
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
2018年度
2018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」

世界青少年「志」プレゼンテーション大会
ファイナリストの声

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出場して環境が

大きく変わりました。

出会いが広がり、私の志を応援してくださる皆さまのおかげ

で、前に進んでいます。大人700人の前でプレゼンをする機

会をいただいたり、世界の教育を見てみたいという思いから

クラウドファンディングに挑戦して、130％達成することが

できたりしました。出場して本当に良かったです。自分の魂

に寄り添って生きていきます！

最優秀賞受賞者

千葉百華（22歳）
宮城教育大学４年

あのステージに立てた事が僕の自信、自慢、誇りとなりぼく

の生活の中で支えともなっています。僕は、ディスレクシア

です。書くことが苦手です。読むことが苦手です。勉強も苦手

です。苦手だらけの僕でもステージに立たせてもらえまし

た。だからこそ思った事があります。僕の志を知ってもらい

たい。僕の志で元気になれる人、僕と同じ様に苦労している

人が僕を見て頑張ろうと勇気を出して欲しい。これからもた

くさんの事を学び、それを力に変えていきます！

 ・ 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）

志共育基礎講座を修了して

一生進み続けるレールが敷かれた思いです。このレールからぶ

れる事なく志を貫いていきます！未来がとっても楽しみです。

（植木理恵）
 

志が立てられるか不安もありつつの参加となりましたが、講

師に導いていただき、また皆さんにも受け入れていただき感

謝しております。 志の一文を言葉に出したり書いたりして

いると、パワーを感じるので不思議です。 胸に刻んで過ごし

ていきます。

（Miki Omori）

志を立ててから1週間経ちました。 当日は志が立てられるか

と思いましたが、しっくりくる志が立てられました。 毎日、

何かある度に志を思い出しリセットできています。

（すださちこ）

今の自分に一番合っている志を立てることができました！ 

発表するごとに志の理由も明確になり、今までの経験は無駄

ではなかったのだと気付かされました。

（阿部里奈）

畠中栄太朗（12歳）
京都市立桂中学１年

財務・会計報告

役員

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

https://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

インド　チャンドラ・セガール・アカデミーでの志共育インド　チャンドラ・セガール・アカデミーでの志共育

世界青少年「志」プレゼンテーション大会世界青少年「志」プレゼンテーション大会 中学校での志共育出前授業中学校での志共育出前授業

志共育体験会・基礎講座志共育体験会・基礎講座

空手道禅道会ロシア支部での志共育空手道禅道会ロシア支部での志共育

先生のための志共育スタートアップセミナー先生のための志共育スタートアップセミナー

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）

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
17,856千円
（100%）

収入の内訳
16,333千円
（100%）

志アプリ開発費
2,379千円（13.3%）

管理費
7,427千円（41.6%）

漫画アニメ制作費
545千円（3.0%）

広告協賛
2,200千円（13.5%）

会費
2,480千円（15.2%）

志共育講座
6,506千円（39.9%）

寄付金
2,785千円（17.1%）

イベント収入
989千円（6.0%）

漫画アニメ販売
871千円（5.3%）

助成金等
502千円（3.0%）

海外普及活動費
1,116千円（6.3%）

国内普及活動費
2,604千円（14.6%）

志共育講座開催費
3,785千円（21.2%）
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漫画アニメ販売
871千円（5.3%）

助成金等
502千円（3.0%）
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3,785千円（21.2%）



実績報告 2018年度（2018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

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

2018.9.16～17 国立オリンピック記念青少年
総合センターにてプレゼンターに210名が応募。
１次動画審査で38名に。
２次動画審査で12名のファイナリストが決定！
当日は、３40名の参加者を得て開催。

世界青少年 
「志」プレゼンテーション大会

2018年9月17日 

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
第2回 世界青少年 
「志」プレゼンテーション大会

2019.9.14～15  開催決定！2019.9.14～15  開催決定！

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、下村博文、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、7月より
Amazonで販売開始。
販売実績　13,357冊

志共育体験会
　東京・横浜・仙台・京都・大阪・岡山等181名
　吉川市教育委員会70名
志共育基礎講座
　基礎講座１  49名受講／基礎講座２  48名受講
　基礎講座３  41名受講
志共育応用講座
　８名修了。５名が新公認指導者に。
認定講師35名　公認講師17名（2018.12現在）

インド・フィリピン・タンザニア・パレスチナ
ベラルーシ・オランダ・ロシア・バングラデッシュ
リトアニア・ベトナム・ポーランド・スリランカ
イスラエル・フランス・スペイン・キプロス共和国
アゼルバイジャン・台湾・トルコ
（2018.12現在　累計１９カ国）
公益財団法人CIESFの活動を支援。カンボジアの学校に志共育導入の予定。

公立学校での志教育の実践
横浜市立上永谷中学校（認定講師の活躍）
　６月に全校一斉にキャリア教育として実施
　全員の志を明確にし、クラスで共有
　月１回振り返りと次の１ヶ月の目標設定
　10月文化祭では、クラスの志を発表
　2月には、２年生の立志式を予定

沖縄県立那覇西高校（公認講師派遣）
　11月1年生360名に対し、70分間で実施。
　志が明確33→58％
　自己肯定感23→51％　
　自己有用感17→45％に変化。

鳥取県岩美中学校（公認講師派遣）
　12月１年生77名に対し、160分で実施。
　志が明確31→88％
　自己肯定感51→76％　
　自己有用感37→69％に変化。

成基コミュニティグループ

一般社団法人 教育再生実行連絡協議会 

株式会社テラスホールディングス
代表取締役社長　岩切敏晃

株式会社木村商店

アチーブメント株式会社

サイボウズ株式会社

株式会社キズナキャスト

一般社団法人
ドリームペーパーコミュニケーションズ

gCストーリー株式会社
代表取締役社長　西坂勇人

ミューロン株式会社
代表取締役CEO   根木啓輔

裏千家茶道一二三会　久保比登美

エスピイシー株式会社 社長　本田雅之

おうち学童 代表　馬渕紀彦

株式会社JUEI 代表取締役社長　宮本聖栄

株式会社TASK 代表取締役　上方陽一郎

株式会社パジェット 代表取締役　齋藤敬一

株式会社東京技術計算コンサルタント
代表取締役社長　倉川清志

笠茂歯科医院 院長　笠茂享久

水琴MBボランティア会
代表　坂口賢太郎

延平事務所 所長　延平昌弥

東野りつ子社会保険労務士事務所
代表　東野りつ子

ヨコタミドルスクール　安生祐治

ルックス株式会社（Valvex）

TERRA Management株式会社
代表取締役　寺坂信也

佐竹企画 代表　佐竹信恭

大久保秀夫

山崎宏平

財木孝太

神谷陽子

高橋美智子

高橋　浩

高橋咲子

高橋藍子

新田節子

畑アカラ

（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、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

８社
1,174名
3,826名
12,838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
（Youtube)

鳥取県岩美中学校1年生（77名・2時間40分）鳥取県岩美中学校1年生（77名・2時間40分）

沖縄県那覇西高校1年生（360名・70分）沖縄県那覇西高校1年生（360名・70分）

横浜市立上永谷中学校文化祭にて横浜市立上永谷中学校文化祭にて

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

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


