
人を枠の中に入れ込むと、「囚」という漢字になります。
大人たちは、なぜか、子どもたちを枠の中に入れたがります。
「ちゃんとしなさい」「こうあるべき」「こうせねばならない」「このままだと将
来困るよ」「社会はそんな甘くない」などという呪いの言葉で脅しながら。
時にそれは、子どもに向けてでなく、大人自身が実は自分に向けて発していたりも
するのです。でも、なかなかこの呪いに気づきません。なんか変だぞ？と気づいた
としても、この呪いから自分を解き放つことはとても勇気のいることなのです。な
ぜなら、人と違うことをすることになるからです。人と違うことをすると、誰にも
理解されず一人ぼっちになる可能性があります。何か違うぞと感じても、自分の考
えを言ったり、行動をすることは怖いことなのです。周りの言う通りにしていた方
が楽だったりするのです。

一度きりの自分の人生。
一人ぼっちになることを恐れて納得のいかない人生を歩むより、

自分に素直に生きることのできる人生。
こちらの方が何倍も幸せではないでしょうか。

もし、迷いが生じたときには、自分のわくわくエンジン®を思い出してください。
自分が信じることができる自分だけのものなのですから。

WAKUの内弁当
すべての人がキーパーソン 〜枠を超えてわくわく！〜

会報誌『WAKUの内弁当』第1１号
発行：認定NPO法人キーパーソン21
発行日：2021年10月吉日
『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、
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キーパーソン21 代表理事

朝山あつこ

元気に活性化していく社会をイメージしています。

2021年度 第20回定期総会開催のご報告
2021年6月13日（日）にオンラインにて開催された第20回定期総会は、二部制で行われ、第一部では2020年度活動報告
及び2021年度活動計画について、代表理事朝山より説明があり、賛成多数により承認されました。続く第二部では、理
事の下川原のファシリテーションによる、なかなか足を運べない今だからこそ、題して「ぐるっと全国一周ツアー」。
元学生会員で、現在は高校教師として奮闘中の望月那菜さんによる「おもしろい仕事人がやってくる！」のプレゼンテー
ションの後には、更に参加会員の交流が行われました。盛りだくさん！の4時間の内容をギュギュっとご紹介します。

2020年度活動報告 2021年度活動計画

ぐるっと全国一周ツアー おもしろい仕事人がやってくる！

2020年度の主な活動目標「物語の発信」「オンラインの活用」「地域
モデルを作る」に対する取組みとして、まず【わくわくエンジン図鑑】
と称した、一人ひとりのわくわくエンジン®とそれに纏わる想いやス
トーリーを紹介するコンテンツを作成し、33人をnoteに掲載。次に、
「すきなものビンゴ」のオンライン版を開発し、子どもにとって最も身
近なご家族と一緒にわくわくエンジン®発見するプログラムの提供を皮
切りに、企業の子ども応援プロジェクト、学習支援居場所づくり事業、
KP21説明会を始め、次頁で紹介するイベントわくわくEXPOをオンライ
ンにて実現し、新たな出会いを創出。地域モデル作りとしては、1,000
名を超える子どもに地域主体の会員によるプログラムを実施しました。

「わくわくする人づくりから始まるサスティナブ
ルな社会を創造する」と掲げ、子どもを中心に家
庭、学校、企業、行政、大学、地域、NPOなどが
手を取り合ってごちゃまぜになって子どもたちを
育てていくシステム作りを始めるため、6つの事
業領域における目標を設定。なかでも、親子・先
生・企業人のそれぞれがわくわくするプロジェク
トの推進に注力していきます。

【SDGｓ関連番号】3･4･5･8･9･11･17

会員活動内容や活動予定を
沖縄、静岡、湘南、東京、
北関東、新潟、北海道の各
地域チーム、香港、上海在
住会員が、力作のご当地動
画や、スライドを用い工夫
を凝らして紹介。全国で同
じ想いを持った仲間が、地
域ごとの特性に合わせて活
動していることを実感する
こととなり、一体感が増し
た瞬間となりました。

通信制高校の教師として5年目を迎えた望月さん。「さまざまな価値観を持つ人とかかわる
中ですべての人が輝ける場所を一緒に作ること」が、彼女のわくわくエンジン® 。自身が
幼少期から体感していた居場所の大切さと繋がり、多様な生徒に対して広く温かな心で活
躍している様子と、キーパーソン21会員の「先生」という共通軸でコミュニティを作って
いきたいとの希望を語ってくれました。

4～5人に分かれて、会員の
皆さん同士で、ご自身のわく
わくエンジン®紹介や、活動
への想い、取り組みたいこと
を伝え合う時間となりました。

会員の皆さん同士の交流



■ 開催日程：2021年 3月27日(土)・28日(日) 10：00～16：30
■ 会 場：オンライン（ライブ配信）
■ 登壇地域：6地域の子どもと大人／島根県江津市（島根県立江津高校）

新潟県新潟市（市立高志中等教育学校）、鳥取県大山町（yotte）
滋賀県草津市（くさつ未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）、沖縄県浦添市（森の子児童ｾﾝﾀｰ）
愛媛県越智郡上島町（県立弓削高校）

■ 登壇企業：株式会社エヌアセットホールディングス、カシオ計算機株式会社
シナネンホールディングス株式会社、株式会社ユーグレナ

■ ゲ ス ト：植松電機株式会社 植松努氏、株式会社ライプニッツ 山口周氏
■ 寄 付：米国コカ・コーラ財団

1日目。母から言われた「思うは招
く」の声掛けと、大好きだった亡き
祖父の笑顔を胸に、ロケットを作り
宇宙への打ち上げを成功させた植松
氏は、大好きなことが持つパワー、
人との違いを肯定すること、失敗は
できないことに挑戦した人しか得ら
れない貴重な宝であり、そこから考
えること・知ることの尊さ、困難に
ぶつかった時の合言葉を「だったら
こうしてみたら？」に変えて自分軸
で進む大切さ、そして競争ではなく
尊重し合う社会の実現に向けての想
いと始めている活動を伝えてくださ
いました。2日目の山口氏は、時代の
変遷と共に変化する価値を事実から
掴む力が重要であること、正解を見
つけることではなく、問題に気付き
取り組むこと自体に価値が生み出さ
れること、自分でいろんなものを見
て聞いて試して、考えることによっ
て、周りに溢れる「その人の自由度
を奪う」呪いのような言葉に翻弄さ
れずに自分らしくいられることを子
どもたちに伝えてくださいました。

代表の朝山が数年前から温めてきた想い「子どもたちが全国
から集いプレゼンする機会を！」を実現すべく、2019年夏
から準備。下見や打ち合わせを重ね、予約のために徹夜で並
んだ「国立オリンピック記念青少年総合センター」が会場に
決定！しかし、新型コロナウイルスの流行によりオンライン
へ切り替え、YouTubeでの無料配信へ。まだご覧になってな
い方もご覧いただけます！！ぜひ、ご視聴くださいね♪

誰の中にもあるわくわくして動き出さずにはいられない原動力である、わくわくエ
ンジン® 。この原動力で一歩踏み出した子どもたちと大人たちが、全国各地から集
まる博覧会、その名も「わくわくエンジン®EXPO」を3月に2日間にわたりオンライ
ンにて開催。全国６地域の中高生や大人たちが、地域の代表としてアクション事例
を発表し、全国各地で子どもも大人もわくわくエンジン®を発動させると、どのよ
うなことが起きるのか、地域がどう変化するのかを全国に、全世界に発信しました。
多様な大人（イノベーター、行政、企業の皆さま）も応援団として参加し、繰り広
げた熱いトークセッションを含めた様子をお届けします。

2

わくわくエンジン®EXPOとは

～わくわくエンジン® EXPO開催～ までご紹介！
2021年3月27日、28日の２日間で5,581名が視聴した地域を巻き込んだイベントの様子をお届けします。

新型コロナの感染がなければ…

東京コミュニケーションアート専門学校に通う学生
のコンペティションの中から選ばれた西村華鈴さん
のロゴ。「わくわくして動き出さずにはいられな
い」をコンセプトに、動き出す人と広がる可能性や
繋がりを芽が花を咲かせる瞬間に準えた作品。

オンライン上にも、控室！？

発表者が滞りなく本番用zoomに入室できるように控
室用zoomを用意。発表前の控室では、どの子どもた
ちも、やれることはやったという達成感と本番を目
前にした緊張とが入り混じった、なんとも言えない
良い表情。EXPO参加が決まった1年前より格段に自
信に満ちた子どもたちを「いってらっしゃい！」と
誇らしい気持ちで送り出しました！（控室担当）

トークセッション現場では…

北海道から登壇の植松氏講演開始時に
トラブル発生。想定外の進行の中、素
晴らしい講演を続けてくださり、ス
タッフの復旧対応にもお気遣いいただ
きました。ゲスト山口氏にも急遽質疑
のご対応いただく等、機転に助けてい
ただきました。（配信担当）

2日間を通じて、全国6地域から17名、中学1年～高校3年生の子どもたちが、それぞれの日ご
ろの活動のなかで、自分自身のわくわくエンジン®を発見してから凡そ1年間の取り組みと、その中

で得られたことについて堂々とプレゼンテーションを行いました。なかには、発見前の自分に向き合いながら発
表する子どもの姿もありました。また、どの発表内容にも、そばで見守る大人の優しい眼差しや、子どもの「やっ
てみたい！」を親だけではなく地域や教員が一緒になって後押しをする重要性が共有されました。真剣に取り
組む子どもに関わる大人自身にも、その過程で大きな発見や変化があり、まさに主役は子どもでありながらも、
大人も学ぶ機会となったといった声が伴走した大人たちから聞こえました。一人ひとりが持っているわくわくエン
ジン®を発見しそれを応援するという人づくりは、学校だけではなく、第三の居場所など、まさに地域全体で
取り組むことで循環が生まれ、地域の活性化に留まらず、幸せな社会へと近づくことを、この発表を通じて多く
の視聴者に気付かせてくれました。

子どもたちの発表と応援した大人たちのリアルトーク、親トーク

トークセッション

わくわくエンジン®EXPO開催概要



延べ229名の親子がオンラインでの『すきなものビンゴ』に参加。

オンラインでも、『夢！自分！発見プログラム』を行っています！
実際に会えなくても、一人ひとりのわくわくエンジン®を引き出し続けています。

3

『おもしろい仕事人がやってくる！』カシオ計算機株式会社様

5年前から「企業の子ども応援プロジェクト」でご一緒してきたカシオ計算機株式会
社様と渋谷区立渋谷本町学園との取組をコロナに負けじと継続させるべく、オンライ
ンを活用して「おもしろい仕事人がやってくる！」を届けることが叶いました。新し
いことにチャレンジしよう！と、学校、企業、キーパーソン21の協働の関係性があっ
たから乗り越えられました。コロナ禍が続く今年も、試行錯誤しながらバージョン
アップさせながら進んでいきます。

キーパーソン21が一番大切にしている「夢！自分！発見プログラム」にとって、
2020年からのコロナ禍での大きな変化は、オンラインを活用したことで更に
に広く展開できるようになったことです。

2020年夏・冬・2021年春・夏休みと「家族で発見！わくわくエンジン®」の
キャッチコピーでモニターキャンペーンを開催。日本・アメリカ・中国・カナ
ダ等、世界中から94組229名（大人108名、子ども121名）がご参加ください
ました。体験後のアンケートでは「楽しかった」「目的が達成できた」が
100％という高い満足度を得ることができています。オンラインビンゴを受け
てから会員になり、仲間を集めて大阪兵庫チームへの誕生につながった事例も
あり、わくわくエンジン®を体感する絶好の機会になっています。自宅で家族
と一緒に、わくわくエンジン®を軸にした自己理解と相互理解がかなう対話が
できることの重要性を、社会的にもっと伝えていきたいです。
今後、オンラインわくわくナビゲーターの育成にも取り組んでいきます。

上記以外にも、問い合わせのあった大阪府豊中市の中学校でも実施。学校の
ICT環境を駆使して、キャリア教育を止めない教員の方々の想いを感じます。

↑子どもたちがカシオ計算機の社員の方々とオンラインで出会いました！

ほぼ毎月1回の頻度（平日20時〜
22時頃）で、KP21の紹介や、最
近の取り組みをご紹介しています。
開催は、Facebookや会員メルマ
ガでご案内しています。お気軽に
ご参加ください♪

キーパーソン21説明会

「かわさきSDGsパートナー」
とは「誰一人取り残さない」
持続可能な未来を目指して、
川崎市と一緒にSDGs（持続
可能な開発目標）の達成に
向けて取り組む企業・団体を
認証する制度です。これから
も持続可能な未来を実現するために活動を広げてまいります。

川崎市による「かわさきSDGsゴールド
パートナー」に認証されました。

掲示板

オンライン
（ZOOM）
にて開催

学校におけるプログラム実施方法にも、
オンラインを活用する事例が増加！

キーパーソン21の日

毎月21日（20時〜21時30
分）は『キーパーソン21』
の日とし、会員が集います。
KP21 が取り組む6領域か
ら旬なテーマについて、活
動紹介と何ができるかを皆
で一緒に考えます。遅刻早
退、飛び入り、耳だけ参加
もOK！歓迎しています♪

担
当
業
務
表

事
務
局
ス
タ
ッ
フ

斉藤安司

（やっさん）

青井 照美

（あおちゃん）

鹿内 佳代子

（かよこさん）

金澤 美貴

（うるちゃん）

･経理業務

･川崎市連携

･経理業務

･管理業務

･養成講座

･経理業務補助 ･広報業務

藤谷 仁美

（ひとちん）

田中 かおり

（かおりん）

奥野 幸子

（さっちゃん）

小林 玲子

（れこまま）

･まちづくり領域

･教員/学校領域

･オンラインプログラム

･教員/学校領域

･企業領域

･まちづくり領域

･会員力最大化領域

･会員コンシェルジュ

･会員コンシェルジュ

･庶務、資材準備



日時 都道府県 実施担当 方法 プログラム名
実施対象（学校名、実施場所、対象等）

【協賛企業名】敬称略
対象数

6月3日(水) 新潟県 本部 オンライン すきなものビンゴ 新潟市立高志中等教育学校 109

6月9日～

12月4日
新潟県 地域チーム（チームにいがた） 対面 すきなものビンゴ

新潟市立桃山小学校

（6月9日11日16日22日30日7月7日12月4日）
524

6月19日(金) 新潟県 地域チーム（チームにいがた） 対面 すきなものビンゴ 新潟市立赤塚小学校 46

6月23日(火) 神奈川県 5by20プロジェクト オンライン 女子起業5by20トークセッション 専修大学【日本コカ・コーラ株式会社】 275

7月7日(火) 島根県 パートナー（ゴウツわくわく研究所） 対面 すきなものビンゴ＆お仕事マップ、わくわくエンジン®発動ワークショップ 島根県立江津高等学校 55

7月9日(木) 新潟県 地域チーム（チームにいがた） 対面 すきなものビンゴ＆わくわくエンジン®発見 新潟市立茨曽根小学校 14

7月18日(土) 東京都 本部 対面 わくわくエンジン®発見ワーク 田園調布学園中等部 211

7月25日(土) 神奈川県 本部 オンライン オンライン版すきなものビンゴ 寺子屋（川崎市立今井小学校） 2

8月4日(火) 神奈川県 本部 対面＆オンライン 面接対策プログラム なかわく(中原わくわく学習会）～8/7 11

8月7日(金) 新潟県 地域チーム（チームにいがた） 対面 すきなものビンゴ 新潟市立高志中等教育学校 16

8月13日(木) 全国各地 本部 オンライン オンライン版すきなものビンゴ モニターキャンペーン（～8/23） 44

9月17日(木) 東京都 本部 対面＆オンライン オンライン版おもしろい仕事人がやってくる 渋谷区立渋谷本町学園小学校【カシオ計算機株式会社】 88

9月19日(土) 静岡県 地域チーム（チーム静岡） 対面 すきなものビンゴ 菊川市中高生NPO体験セミナー 12

9月29日(火) 新潟県 5by20プロジェクト 対面＆オンライン 女子起業5by20トークセッション＆ワーク 新潟市立高志中等教育学校【日本コカ・コーラ株式会社】 330

9月30日(水) 島根県 パートナー（ゴウツわくわく研究所） 対面 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 江津市立江津中学校 84

9月30日(水) 新潟県 地域チーム（チームにいがた） 対面 すきなものビンゴ 新潟市立南万代小学校 60

10月6日(火) 島根県 パートナー（ゴウツわくわく研究所） 対面 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 江津市立郷田小学校 9

10月10日(土) 沖縄県 本部 オンライン オンライン版すきなものビンゴ 森の子児童センター（沖縄県浦添市） 6

10月16日(金) 大阪府 本部 オンライン オンライン版おもしろい仕事人がやってくる 豊中市立豊中第九中学校 310

10月17日(土) 沖縄県 本部 オンライン オンライン版すきなものビンゴ 森の子児童センター（沖縄県浦添市） 7

10月25日(日) 滋賀県 パートナー（KMP) 対面 すきなものビンゴ＆お仕事マップ レイカディア 30

10月30日(金) 新潟県 地域チーム（チームにいがた） 対面 すきなものビンゴ 新潟市立阿賀小学校 38

10月31日11月14日 東京都 本部 オンライン オンライン版すきなものビンゴ 自由学園最高学部 32

11月11日13日 新潟県 地域チーム（チームにいがた） 対面 すきなものビンゴ 新潟市立大形小学校 147

11月20日(金) 新潟県 地域チーム（チームにいがた） 対面 すきなものビンゴ 新潟市立新通つばさ小学校 90

11月26日(木) 東京都 本部 対面 わくわく郵便＋文通 江東区立有明西学園 81

11月26日(木) 東京都 本部 対面 わくわく郵便＋文通 江東区立有明小学校 48

11月29日(日) 全国各地 本部 オンライン オンライン版すきなものビンゴ モニターキャンペーン（～1/11） 32

12月19日(土) 愛媛県 5by20プロジェクト オンライン 女子起業5by20トークセッション 愛媛県立弓削高等学校【日本コカ・コーラ株式会社】 107

1月19日(火) 島根県 パートナー（ゴウツわくわく研究所） 対面 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 江津市立高⾓小学校 48

1月20日(水) 東京都 本部 オンライン オンライン版すきなものビンゴ 東洋大学 20

1月21日（木）＆3月12日（金） 東京都 本部 対面 「おもしろい仕事人がやってくる」、わくわくエンジン®ワーク 葛飾区立立石中学校 115

1月23日(土) 東京都 本部 オンライン オンライン版おもしろい仕事人がやってくる、もう一度考えてみようわくわくエンジン® 田園調布学園中等部【シナネンホールディングス株式会社】 94

1月23日(土) 新潟県 地域チーム（チームにいがた） 対面 「すきなものビンゴ＆わくわくエンジン®発見」 ふぉうはあと地域活性化プロジェクト 15

1月26日(火) 島根県 パートナー（ゴウツわくわく研究所） 対面 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 江津市立桜江小学校 15

1月27日(水) 東京都 本部 対面＆オンライン オンライン版おもしろい仕事人がやってくる、『おもしろい仕事人新聞』 渋谷区立原宿外苑中学校【カシオ計算機株式会社】 101

2月3日(水) 島根県 本部 オンライン オンライン版おもしろい仕事人がやってくる 島根県立浜田商業高校 205

2月12日(金) 島根県 パートナー（ゴウツわくわく研究所） 対面 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 江津市立川波小学校 6

2月26日(金) 島根県 パートナー（ゴウツわくわく研究所） 対面 すきなものビンゴ＆お仕事マップ＆発動シート 江津市立渡津小学校 11

3月1日(月) 滋賀県 パートナー（KMP) 対面 すきなものビンゴ＆お仕事マップ 大津市立葛川小中学校 22

3月4日(木) 東京都 本部 対面＆オンライン オンライン版おもしろい仕事人がやってくる 港区立広尾中学校【カシオ計算機株式会社】 56

3月6日(土) 東京都 本部 対面＆オンライン オンライン版おもしろい仕事人がやってくる、わくわくエンジン®を考えてみよう 港区立赤坂中学校【株式会社WOWOW】 25

3月19日(金) 新潟県 地域チーム（チームにいがた） 対面＆オンライン すきなものビンゴ＆わくわくエンジン®発見 新潟市立高志中等教育学校 118

ようやく緊急事態宣言が明けましたね。コロナ禍であっても、子どもたちは日々成長しています。キーパーソン21の会員や周りの大人が
工夫をし、子どもたちにとって、少しでも充実した日々を過ごせるよう引き続き手を取り合って行動を起こし続けましょう。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。 【キーパーソン21事務局一同】 （制作：キーパーソン21会員 中島）
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2020年度「夢！自分！発見プログラム」実施実績一覧
前年（2020度）は132人の大人が関わり、 コロナ禍においても3,669人の子どもたちへ下記のプログラムを届けることが
できました。 20年目で5万人（累計53,266人）を突破し、全国各地でプログラムを実施できる体制（講座を受講したプ
ログラムを提供する担い手であるファシリテーターの強化）の構築により、このプログラムを一層多くの子どもたちへ届けます。

♪理事の想いをお伝えします♪

自身の仕事選びの反省から大学生の、企業に自分を合わせ
る就職に疑問を持ちKP21に参加。 社会にわくわくエンジ
ン®が通奏低音で流れ、人生に実装、自分らしく泳ぐ人が
増えることを目指す。ステークホルダーを横串でつなげ、
KP21を社会のハブ・スクランブル交差点の中心にいる存
在としたい。わくわくエンジン®は、ものごとの本質をわ
かりやすく伝え、人を動かす羅針盤となる。広告業界にて
言葉紡ぎ。一緒に活動する心、募集中。

堀 悟
（広報担当理事）

秋以降、学校実施のピーク時期を迎えます。
コロナ禍であっても、先生や子どもたちがこのプ
ログラムを楽しみに待ってくれています♪オンラ
インでの開催の場合は、お住まいの地域に関
わらず参加できる機会でもあります。該当講
座を受講済みの会員の方で、参加募集の連
絡を受領されました際は、ぜひご参加を検討
してくださいませ！よろしくお願いします！

2021年度も、プログラムを届けています！

※写真は、2020年度に実施したプログラムの様子をランダムに掲載しています


