 5 万人以上に

届けています。第７回キャリア教育アワード最優秀賞（経済産業大臣賞）受賞。団体とし

てグッドガバナンス認証取得（アドバンス認証）。 

キーパーソン 21 ではあらゆる大人たちが次世代を育むために一緒になって本気で力を注

ぐ社会を目指し、持続可能な地域づくりを行っています。私たちは以下３者を重点的に対

象とした活動を行っています。 

・親：親子の相互理解を深め、子どものやりたいを引き出すオンラインプログラム 

・学校：先生が生徒のやりたいを引き出すプログラム 

・企業：上司と部下がお互いの意欲の源泉を見出だすプログラム 
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わくわくして動き出さずにいられない原動力「わくわくエンジン®」の発見提唱者。 

3 人の息子の母親。長男の中学校の学校崩壊がきっかけで、大人も子どもも、自分を活かして

いきいきと仕事をして生きていってほしいと願い、2000 年に NPO 設立。 

「夢！自分！発見プロクラム」を開発し、学校、企業、行政、大学、PTA、などと連携し、”一

人ひとりのわくわく”から主体的になるキャリア教育を北海道から沖縄まで全国に展開中。これ

まで、50,000 人以上の子どもたちにプログラムを提供してきている。 

2005 年 日経 WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2005」クリエイティブ部門受賞 

2017 年 経済産業省主催 キャリア教育アワード 中小企業部門最優秀賞を受賞。 

2018 年 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の三省連携シンポジウムで基調講演。 

2019 年 相模原市総合計画審議会委員 

著書：『ふつうの主婦がみつけたやる気のエンジンのかけ方』（高陵社書店） 

代表 朝山あつこ 

≪本プレスリリースに関するお問い合わせ先≫ 

認定 NPO法人キーパーソン 21 チーム静岡 広報担当：寺田 

 TEL : 080-6955-8949  Mail：terada@keyperson21.org HP :http://www.keyperson21.org 

《認定 NPO法人キーパーソン 21 とは？》 

2000 年に設立してから 20年間、全国 5万人以上の子どもたちに、自分を知るから始まるキャリア教育

を提供。わくわくして動き出さずにいられない原動力『わくわくエンジン®︎』が子どもたち一人ひとりの可能

性を引き出し、子どもと関わる様々な大人たちを巻き込むことで、新しいスタイルのまちづくりを提唱、サ

スティナブルな社会への変革を目指します。 
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