
↗及びキーパーソン21と関わる想いを紹介する自己紹介
リレーを展開。
そして、「日本まるごと・わくわく元気大作戦！地域を
元気にするためのアイデアを妄想しよう！」をテーマに、
グループディスカッションが行われ、
「大人こそわくわくを発見しよう」「全国
に豊富な食があり、それを囲んで、仲間と
つながりを深める幸せな活動」「子どもと
大人が逆転する世界 」等々、様々なアイデ
アを交換しました。
参加者は、キーパーソン21の全国のチーム
を牽引している会員、協賛していただいている企業の皆
さま、PTA、教員、教育委員会、区や県の行政担当、議
員、経済産業省の職員等、キーパーソン21らしい多様な
仲間が集い、互いに刺激を受け、イベントが進むごとに
パワーが徐々に大きくなっていく熱量を感じる、そんな
2時間30分となりました。

開催日時：2022年3月23日（水）18時00分～20時30分
会 場：コスギサードアベニュー4階 神奈川県川崎市中原区小杉3-600

タイムスケジュール
1．オープニングトーク（代表 朝山）
2．基調講話（川島高之氏）
3．自己紹介（参加者全員）

＊キーパーソン21と関わる理由＊わくわくエンジン® 

4．ごちゃまぜ交流ディスカッション
＊地域を元気にするためのアイデアを妄想しよう！

全国の先生方から「うちの生徒たちはいい子なんです。勉強もそこそこできる。でも主
体性がないんです。やってみたいことがないって言うんです。どうしたらよいか。。」
親御さんからは、「うちの子やる気ないんです。進みたい方向も定まらなくて、、」と
いう声が寄せられてきます。
そんなお悩みの解決には、なんと言っても、子どもが「やってみたい！」ということを
応援すること。どんな小さなことでもかまいません。子どもの「やりたい！」「やって
みたい！」を見過ごさず、聞き逃さず、「どうしてやってみたいの？」と聞いて、応援
してみて下さい。
「やってみたい！」と思う気持ちにこそ！主体性が潜んでいます。大人に応援されたら
自分でどんどん考えたり、工夫したりして、自ら進んでいくでしょう。
とかく、大人は、勉強のためになりそうだったり、将来のために良さそうと思うとOK
と言いますが、「髪染めたい」などあまり勉強に関係なさそうだったり、ルールに反し
そうなことだと、「ダメダメ！そんなことより早く夏休みの宿題やっちゃいなさい！」
と子どもの気持ちを聞くことなく却下してしまいます。
そんな時は、「何で髪染めたいの？」とさりげなくその理由を聞いてみてくださいね。

やってみたい理由がわかると応援したくなるものです。もしかしたら、「だって可愛く
みせたいんだもん」「お友達のことも綺麗にしてあげたい」「将来は美容師になって、

WAKUの内弁当
主体性はどう育む？子どものやってみたい！を応援するわけ。

会報誌『WAKUの内弁当』第12号
発行：認定NPO法人キーパーソン21
発行日：2022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。

社会創造会議2022を開催しました！
2022年3月23日（水）全国から約80人が一堂に会し、題
して「～わくわくする人づくりから始まる～イノベーティ
ブでサスティナブルな社会創造会議」を開催しました。
このイベントの目的の一つは、“日本中わくわく元気作戦”
を考える交流と対話の場を提供すること。もう一つは、
「意欲を持てない」という社会課題の根本的で本質的な解
決のHOWを持っているNPOとして、またキーパーソン21
の考えに共感し、日本中の子どもたちを元気にする活動を
している仲間と共に、その情熱や活動エネルギーをつなぎ
合わせ、一層大きなパワーへと一歩前進させること。
コロナ禍でオンランでのイベントが続いていましたが、今
回はその目的を鑑み、2年半ぶりの対面とし、全国から集
まった仲間と、会場に来れなかった仲間をオンライン中継
でつなぐハイブリット型のイベントと
なりました。
全国各地のエネルギーが集結した会場
では、代表朝山のオープニングトーク
を皮切りに、NPO法人ファザリング・
ジャパンの理事、子ども教育のNPO法人コヂカラ・
ニッポンの代表を務める川島高之氏の基調講話、続いて、
会場に集った仲間一人ひとりのわくわくエンジン®の発表
↗ イベント概要

ヘアアーアーティストになりたい」と答えるかもしれません。どうぞ子どもたちのやってみたい！という
気持ちを無視せず、創造性が育まれるように耳を傾けてみてくださいね。

川島氏
朝山



また、9月から宮内中学校2年生6クラス235名に「夢！自分！発見プロ
グラム」を届けるにあたり、社内応募で手を挙げて、わくわくサポー
ター養成講座に参加してくださった富士通㈱社員の皆さまは、総勢60名
を超え、講座を通じ子どもたちを応援しようという想い・熱気が一層高
まっています。このような大人の皆さんに子どもたちが出会える日がく
ることに、わくわく
している事務局です。
会員の皆さまも、ぜひ、
応援してください！

学校（川崎市立宮内中学校の熱き教員）、企業（キーパーソン21の地元川崎市中原区に本
店を構え、長らくご支援いただいている富士通株式会社様）、行政（川崎市、川崎市教育
委員会）とキーパーソン21が連携・協働し、キャリア教育に留まらないプロジェクトを推
進しています。
このプロジェクトは、宮内中学校2年生を対象に、キャリア教育プログラムを提供し、動
き出さずにはいられない原動力を引き出し、認め、伴走することで、子どもたち発の「や
りたい！」「やってみたい！」という主体性の発揮を応援し、未来につながるまちづくり
を目指すことを目的にした、年間を通じて行う壮大な取り組みです。
7月5日に開催されたキックオフイベントでは、宮内中学校の林先生、富士通㈱未来社会＆
テクノロジー本部の南後さん、教育委員会の安斎担当課長、代表朝山が登壇。それぞれの
考えや強みを活かし、繋がり合って、共に子どもたちと向き合っていきましょうと、想い
を一つにしました。参加した保護者からは「皆さんのお話を伺って、これまでの子どもと
の向き合い方を反省して、皆さんの考えに共感して、考えなくちゃ！と思いました」と
いった声も聞こえました。
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わくわくする自分から始まる～川崎未来まちづくりプロジェクトを展開中！＠川崎市中原区

企業や地域と連携した“まちづくり”を推進中！
多様なステークホルダーとタッグを組み、キャリア教育の枠を超えた活動にチャレンジしています。

子どもたちの
チャレンジに

伴走・応援

すきなもの
ビンゴ＆
お仕事マップ

おもしろい
仕事人が

やってくる！

わくわく
サポーター
養成講座

2022年

7月5日

STEP1

キックオフ
イベント
開催！

11月～
2023年3月

STEP５

11月

15・22日

STEP４

9月20日

10月18日

STEP３

8月

23・24日

STEP2

全体のスケジュール

プロジェクトに応募した富士通㈱
社員の皆さまの声※講座受講時

「社内で取り組んでいるパーパス・カービングと、
キーパーソン21のわくわくエンジン® の親和性を
感じて、興味を持ちました」「自分が中学生の時に
出会った大人が人生のターニングポイントだったの
で、今度は自分が子どもと関わりたいと思ったので
応募しました」「コロナ禍で密になれないコミュニ
ケーションが続いていて、改めて自分自身も色々と
考えることがあったので」「子どもの通う学校でこ
のような活動があると知って参加しました」

愛媛県宇和島市わくわく未来の架橋事業を推進中。
子どもたちと大人が“わくわく”を語り合う街にしたい！

2年生
235名

キックオフイベント！→ 講座開講→→→→→ 夢！自分！発見プログラムの実施 →→→→→まちづくりへ→→→ 

愛媛県宇和島市で2021年11月にスタートした「未来のわくわく架橋事業（次世代育
成プロジェクト）」。このプロジェクトは、ふるさとの子どもたちを心から思う気持
ち、熱意、何より思いやりに溢れる魅力的な宇和島青年会議所（JC）の皆さんとキー
パーソン21の出会いから始まりました。「子どもたちと大人が“わくわく”を語り合う
まちにしたい！」という願いを、宇和島市民の手で持続可能な取り組みとして推進し
ていくことを念頭に置き、JCと宇和島市（行政）との共催として、準備を進めました。
子どもたちが自立するきっかけをつくる唯一の存在は、我々目の前の大人であるとい
う共通認識のもとで、ミーティングを重ねた準備期間8ヶ月を経て、2022年7月の1
か月間で、まちづくりのSTEP1～４までを宇和島市内の中央公民館（通称ホリバタ）
（チャレンジしたい若者と応援したい市民と行政が協働して活動する拠点の位置づけ
で運営している場）で行いました。

主催 公益社団法人 宇和島青年会議所
共催 宇和島市教育委員会
後援 宇和島市 宇和島市PTA連合会

事業の概要と流れ

グループ
ワーク＆
発表

すきなもの
ビンゴ＆

お仕事マップ

わくわく
サポーター
養成講座

2022年

7月10日

STEP1

講演会
参加110名

7月31日

STEP４
7月31日

STEP３
7月30日

STEP2

子どもたちの
アクション
結果発表

11月6日

STEP5

市長・教育長・JC理事長を
交え、このプロジェクトを
通じて何が起きるのかを地
域の皆さまに講演しました。

子どもたちの想いを引き出
し、夢や考えについて柔軟
に受け止め、理解する力を
大人が身に着けました。

子どもたちの声を真剣に受
け止め、地域の大人が、子
どもたちのわくわくエンジ
ン®を引き出しました。

子どもたちが宇和島でやり
たいことを実現するため、
大人も一緒に計画を練りま
した。

やりたいことのためにどん
なアクションを起こしたの
かを子どもたちが発表しま
す。

５つのステップで、これからを生きる子どもたちの“やってみたい”を全力で応援しま
す。7月30日には地域の大人たち（大人サポーター）21名を養成し、翌31日には小中
学生51名が参加。大人サポーター21名に加え、グループワークには更に20名程のJC
の方もお集まりくださいました。11月の発表まで子どもたちがどんな気持ちでアク
ションを起こすのかとても楽しみです。

キックオフイベントにて



豊島区立明豊中学校の3学年全員が、わくわくエンジン®を発見へ！
更に！小学生のわくわくエンジン®を引き出す中学生ジュニアわくわくナビゲーターが誕生です！

子どもたちが主体となり、新たな展開が生まれています！
夢！自分！発見プログラムの実施を通じて、子どもたちに芽生えた気持ちと行動力にご注目ください。

3

豊島区立明豊中学校の森田絹枝PTA会長の熱い想いからスタートし、子どもたちの主体性を育みたい学校経営方針と、そし
て豊島区教育委員会のSDGｓ次世代育成事業というテーマとが合致し（東京都豊島区は、東京23区で唯一【消滅可能性都
市】と指摘された背景があります）「持続的なプロジェクト」を目指して2021年度から取り組んでいます。
初年度である2021年度は保護者を中心とした14名の明豊わくわくサポーターが誕生し、保護者らが中学2年生（現3年
生）127名、2022年度の5月には2年生149名を対象に、キャリア教育プログラム「すきなものビンゴ＆お仕事マップ」を
届けました。12月には新1年生にプログラムを実施予定で、それにより全学年がわくわくエンジンを発見し、まさに明豊中
での＜共通言語＞＜文化＞になろうとしています。

「すきなものビンゴ」に参加した小学5･6年生の感想
「自分のことを発見しやすい空間だと感じた。みんな笑って過ごせ
るような場所だった」「心の中のどこかにいた自分にスポットライ
トを向けて知れた気がして楽しかった」「いろいろはなせてなんか
自信がもてたような気がする」「私も中学生になったらわくわくエ
ンジン発見教室をやりたいです」
「すきなものビンゴ」を届けたジュニアわくわくナビゲーターの声
「わくナビをしたことで、自分自身のことを見つけることができた。
来てくれた子達が笑顔になってくれて『楽しかった』と言ってくれ
た時、とてもうれしかった」「他の人への興味がわいて、話し合い
に自分から参加できるようになった。相手が何にワクワクを感じた
り、何をするのが一番好きなのか読み取れるようになった気がする。
人の表情や声のトーンで、その人について知れることがわかった。
あまり人と目を合わせることができなかったけれど、人と関わるこ
とが楽しいと感じられた。失敗もあったけど、大人の人たちに支え
られて小学生と交流することができた」

子どもたちから
子どもたちへ！

スタート！

保護者とKP21が、3学年全員の

わくわくエンジン®を引き出しへ。
これまでの取り組みの流れ

中学生から小学生へ

すきなもの
ビンゴ

保護者向け

講演会開催

2021年9月25日

保護者向け

わくわく
サポーター

研修

2021年10月17日14名

2022年10月29日

保護者から生徒へ

すきなもの
ビンゴ＆
お仕事マップ

2021年10月29日3年生127名

2022年 5月19日2年生149名

2022年12月 1日1年生に実施へ

中学2･3年生向け
ジュニア
わくわく
ナビゲーター
研修

ジュニア
わくわく

ナビゲーター

15名誕生！
2022年7月21日

2022年8月26日

2022年9月3日

5･6年生17名

※当時2年生

ジュニアわくわくナビゲーターが大活躍！

新たな取り組みとして、地域の小学生にプログラムを届け
たい！と自ら手を挙げた中学生サポーター15名（その名
も明豊「ジュニアわくわくナビゲーター」）が誕生。9月
3日には、明豊中の学区の小学5・6年生の希望者17名を
対象に「すきなものビンゴ」を実施しました。参加した小
学生たちと楽しくプログラムを行うために、オリジナル
キャラクターグッズを作成するなど準備をして臨んだ当日
の豊かな表情！わくわくして動き出している明豊の中学生
たちから目が離せません！

ジュニアわくわく
ナビゲーターの挨拶で、
プログラムスタート！

気合十分！！

保護者のやる気と笑顔でいっぱいに！！

原田 志保
話を聞くことが大好きなので、たく
さんの子ども達の好きなことやわく
わくを聞いて、それぞれのやりたい
を引き出したいです！

望月 あゆみ
広報として、キーパーソ
ン２１の活動をより多く
の人に知ってもらうため
に活動します！

織本 慶朗
初めまして！”おりぽん” です。1958年生まれ
の天秤座、加入は昨年12月、裏方として皆さ
んを支えますので、よろしくお願いいたします。

掲示板：事務局スタッフのご紹介

三好 順子
プロマネに初挑戦します。ドキドキしながら歩み始めたばかりですが、
このご縁に感謝し、成長出来るよう頑張ります！MY CHOICE, MY 
LIFE！

皆さま、よろしくお願いします！

コロナ禍突入が契機となり2020年春から
スタートした『オンラインですきなもの
ビンゴ』は、累計110組をこえるご家族に
参加いただき、大変好評を博してきまし
た！いよいよこの10月から、いつでも！
受けたいときに！参加できるようになり
ました！！土・日・祝日に開催していま
す。会員のみなさんが家族で参加するの
はもちろん、お友達
などにもぜひご紹介
くださいね！
お待ちしています！

申込ページ⇒

オンラインですきなものビンゴ



毎月21日（20時～21時30分）は『キーパーソン21』の日とし、KP21 が取り組む旬なテーマについての活動紹介と、何ができるかを皆で一緒に考える
場として、会員と事務局スタッフがzoomで集っています。 遅刻早退・飛び入り・耳だけ参加もOK！開催の詳細は、会員メーリス等でご案内しています。
ご参加お待ちしています！【キーパーソン21事務局一同】 （制作：キーパーソン21会員 中島）
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「夢！自分！発見プログラム」実施予定･実績一覧

掲示板
キーパーソン21の情報が
ギュギュっと詰まった、

スターターキットのご紹介！

キーパーソン21の定款に始まり、各種手続き、
わくわくナビゲーター養成講座などの情報をまと
めた資料であるスターターキット。会員の方から
いただく「学校実施に参加するには？」「自分の
地域でプログラムをやりたい！」といった声を
わくわく別！！にご紹介するページを追加し、
バージョンアップしました。ぜひご覧ください。
皆さんのわくわくが見つかると嬉しいです！

2021年度実施一覧 計2,676名の子どもたちに、延べ546名の大人がプログラムを届けました！

2022年度実施一覧 事務局プロジェクトでの学校実施は9校を予定。ぜひご参加ください！

わくわくナビゲーター養成講座を受講した会員の

皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております！

名称 日時 都道府県 施設 区分 学年 対象数 協賛企業

7月17日(土) 静岡
菊川市市民協働センター主催「中高生ＮＰＯ

体験セミナー」事前学習会の受講者
高等学校 75

7月22日(木) 滋賀 認定NPO法人くさつ未来プロジェクト その他 5
7月25日(日) 滋賀 認定NPO法人くさつ未来プロジェクト その他 5
7月30日(金) 沖縄 「ベーテルの夢」通所児童 小学校 2
8月5日(木) 沖縄 「ベーテルの夢」通所児童 中学校 1 3
10月15日(金) 新潟 新潟市立 大形小学校 小学校 6 91
10月18日(月) 新潟 新潟市立 大形小学校 小学校 6 63
10月29日(金) 新潟 新潟市立阿賀小学校 小学校 6 45
11月10日(水) 沖縄 「ベーテルの夢」通所児童 小学校 5 2
11月15日(月) 滋賀 草津市立玉川中学校 中学校 2 155

12月9日(木) 新潟 新潟私立木山小学校 小学校 5･6 24

6月16日(水) 神奈川 寺子屋今井学習室 小学校 3･4 19

5月1日(土) オンライン モニターキャンペーン（～5/16） 親子 28
8月8日(日) オンライン モニターキャンペーン（～8/22） 親子 29

7月6日(火) 島根 島根県立江津高校 高等学校 1 57

3月30日(水) 東京 日本獣医生命科学大学 大学 8
全国農業協同組合連合

会（日本コカ・コーラ㈱）

11月27日(土) 東京 田園調布学園中等部 中学校 3 40

7月29日(木) 神奈川 中原わくわく学習会　新城教室 中学校 3 4
7月30日(金) 神奈川 中原わくわく学習会　サン・ライヴ教室 中学校 3 4

オンライン版すきなものビンゴ

すきなものビンゴ＆お仕事マップ・発動ワークショップ

お仕事マップ（酪農版）

かっこいい大人ニュース（オンライン）

面接対策プログラム（中学生向け個別アクションプログラム）

すきなものビンゴ

すきなものビンゴ１

プログラム実施の
ご参加は、
←こちらの
QRコードからどうぞ！

日にち 学校 都道府県 時間 対象 プログラム 協賛企業

10月27日（木） 川崎市立久本小学校 神奈川県 8:45~15:00 6年生5クラス おもしろい仕事人がやってくる！　 (株)エヌアセット　他

11月2日（水） 川崎市立川崎中学校 神奈川県 8:40~9:25 1年生4クラス おもしろい仕事人がやってくる！

11月8日（火） 渋谷区立鉢山中学校 東京都 10:30~17:00 1年生1クラス
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)

11月11日（金）
江東区有明西学園・

有明小学校
東京都 8:15~16:30

午前：6年生3クラス

午後：6年生2クラス
すきなものビンゴ＆お仕事マップ

11月15日（火）

       22日（火）
川崎市立宮内中学校 神奈川県 8:00~13:00 2年生6クラス すきなものビンゴ＆お仕事マップ 富士通(株)

11月18日（金） 渋谷区立広尾中学校 東京都 11:50~17:00 1年生2クラス すきなものビンゴ＆お仕事マップ カシオ計算機(株)

11月24日（木） 港区立六本木中学校 東京都 10:30~17:00 2年生2クラス
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

12月1日（木） 豊島区立明豊中学校 東京都 9:40~17:00 1年生4クラス すきなものビンゴ＆お仕事マップ

1月14日（土） 港区立赤坂中学校 東京都 7:40~13:00 1年生3クラス すきなものビンゴ＆お仕事マップ

名称 日時 都道府県 施設 区分 学年 対象数 協賛企業

12月3日(金) 東京 渋谷区立広尾中学校 中学校 1 70 カシオ計算機㈱

10月15日(金) 東京 江東区立第四砂町中学校 中学校 1･2 136

7月27日(火)7月28日(水) 神奈川 中原わくわく学習会 中学校 20
2月2日(水) 東京 学校法人東洋大学 大学 10

10月8日(金) 東京 港区立六本木中学校 中学校 2 79 シナネンホールディングス㈱

11月18日(木)12月2日(木) 北海道 札幌市立札苗北中学校 中学校 2 290 サツドラホールディングス㈱

11月29日(月) 東京 港区立白金の丘学園 中学校 2 55 シナネンホールディングス㈱

1月15日(土) 東京 港区立赤坂中学校 中学校 1 38 ㈱WOWOW
1月27日(木) 神奈川 川崎市立下作延小学校 小学校 6 64 ㈱エヌアセット

10月22日(金) 東京 渋谷区立渋谷本町学園 小学校 6 93 カシオ計算機㈱

5月6日(木)6月3日(木)7月29日(木) 神奈川 中原わくわく学習会　新城教室 小学校 6 7
5月20日(木) 新潟 新潟県立白根高等学校 高等学校 2 70

6月13日(土) 滋賀
児童養護施設小鳩の家、湘南学園、守山学

園、鹿深の家、さざなみ学園、FH
その他 30

社会福祉法人 滋賀県

社会福祉協議会

6月5日(土) 滋賀 児童養護施設小鳩の家 その他 7 大津中央ロータリークラブ

6月5日(土) 滋賀 児童養護施設湘南学園 その他 7 大津中央ロータリークラブ

7月8日(木) 東京 葛飾区立 立石中学校 中学校 3 115

8月7日(土) 静岡
森町社会福祉協議会、森町教育委員会主催

「中高生ボランティア体験入門講座」受講者
中学校 15

9月14日(火) 島根 江津市立江津中学校 中学校 1 72
9月1日(水) 東京 学校法人東洋大学 大学 1 13
9月24日(金) 東京 渋谷区立渋谷本町学園中学校 中学校 1 66
10月24日(日) 北海道 千歳イロイロリビング （一般募集） (空白) 7
10月29日(金) 東京 豊島区立明豊中学校 中学校 2 127
10月30日(土) 東京 自由学園最高学部 大学 1 18
11月11日(木) 東京 江東区立有明小学校 小学校 6 48
11月11日(木) 東京 江東区立有明西学園 小学校 6 102
11月12日(金) 愛媛 今治市立吹揚小学校 小学校 6 66 檜垣造船㈱
11月13日(土) 滋賀 認定NPO法人くさつ未来プロジェクト (空白) 4
11月16日(火) 島根 江津市立郷田小学校 小学校 6 13
11月25日(木) 神奈川 寒川町立寒川東中学校 中学校 2 40
11月4日(木) 大阪 関西大倉学園中学校　 中学校 3 102
12月11日(土) 滋賀 認定NPO法人くさつ未来プロジェクト その他 4
12月5日(日) 北海道 道南学びフェス【函館】 （一般募集） 小学校 4 20
12月9日(木) 静岡 富士市立富士川第二小学校 小学校 6 61
2月12日(土) 滋賀 認定NPO法人くさつ未来プロジェクト その他 3
3月12日(土) 滋賀 認定NPO法人くさつ未来プロジェクト その他 3
3月17日(木) 兵庫 神戸市立長田中学校 中学校 2 130
3月1日(火) 島根 江津市立川波小学校 小学校 6 12

おもしろい仕事人がやってくる！

おもしろい仕事人がやってくる！（オンライン）

おもしろい仕事人がやってくる！・すきなものビンゴ

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

おもしろい仕事人がやってくる！・おもしろい仕事人新聞

すきなものビンゴ＆お仕事マップ

(株)WOWOW


