
VISION 「展望」
  2030年までに志共育や志を宣言する機会を
  世界200ヵ国、日本1800自治体に広め
  地球志民を育てる。
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一般社団法人　

志教育プロジェクト

年次報告
2020年度
2020年1月1日～12月31日

MISSION 「使命」
  現代の人類が直面する危機的な問題を
  解決するために、万物の命を活かし
  それぞれ国の伝統や文化を大切にし
  一隅を照らす地球志民を育てる。

第3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

　世界青少年「志」プレゼンテーション大会に参加し

て、自分の志が実現可能であるという希望の光をいた

だきました。

　私が1番印象に残っているのは、大会前日フェスの

「志リレー」です。

　私の志を基に、他のファイナリストや実行委員のグ

ループの全員が、私の志が実現した先の未来を想像し

てくださいました。

　30年後の私は、ノーベル平和賞を受賞していたり、

世界中の人たちが私に会いに来てくれたり、自分で想

像したこともないような壮大な人生を歩んでいまし

た。その未来を自分の口で言葉にして、その場で発表

しました。

　そのおかげで私の中のビジョンが明確になり、翌日

の大会では自信を持って志をプレゼンすることが出

来ました。文部科学大臣賞をいただけたのもみなさん

のおかげです。これからも志で出会えた仲間と一生繋

がり、みんなが幸せな未来を一緒に作っていきます。

最優秀賞
文部科学大臣賞受賞者

岩下 唯愛
（高校3年生／熊本県）

最優秀賞
環境大臣賞受賞者

飯嶋 帆乃花
（高校2年生／スイスに留学中）

　世界青少年「志」プレゼンテーション大会に参加させ
ていただいた事で、改めて自分を見つめ直し、向き合う
事ができました。そして、身を引き締める良いきっかけ
ともなりました。
　スイス留学中なので時差の関係で、みんなが寝静
まってシーンとしている中で前日リハーサルが始ま
りした。テンションが上がったところに検温で、発熱
中と診断され、本番当日は隔離部屋からの参加になっ
てしまいました。
　それでも、たくさんの方に私の志を聞いて欲しい そ
の気持ちを学校の先生や友達、看護師さんなどに伝え
たら、たくさんの方が協力して下さいました。
　そのおかげで、今の私が居て、出逢いがあります。 同
じ道に進んでいる沢山の方々とも繋がることが出来
ました。
　ここがゴールではなく、ここからがスタートです。
この大会で頂いたたくさんのご縁を大切にし、自分の
志に向かって一歩ずつ前に向かって進んでいきます。
私の人生は、恵まれない子供たちのために捧げます。
このような素晴らしい機会を本当にありがとうござ
いました。

志共育を体験して

今までも、志に生きていたつもりでした。でも前
は80％くらいで何事もどこか遠慮しながら
やっていた気がします。
基礎講座３を修了して、本当に自分の人生でや
るべきことが見えた時、家族に自分の志を話す
勇気が出てきました。
家族はみんな「お母さん、それなら全力でそのこ
とをやりなよ！」と言ってくれました。
今は、全力100％で、仕事にボランティアに打ち
込んでいます。だって、このために生まれてきた
んですもの！
(50代女性)

基礎３を修了した時、身体中が燃えるような感覚で
した。自分のやりたいことが次から次へと見えてき
て、夜も寝付けず、朝方まで街を歩きました。教育改
革に命をかけて取り組みます！(30代男性)

やばい、やばすぎた！朝から何回泣いたやろ？ここ
まで、鼻水出て、嗚咽出るくらい泣いたおっさんなん
て、初めてやわ。
朝から人生の目的「志」を見つける・・・深すぎた。感謝
と愛が溢れて、やばすぎた。ほんまに、ありがとうご
ざいます。 (40代男性)

基礎１に参加して、素晴らしい本質的な教育に出会
い感動しました。僕も色々な講座やセミナーを受け
てきた中で、久しぶりに本質＆とてもシンプルな本
物と感じました。万人が理解できると思います。僕も
徐々に開眼して参ります。 (30代男性)

財務・会計報告

役員

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）

佐々木貴史 （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）

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
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第３回世界青少年「志」プレゼンテーション大会はオンラインで ポストコロナ時代の新教育はこれだ！

ロシアにて中学校での出前授業

志共育基礎講座

志をもつ子の育て方

第３回世界青少年「志」プレゼンテーション大会はオンラインで ポストコロナ時代の新教育はこれだ！

ロシアにて中学校での出前授業

志共育基礎講座足立学園の先生方の基礎講座足立学園の志授業 足立学園の先生方の基礎講座足立学園の志授業

志をもつ子の育て方

（受講者アンケートより）



実績報告 2020年度（2020年1月1日～12月31日）

人間は有限な存在だが、志で結ばれることで無限の力を発揮する

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3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

志共育講師養成講座
「夢を叶える方法～志の法則～」

学習塾の志学習に活用開始
一般向けにもAmazonで販売中。

全てオンラインで開催。
全国どこからでも参加可能。

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（2020.12現在　累計４５カ国）

株式会社ave  代表取締役  木村 忠昭

アチーブメント株式会社

サンクスアイ株式会社　代表取締役社長  藤原 誠

成基コミュニティグループ　代表兼CEO 佐々木 喜一

株式会社Brifu 波多野 輝未

株式会社エヌ・ティー・エス　代表取締役社長  谷井 玲

一般社団法人UNSDGs　人材育成機構理事長  池田 光徹

株式会社ミライム　代表取締役  松下 真也

株式会社ワンステップ  内田 雅仁

株式会社オオクラ 代表取締役 深野 孝恵

BNI大阪高槻河北東ﾘｰｼﾞｮﾝ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 髙須 英治

TCO2株式会社

キリンビバレッジ株式会社

一般財団法人 立志財団

株式会社クオリア・グローバル・エージェンシー　渡邊 学

株式会社身体機能研究所

株式会社ハートソフト

株式会社HARES  西村 創一朗

小手毬  代表  熊谷 真奈美

宝地図 望月俊孝

株式会社エミシス

オーガニックスタイル水越屋

株式会社キズナキャスト

株式会社働きかた研究所　代表取締役  平田 未緒

合氣道両国浦上道場  浦上  豊

エクサート株式会社

株式会社ランドオフィス　代表取締役 阿世賀 公子

心軽やか幸せ研究所  新田 義治

コーチングオフィスめぐっち代表  田村 恵

フリーランスソフトボーラー 本庄 遥

やおよろず屋 なぎ 代表 高田 和典

夢志教師塾 代表 小出 潤

GCストーリー株式会社 田中 栄一

Global Teacher Program代表 平岡 慎也

Your English 代表  秋本 眞紀子

大久保 秀夫

安藤 大作

小林 孝次・祈

高橋 美智子

北見 俊則

増田 直人

玉城 麦野

出口 光

路川 順規

加瀬 亮二

神谷 陽子

北見 浩子

高橋 浩

高橋 藍子 

高橋 咲子

新田 節子 

畑 アカラ

増永 修

茂原 明美

山崎 大輔

（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

人類は今、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

７法人
106名

5,265名
5,675冊

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

2020.10.4 完全オンライン開催にて、512名の参加者を得て開催し
ました。海外勢のウガンダ、ニュージーランド、ルワンダの3名を含む
11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。

「志共育オンラインコミュニティ」をスタート！
日本や世界中の仲間と「志でつながり、しあわせ（志合わ
せ）」を実現させ、コミュニティに集ったメンバーで共に創
るための「志共育オンラインコミュニティ」を展開中。

YouTubeチャンネルスタート！ 新著発刊！

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

学校等での志共育の実践・出前授業
志共育講座を受講されて実践された学校

飯嶋 帆乃花
IIJIMA Honoka

高校２年生 スイスに留学中

岩下 唯愛
IWASHITA Yume

高校３年生  熊本県

最優秀賞＋文部科学大臣賞 最優秀賞＋環境大臣賞

「教育現場での志共育の進め方」
テキストブック発行
全50ページに及ぶ、志共育を
円滑に進めるためのテキスト
ブックを発行しました。
多数のワークシートや指導案、
志共育の実践例や成果などを
掲載しています。
「先生のための志共育入門講座」
を受講された方へ、プレゼン用デジタルデータ
（パワーポイント・キーノート）とワークシートの
デジタルデータとともに販売しています。
（4,400円税・送料込）

世田谷区立多聞小学校　2年生
横浜市立洋光台第3小学校　2年生
横浜市立永野小学校　4年生
成田市立中台小学校　5年生
横浜市立高田東小学校　6年生
横浜市立根岸小学校　特別支援級
八王子市立第六中学校　2年生
ヨコタミドルスクール　日本文化履修生
ニュージーランド・カンタベリー大学　日本語履修生
インド・チャンドラ・セガール・アカデミー　全校生徒

「出前授業」をきっかけに実践した学校

横浜市立舞岡中学校　 3年生
酒田市立東部中学校　3年生
八王子市立第一中学校　3年生
横浜市立上永谷中学校　全校生徒
横浜市立篠原中学校　全校生徒
鳥取城北高校　2年生
東大阪大学敬愛高等学校　全校生徒

第4回大会の情報はこちら
https://wyk.kokorozashi.me/

・体験会
・先生のための入門講座
・ユース入門講座
・基礎講座１～３
などを開催。
認定講師32名
公認講師16名
(2020.12現在)で活動中。

全国369自治体に拡がる「志」の輪
教育再生実行会議・第2次提言書「教育委員会の抜
本改革」を受けて、2015年首長による総合教育会
議がスタート。全国369の自治体の教育大綱等に 
「志」の文字が入りました。(2019年1月現在) 

副理事長・佐々木喜一

原作：出口　光
脚本：小山高生
漫画：青野　渚

教育革命家・ロッキー佐々木の
【シン・キョウイク論】
ニッポンの教育を洗濯いたし候

Amazonランキ
ング17部門で
１位を獲得！
新着10部門
売れ筋７部門

「やる気、本気アップ講座」を通じて1万人(2020年度中)の小中高校生に志共育を提供。

https://salon.kokorozashi.me/

フェリス女学院大学教職課程
佐賀県多久市立東原庠舎中央校
横浜市立金沢中学校
横浜市立篠原中学校

足立学園中・高等学校で32名の先生が認定講師取得。
志入試を導入しより素晴らしい教育実践を展開中。

志教育プロジェクト
サポーターお申込み


