
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
2021年度
2021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4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

第3回世界青少年「志」プレゼンテーション大会を見
て、僕もこういう人たちとつながりたいし、一緒の
ステージに立ちたいと思い、応募しました。今まで、
「夢を語ろう」とか「自分のやりたいことを語ろう」
という機会はたくさんありましたが、「自分の志を
語ろう」という機会はなかなかなく、貴重でした。
僕が印象に残ったのは、同じ志を持った同世代の
ファイナリストの人たちと出会えて刺激をもらえ
たり、輪が広がったことです。やってみたことで、怖
さもなくなり、発見がたくさんありました。一歩先
に進んでチャレンジして良かったです。

最優秀賞
文部科学大臣賞受賞者

中井 健翔
（高校2年生／福岡県）

最優秀賞
環境大臣賞受賞者

髙久 夢華
（高校1年生／神奈川県）

私にとって、自分の殻を破ることができて、そしてそ
こから成長していくことができた大会です。
昨年のプレゼン大会を拝見して、みなさんが語って
いる志の熱さに衝撃を受けました。私は今まで様々
なイベントに参加してインプットしているばかり
だったので、同世代の子たちがこのような活動をし
ていると知り、自分も誰かを助けたいとか行動に移
していきたいという気持ちに変わっていきました。
自分の志を言った瞬間にやりたいことがどんどん出
てきて、「やらなきゃ」という使命感にかられて、行動
を起こしていくことができました。運営メンバーの
方たちも温かくて、大会が終わった後に、”自分の成
長”を実感しました。

志共育を体験して

志のテーマソング「KOKOROZASHI」完成！

・ 自分のいいところ、相手のいいところを見つけ、互いに認め合うことができた。

・ 正直、志を持たなくても、流れで生きていけば何とかなるかなと思っていたけど、授業を受けて、

　明確な自分の志を持っていれば、もっと頑張れるとわかりました。

・ 生きるモチベーションが上がりました。

・ とても楽しく、初めて知ることばかりでした。私は、世のため人のために役立っていきたいです。

・ やる気が出てきました！志を持って、強く生きていきたいです！

財務・会計報告

役員

出口　光　 （日本学ユニバーシティ 学長、一般社団法人 メキキの会会長）

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

北見俊則　 （元・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）

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）

福井秀平　 （IMARI共育センター 所長）

菅原　徹　 （志共育オンラインコミュニティリーダー）

理事長

副理事長

専務理事

理　事

監　事

執行役員

東京本部　　〒168-0065　東京都杉並区浜田山 4-34-18
　　　　　　TEL：03-6805-1431　FAX：03-6369-3615

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

office@kokorozashi.me

https://kokorozashi.me/

「志教育プロジェクト」でFB検索

https://www.facebook.com/kokorozashi.me

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

志のテーマソングをシンガーソングライター三木誉恵留（ヨエル）
さんに創っていただきました。
「僕は、世界の人々に愛と光を届けるという使命に生きています。
２年程前、志をテーマに曲を作るという機会に恵まれました。
その日から、伊勢神宮への参拝、本を多量に読み、自分と向き合うと
いう労力を惜しむことなく過ごしていました。
そして遂に、広く人々に、国も時代も越えて人生
に希望の光を届け続ける普遍的なこの曲を生み
出すことができました。
全世界のありとあらゆる場所で歌い、人々の魂に
届き救いになること。志が光となり、その光の想
いが繋がれていくことを願いながら歌います。」

（学校での志共育出前授業参加者の感想）

シンガーソングライター

三木 誉恵留さん
こちらのQRから
「KOKOROZASHI」
が視聴できます。

支出の内訳
13,218千円
（100%）

収入の内訳
13,218千円
（100%）

次期繰越利益
5,629千円（43.6%）

管理費  3,620千円（27.4%）
・通信費
・旅費交通費
・会議費
・消耗品費

オンラインコミュニティ運営費
59千円（0.4%）

会費収入
1,607千円（12.1%）

志共育講座収入
3,958千円（30%）

イベント収入
41千円（0.3%）

寄付金
3,360千円（25.4%）

広告協賛
4,252千円（32.2%）

イベント開催費
（世界青少年「志」プレゼンテーション大会 他）

1,368千円（10.4%）

志共育講座開催費・研究開発費
2,542千円（19.2%）

・支払手数料
・事務局業務委託費
・システム保守管理費
 等

・教材開発
・制作費
・講師料
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（2021年12月）



実績報告 2021年度（2021年1月1日～12月31日） 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4回世界青少年「志」プレゼンテーション大会開催

他団体とのコラボセミナー

志マンガテキストの発刊！ 志プラットホーム
「夢を叶える方法～志の法則～」

販売部数
累計20,654冊（2021.12末）

株式会社リライブ販売
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
アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長
アチーブメントグル―プ 最高経営責任者（CEO）
青木 仁志
ＴＣＯ２株式会社
株式会社 ミライム 代表取締役 松下 真也
野田配管工業株式会社
代表取締役  野田 秀太郎
株式会社All Of Creation
株式会社トリオホールディングス
株式会社HAT
株式会社エミシス
Human Connection株式会社
NoB's  北見 雅則
宝地図  望月 俊孝
東野りつ子社会保険労務士事務所  代表  東野 りつ子
株式会社FISソリューションズ
えしかるマネジメント  岡田 友一
夢カフェ
咲花縁庵  篠原 美香
サンクスアイ メンバー  金子 信宏
株式会社エヌ・ティー・エス
代表取締役社長  谷井 玲
NPO法人ドリームサラリーマンミーティング
夢志教師塾 代表  小出 潤
株式会社ハートソフト 代表取締役 高庄 浩一
Your English 代表  秋本 眞紀子
カウンセリングルームFUU  大西 史恵
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
小林 三輝也
長野県栄村・齋藤和代
一般社団法人 社会デザイン協会  鈴木 秀顕
千葉フィンランドの森 代表  須藤 文子
株式会社ヤマシタ工務店 取締役副社長  鷲見 嘉博
GCストーリー株式会社  田中 栄一

ワオフル株式会社  辻田 寛明
FREELANCE 南條 梨紗
合資会社 創慧研究所 代表  長谷川 博彰
PAC株式会社 取締役  廣田 忍
フリーソフトボール選手  本庄 遥
第二のおうち  体験型学童保育  おうち学童
IMABARI共育センター　福井秀平
大久保 秀夫
堤 裕
高橋 美智子
小林 孝次＆祈
河野 愛二
高橋 浩
高橋 咲子
高橋 藍子
新田 節子
グレシャス・ユキ
佐藤 達也
佐藤 秀人&淳
北見 俊則
阿部 雅龍
猪俣 大 
上野 稜太
小笠原 悦子
荻野 雅由（ニュージーランド、カンタベリー大学）
笠石 匠
北見 浩子
くぼたかし
國領 満男
小林 祈
高倉 陽子
田口 里香
tisako
出口 光
福島 涼太
増田 直人
増永 修
三谷 暢也
山岡 英恵

（敬称略 、順不同）

（敬称略・五十音順）

現在、日本は経済的にも精神的にも衰退の一途を辿り、世界でも稀に見る自分に
誇りが持てない、自己肯定感の低い民族となっています。
その結果、社会的、国家的一体感が薄く、極めて外的力に弱く、大義の薄い国にな
っています。この閉塞状況を突破する有効な方策は、日本の文化と精神を学ぶこ
とで、日本人の中に眠る日本の素晴らしさを呼び覚まし、一人ひとりが志を立て、
世界に貢献する国になることです。
そのために、志教育プロジェクトは存在します。2030年までに世界200カ国、国内1800自治体に
志共育を普及させることを目標に活動をしてまいります。

一般社団法人 志教育プロジェクト 理事長　出口　光

青木仁志　　　アチーブメント株式会社代表取締役会長兼社長

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　　　前柔道全日本男子監督、東海大学体育学部教授

大久保秀夫　　株式会社フォーバル代表取締役会長、一般社団法人公益資本主義推進協議会会長

大倉正之助　　能楽師、囃子方大倉流大鼓、重要無形文化財総合指定保持者

岡田武史　　　公益財団法人日本サッカー協会副会長、元サッカー日本代表監督

小沢　隆　　　認定NPO法人日本武道総合格闘技連盟理事長、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、公益社団法人日本舞踊協会名誉顧問

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

下村博文　　　衆議院議員、元文部科学大臣

鈴木　寛　　　東京大学・慶應義塾大学教授、元文部科学副大臣

原田義昭　　　前衆議院議員、元環境大臣

前田比良聖　　武道家、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

松平洋史子　　大日本茶道協会会長、松平法式継承者

松本零士　　　漫画家、代表作「銀河鉄道999」「宇宙海賊キャプテンハーロック」等

山元雅信　　　私塾山元学校校長

プレゼンター応募者数 186名／オンライン視聴者申込人数 301名
Youtubeアーカイブ再生回数 1,539回／実行委員 49名　　
クラウドファンディング総額　1,110,500円
クラウドファンディング支援者数　109名
ご協力ありがとうございました。

志共育オンラインコミュニティ
「誰もが命を輝かせて志に生き、応援し
合う同志となって世界平和を実現する」
ことを理念として掲げ、オンラインの
「ライフキャリアシートの会」と「志合わ
せ会」を通して同志との繫がりを深めて
います！現在Facebookグループに150
名が参加。志に生きる人
を増やし、世界をより面
白くするためのコミュニ
ティです！

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

JUM教育チャンネル

髙久 夢華
TAKAKU Yumeka

高校1年生  神奈川県

中井 健翔
NAKAI Kento

高校2年生  福岡県

最優秀賞＋文部科学大臣賞 最優秀賞＋環境大臣賞

大会の情報はこちら
https://wyk.kokorozashi.me/

原作：出口　光
脚本：小山高生
漫画：青野　渚

https://www.facebook.com/groups/460248211674901

『RTO（Road to Outstanding）ハイパー志インストールセミナー』
主催：ワールドクラスパートナーズ　共催：成基総研・志教育プロジェクト
10月29～30日、京都の成基コミュニティホールにて、経営者26名を対象に合宿形式で行いま
した。参加者全員が、それぞれの志という軸を
手に入れ、その日から人生や会社経営に対して
の意識が変わり、大きな成果を出し始めていま
す。2022年3月、5月にもフォローアップセミ
ナーが予定されています。

新任執行役員紹介

志教育プロジェクト
サポーターお申込み

優秀賞　　ロシーナ ・ モタポさん
優秀賞　　石飛 樹さん
特別賞　　岡村 有紗さん

志共育体験会　62名 
先生のための志共育入門講座　50名 
志共育基礎講座　総計61名 
志共育ユース入門講座　9名 
世界青少年ライフキャリアフェス説明会  38名 
WYKライフキャリアフェス　6名
学習塾での志共育受講者　8004名

JUM教育チャンネルは、日本の教育や志共育についての学びを
深め、より良い教育とは何なのか？参加者のみなさんとオンラ
インで一緒に考える活動です。
2021年は19回、16名の講師に登壇していただきました。
2022年4月からはJUM教育チャンネル初となる親子向けのイベント〈偉人語り〉を開催し
ています。ぜひ、お気軽にJUM教育チャンネルへ遊びに来てくださいね。

志プラットホームは第1～4回までの世界青少年「志」
プレゼンテーション大会のファイナリスト、プレゼン
ター、実行委員会、審査員、協賛者などが所属し、子ど
もたちの志を応援し合うコミュニティです。主役であ
る子どもたちの志を実現するため、大会後も繋がりを
深められる機会を
作っています。
二人の過去ファイナ
リストが運営メン
バーとして活躍して
くれています。

IMARI共育センター
所長

福井 秀平

志共育オンラインコミュニティ
リーダー

菅原 徹

志共育講座参加者数

志の国・日本をつくる
志民運動委員会

  2/11（木）　　北見俊則　　　何のために勉強するの？日本のお父さん、お母さん、何と答えますか？
  2/25（木）　　佐々木喜一　　総理主催の教育会議で語ったサムライの言いたい放題！
  3/11（木）　　小出　潤　　　松下村塾とユダヤの教育の共通点
  3/25（木）　　箸本知希　　　開国せよ！！ボーダレス教育を日本の公教育へ
  4/  8（木）　　伊藤　優　　　子どもたちの魂が奮い立つ日本の偉人語り
  4/22（木）　　佐々木貴史　　封印された日本古来の成功法則を解き放つ
  5/20（木）　　箸本知希　　　子どもたちの想いを繋ぐ～みんなの志が和の世界を創る
  6/  3（木）　　田中麗華　　　届け！日本の若者たちの志！生い立ち関係なく誰でも好きな「自分」になれる  
  7/  1（木）　　田村匡俊　　　真の日本人に成るための歴史教育
  7/15（木）　　佐藤　淳　　　私の人生を180°変えた志共育
  7/29（木）　　バレラシッド愛凛七　大会での学びと今の志～日本から広がるHappy Earth
  8/12（木）　　伊藤　優　　　日本の誇りを取り戻す　教師の覚悟～祖父のシベリア抑留から～
  8/26（木）　　齋藤武夫　　　日本が好きになる！歴史授業入門
  9/23（木）　　バレラシッド優子　　志を持つ子供の育て方と接し方
10/  7（木）　　小出　潤　　　青少年の志が世界を変える
10/21（木）　　小林たけし　　日本人が大切にしてきた五つの「お」
11/  4（木）　　古山明男　　　子どもを大事にした日本人～これからの子ども尊重教育とは
11/18（木）　　古山明男　　　子どもの学習本能を引き出すには
12/  2（木）　　中井健翔　　　表現によってマイナスをプラスに変える！！現役高校生の志！！

【開催数】 計19回　【申し込み数】 計928名　【参加者数】 計714名　【内ゲスト数】 計248名　【参加率】 76％

志共育講座の情報はこちら

日本1800自治体に志共育を広め、100万人の子供達に、
志を立てて生きる生き方を伝えていくために、今年104
名の賛同者を得ることができました。今後も賛同者を募
り、志マンガテキストの配布、教職員への志研修などを積
極的に展開していきます。

『志の国・日本』をつくる
志民運動委員会「賛同者100人委員会」
リスト


