
STRATEGY 「戦略 ～中間目標～」
  2020年までに志共育を世界200ヶ国、

  日本1500市町村に志共育を広め、

  kokorozashiを世界共通語にします。
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一般社団法人　

志教育プロジェクト

年次報告
2019年度
2019年1月1日～12月31日

MISSION 「使命」
  「志をむすんで 良い世の中をつくる」

第2回 世界青少年「志」プレゼンテーション大会
最優秀賞受賞者の声

志共育を体験して

　世界青少年志プレゼンテーション大会に参加して、様々な
出会いがありました。 その中で、私のプレゼンテーションを
聞いてフランス語に訳して下さり、コンゴ民主共和国の大統
領に送ってくださった方がいて大感動しました。 さらに、ア
フリカの様々な国の大使の方の集まりにご招待してくだ
さったり、箱根の大名行列のアフリカ大使のプラカーダーを
やらせて頂いたりもしました。
　この大会に出場した後からこのように、私を取り巻く環境
が一変しました。 さらに、ジャンルは違えど志を持った同世
代の仲間達と出会えたことも最高の宝物です。
　本当に出場してよかったと心から思える大会でした。 あ
なたもチャレンジしてみませんか？

最優秀賞
文部科学大臣賞受賞者

松本クリス
（19歳）

最優秀賞
環境大臣賞受賞者

バレラシッド愛凛七
（11歳）

　世界青少年志プレゼンテーション大会に参加して、ネット

ワークが広がりました！ 応援してくれる人たちがいるから

こそ、私の志に向かってもっと頑張ろうと思えます！

原田元環境大臣に会う機会をいただき、そこからやりたいこ

とへのビジョンがさらに広がりました！

また様々な方からプレゼンをする機会をいただいているの

は、とってもうれしいことです。

私はこの大会を通じて「やるからには絶対に諦めない」とい

うことを学びました！これからも自分を信じて、まっすぐ進

んでいきます！世のため地球のために頑張ります！

 ・ 生きるモチベーションが上がりました！

 ・ 授業をする前の自分は夢もなくて、自分は何のために生

きているのだろうとか、なぜ学校に行くのだろうという

ようなことを考えていました。授業をきっかけに志が明

確になり、そのことで自分にとっての良い職業の候補を

見つけることができました。

 ・ 志をもつことで、誰かのことを思いやれたり、助けたりす

ることができると思いました。みんなが志を持って、今苦

しい状況になっている地球を救えたらいいと思います。

（鳥取県岩美中学校１年）

 ・ 普段おちゃらけたあいつも、あんまり話さないあの子

も、それぞれにやりたいことがあって、助けたい人がい

て、みんなの前でそれを話したからには、自分の志を全

力で目指し、仲間の志を全力で応援したい。

 ・ 皆それぞれのしっかりとした志を持っていて「こんな風

に考えていたのか」と気づくこともあった。このよう志

の授業をもっと行うべきだと思う。自分の志をみんなに

共感してもらえて、とても嬉しかった。

（横浜市立上永谷中学校３年）
 ・ 生徒がこんな素晴らしい志を持っていることを知りまし

た。これを引き出してくださった先生方に感謝します。

（横浜市立上永谷中学校保護者）

基礎講座を修了して

基礎講座を修了して3年が経ちましたが、人生の目標に対

してのブレが、今でも全くありませんので、嫌な仕事でも

将来のために淡々と打ち込むことができます。

家族は明るく素直に生きるように変わったと言ってくれ

ます。

最初はどんな講座かと思いましたが、大の大人が集まって

真剣に人生を考える機会はとても尊い時間でした。

最後は全員が号泣しながら、将来を誓い合ったことは生涯

忘れないと思います。

(経営コンサルタント/庄子康裕)

受講後は、何故この仕事をしているのか、何故この人達と

一緒にいるのか、何故この場にいるのかを、いつも意識す

るようになりました。

志を立てる事で、やるべき事が明確になり、余計な事をし

なくなりました。今までだとトラブルになる事も、起きた

意味が理解できるようになったので、振り回されず対応

できるようになっています。複雑な事が単純に、ブレない 

自分を手に入れられました。これからの人生における最

高のプロローグとなった講座です！

(保険外交員/佐々木崇)

財務・会計報告

役員

中学・高校での志共育出前授業中学・高校での志共育出前授業

CIESF Leaders Academy （カンボジア）CIESF Leaders Academy （カンボジア）

志共育体験会・基礎講座志共育体験会・基礎講座

埼玉県吉川市教職員・PTA役員研修埼玉県吉川市教職員・PTA役員研修

出口　光　 （一般社団法人メキキの会 会長/哲学博士(Ph.D.)）

佐々木喜一 （教育再生実行会議委員、成基コミュニティグループ 代表兼CEO）

北見俊則　 （前・横浜市立上永谷中学校 校長）

有川一三　 （アルビオンアート株式会社 代表取締役）

東野りつ子 （東野りつ子社会保険労務士事務所 所長）

安藤大作　 （公益社団法人全国学習塾協会 会長）

佐々木孝　 （株式会社身体機能研究所 CEO）

佐藤　淳　 （健康管理士一般指導員、睡眠栄養指導士）

谷井　玲　 （株式会社エヌ・ティー・エス 代表取締役社長兼CEO）

福原慎太郎 （成基コミュニティグループ 代表特別補佐）

本田雅之　 （エスピーイーシー株式会社 東京支社社長）

松本康裕　 （合同会社共育 代表社員）　　　

李　隆吉　 （総合武術武藝団 団長）

理事長

副理事長

専務理事

理　事

監　事

執行役員

支出の内訳
12,823千円
（100%）

収入の内訳
14,413千円
（100%）

助成金等
502千円（3.0%）

志アプリ制作費
666千円（5%）
志アプリ制作費
668千円（5%）

管理費
4,372千円（34%）

志大賞
1,456千円（11%）

世界青少年「志」
プレゼンテーション大会
3,654千円（28%）

管理費
4,372千円（34%）

・通信費
・旅費交通費
・会議費
・消耗品費
・支払手数料
・事務局業務委託費
・システム保守管理費
等

・通信費
・旅費交通費
・会議費
・消耗品費
・支払手数料
・事務局業務委託費
・システム保守管理費
等

マンガ・アニメ制作費
993千円（8%）

マンガ・アニメ制作費
994千円（8%） 志クロス制作費

264千円（2%）
志クロス制作費
265千円（2%）

志大賞
1,456千円（11%）

会費
2,985千円（21%）

会費
2,985千円（21%）

志共育講座
1,546千円（11%）

志共育講座
1,546千円（11%）

寄付金
8,375千円（58%）

寄付金
8,375千円（58%）

イベント収入
301千円（2%）
イベント収入
301千円（2%）

マンガ・アニメ販売
1,115千円（8%）
マンガ・アニメ販売
1,115千円（8%）

志クロス販売
91千円（1%）

世界青少年「志」
プレゼンテーション大会
3,654千円（28%）

志共育講座開催費
1,413千円（11%）
志共育講座開催費
1,413千円（11%）

第2回 世界青少年「志」プレゼンテーション大会第2回 世界青少年「志」プレゼンテーション大会

大学での志発見講座大学での志発見講座禅道会ヨーロッパ大会禅道会ヨーロッパ大会

ウクライナ（ヴィーンヌィツァ）ウクライナ（ヴィーンヌィツァ）禅道会禅道会

東京本部　　〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-17-8　松岡渋谷ビル３F
　　　　　　TEL：03-6805-1431　FAX：03-5464-5184

一般社団法人 志教育プロジェクト　KOKOROZASHI ART PROJECT ASSOCIATION

office@kokorozashi.me

http://kokorozashi.me/

「志教育プロジェクト」でFB検索

https://www.facebook.com/kokorozashikyouiku/

大阪本部　　〒541-0056　大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-31　本町寺田ビル10F
　　　　　　TEL：06-6120-7772　FAX：06-6120-7739　（事務局　神谷陽子）

メール

HP

Facebook



実績報告 2019年度（2019年1月1日～12月31日）

志をむすんで 良い世の中をつくる

皆様の「志」に支えられ、活動しています

志教育プロジェクト特別顧問

第2回世界青少年「志」プレゼンテーション大会開催 海外普及

志マンガテキストの発刊！

学習塾や私立学校対象志共育

講師養成講座

志紹介リレー
スマホアプリ「志望動機.com」を通じて志を明確に
し、その志を実現させることをサポートします。
現代社会において、志をもって生きている方々の志を
知ることができる「志紹介リレー」が見られるなどの
企画が進んでいます。
現在、青木仁志、青野慶久、井上康生、今村久美、大久保秀夫、
小沢隆、鬼丸昌也、鎌田恭幸、神谷宗幣、京谷和也、
小嶌不二夫、鈴木寛、橋下聖子、松本零士（敬称略）
各氏の動画収録を完了しています。

「夢を叶える方法～志の法則～」
原作：出口　光
脚本：小山高生
漫画：青野　渚
キャラクターデザイン：松本零士

学習塾の志学習に活用開始
一般向けにもAmazonで
販売中。

志共育基礎講座
 ・基礎講座１
　　　累計150名

 ・基礎講座２
　　　累計120名

 ・基礎講座３
　　　累計113名

認定講師34名　公認講師17名（2019.12現在）

バングラデシュ、ブータン、ブルネイ、カンボジア
中国、コモロ、インド、インドネシア、日本
カザフスタン、北朝鮮、韓国、キルギス、ラオス
マダガスカル、マレーシア、モルディブ、モンゴル
ミャンマー、ネパール、パキスタン、フィリピン
シンガポール、スリランカ、台湾、タジキスタン
タイ、東ティモール、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナム、セーシェル
（2019.12現在　累計４５カ国）

アルビオンアート㈱　代表取締役　有川一三

サンクスアイ㈱　代表取締役社長　藤原　誠

㈱フォーバル　代表取締役会長　大久保秀夫

㈱コロナ　代表取締役会長　内田　力

㈱テラスホールディングス　代表取締役社長 岩切敏晃

ＧＭＯメディア㈱　代表取締役社長　森　輝幸

アチーブメント㈱　代表取締役社長　青木仁志

成基コミュニティグループ　代表兼CEO　佐々木喜一

㈱紀文食品　代表取締役社長　堤　裕

㈱絆コーポレーション　代表取締役　司法書士　門脇紀彦

大塚実業㈱　代表取締役社長　大塚雅之

一般社団法人みんなの家力財団　代表理事　木村里恵

㈱エヌ・ティー・エス　代表取締役社長兼CEO　谷井　玲

東野りつ子社会保険労務士事務所　代表　東野りつ子

出口　光

㈲木村　代表取締役　木村忠昭

松浦正人

小林マネジメントサービス　代表　小林富佐子

TESOL International Japan㈱　代表取締役　尊田京子

リーダーズエージェンシー㈱　代表取締役　岸　宏保

㈱東京技術計算コンサルタント　代表取締役社長　倉川清志

税理士延平昌弥事務所　代表　延平昌弥

志賀美春

小林孝次 ・ 祈

小笠原悦子

地球環境蘇生化実践協会　会長　河千田健郎

㈱capybara　山崎　恵

高橋　浩

高橋美智子

高橋咲子

高橋藍子

新田節子

㈱スプリックス　代表取締役社長　常石博之

木下友二

笹井鳩子

Shingo Make　河村慎吾

体験型学童保育 おうち学童　代表　馬渕紀彦

㈱オサムカンパニー　代表取締役　増永　修

㈱キズナキャスト　代表取締役　小林広治

小野　健

安生祐治

髙倉　淳

栗城弘幸

秋本眞紀子

㈱美塾　内田裕士

合気道　浦上道場　浦上　豊

一二三会　代表　久保比登美

㈲デジタルシステム　代表取締役社長　小林俊一

髙井信二

近藤知彦

土光幸子

庄子康裕

LUNAWORKS　主宰／和文化エディター　高月美樹

田中善積

山元雅信

（敬称略 、順不同）

（敬称略）

加盟法人会員                
eラーニング受講者     
学習塾での志共育受講者 
マンガテキストの販売数

世界一大きな大志2020

人類は今、経済的にはかつてない繁栄をしています。 

一方、新型コロナウイルスの発生や地球環境の破壊と、多くの人たちが生きる

喜びや働きがいを失う精神破壊が進み、存亡の危機に直面しています。 

個人の利益や会社の利益、国の利益を超えて、 地球の利益のために行動する時がまさに来ています。 

「世のため、人のため、未来のため」を考えて行動する人々で世界が満たされ、つながり、 世界の

危機を救う21世紀となることを目指して志共育（志を共に育む）を広めていきます。

一般社団法人 志教育プロジェクト 理事長　出口　光

11法人
1,323名
5,489名
14,214冊

東京オリンピックを機会に、世界200カ国、
日本1500市町村から志を書いた「志クロス」
（1m×1m）を集め、つなぎ、世界一大きな
大志（旗）を作る企画を進めています。

プロモーション動画
（LINE)

青木仁志　　　アチーブメント株式会社代表取締役社長

稲吉紘実　　　NPO法人 アース・アイデンティティー・プロジェクツ理事長

井上康生　　　柔道全日本男子監督、東海大学体育学部准教授

大久保秀夫　　株式会社フォーバル創業者、公益資本主義推進協議会会長

大倉正之助　　重要無形文化財総合認定保持者、能楽師　

岡田武史　　　（公財）日本サッカー協会副会長、元日本代表監督

小沢　隆　　　NPO法人 日本武道総合格闘技連盟 空手道禅道会 首席師範

尾上墨雪　　　日本舞踊 尾上流三代家元

小山高生　　　脚本家/作家「ドラゴンボールZ」「Dr.スランプアラレちゃん」等

下村博文　　　元文部科学大臣、衆議院議員

鈴木　寛　　　元文部科学副大臣、東京大学・慶應義塾大学教授

原田義昭　　　元環境大臣、衆議院議員

前田比良聖　　NPO法人 武道和良久 代表

松浦正人　　　元全国市長会会長、元山口県防府市長

松本零士　　　漫画家「銀河鉄道９９９」「宇宙海賊キャプテンハーロック」等

山元雅信　　　私塾山元学校 学長

2019.9.14～15 東京・国立オリンピック記念青少年総合センターに
て、340名の参加者を得て開催しました。海外勢のベラルーシ、バング
ラデシュ、ザンビアの3名を含む13名がファイナリストとして発表し
ました。最優秀賞には、文部科学大臣賞・環境大臣賞が贈られました。

下記より英語版無料ダウンロード
https://kokorozashi.me/world_strategic/

2月20日　横浜市立浜中学校
2月27日　公益資本主義推進協議会教育支援部会
3月24日　お山のおうちえん（岡山）
4月19日　聖ドミニコ学園高等学校（仙台）
6月18日　公益財団法人CIESF
6月21日　足利市立東山小学校
6月23日　SDGs志セミナー（東京JC）
7月24日　CIESF Leaders Academy（カンボジア）
10月2日　福岡大学ベンチャー企業論ゼミ
11月30日　横浜市学校レクセミナー　など

学校等での志共育の実践・出前授業

聖ドミニコ学園高等学校公益資本主義推進協議会
教育支援部会

横浜市立浜中学校

CIESF Leaders Academy

最優秀賞・環境大臣賞 
バレラシッド愛凛七さん（11歳）

最優秀賞・文部科学大臣賞 
松本クリスさん（19歳）


