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キャリア教育 ドリームマップ授業 実施報告書 

平成 26年度 

（平成 26年 4月～平成 27年 3月） 

一般社団法人ドリームマップ普及協会 

http://www.dream-map.info/ 

ドリームマップ授業実施校（161 校 12,161 名） 

【導入実績の推移】 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

小学校 44 校 68 校 112 校 

中学校 6 校 9 校 30 校 

高校 1 校 2 校 8 校 

大学・専門学校 0 校 2 校 7 校 

特別支援 0 校 1 校 2 校 

海外・その他 0 校 3 校 2 校 

合計学校数 51 校 84 校 161 校 

実施人数 4152 名 7270 名 12,161 名 
※1 学年を 1 校としてのべ実施校数 

※協会発行の公式ワークブックを使用、協会認定講師（ドリマ先生※学校ドリマ先生含む）が実施したドリームマップ授業をもとに集計   

※海外は、ハワイ島の現地中学校にて実施。 

  

【ドリームマップ授業で描かれた夢】ほんの一例 
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自己理解を深める 

自己肯定感を高める 

行動力を伸ばす 

計画性を伸ばす 

創造性を伸ばす 

コミュニケーション

能力を伸ばす 
社会性を伸ばす 

 ドリームマップ授業で感じた効果 

【小学生】        
★２５歳、読んだ人が笑顔になれて夢をもってもらえるような本をかく作家！ 
★２４歳、全国のみなさんに笑顔と勇気とニュースを伝えるアナウンサー！ 
★３０歳～１００歳、世界全国を旅する旅人 
★３２歳、仕事をしながら自由人。仕事を成功して、趣味(ミニ四駆)の大会で優勝。 
★３０歳、自然の魅力を知って貰える、生き物昆虫関係の仕事。 

★２２歳、宮城復興に近づけるような卓球選手 
★２３歳、人の居場所をつくる建築家！  
★２２歳、世界中の人にいろんなスポーツの話をできるように実況するカメラマン 
【中学生】 
★こだわりのあるおしゃれさんたちを smile にするスタイリスト 
★アニメの世界を現実に。夢のロボット完成 
★誰が見ても幸せな夫婦 
★人が役立つようなものを開発するエンジニア 
★誰にも負けない「技」「気持ち」のあるプロスポーツ選手 
【高校生】 
★明るい心情をつくるカウンセラー 

「大学院でしっかり勉強しながら経験積んで社会の自殺者減少に貢献している。」 
★歌手や音楽家を支えてよりよい活動ができるように応援する人 
 「音楽が行き届いていない国に素晴らしい音楽を届けています」 
★日本経済を活発化させて社会貢献をしていく人 
 「新たな産業を興し、食べ物の充実していない国にも幸せで盛り上がる企画をた
くさん考えていく」 
★知的好奇心を探求し続ける海洋生物学者 
 「海洋生物の学会に大きな影響を及ぼしている先生」 
★結婚して幸せな生活を送る不動産会社の社長 
 「奥さん、子供たちの幸せのためにたくさんお金をためて、しっかり貯まったら、
世界中の困ってる人を救います」 
★古い建物を造り変える一級建築士 

 「世界中にみるだけでも楽しめる家で溢れさせたい」 
【大学生】 
★好きなものに囲まれ自己爆発な２０２０年 
★趣味も仕事も家庭も円満。余裕を感じるジェントルマン 
★自分だけでなく周りも見渡せるメタ社会人 
★教え子が自分を超える。次の世代につないでいく教員 

“夢”が児童・生徒・学生の生きる力を育む原動力に！ 

クラス担任の先生にご回答いただいたアンケートより。（有効回答１５５名） 

http://www.dream-map.info/


【実施校一覧】【小学校】  ドリームマップ普及協会は公立小中学校の授業実施を助成制度で支援しています。

秋田県 井川町立井川小学校 

秋田県 男鹿市立船川第一小学校 

岩手県 北上市立笠松小学校 

岩手県 盛岡市立東松園小学校 

岩手県 盛岡市立緑ヶ丘小学校 

岩手県 盛岡市立山岸小学校 

岩手県 盛岡市立見前小学校 

岩手県 盛岡市立北厨川小学校 

岩手県 盛岡市立米内小学校 

岩手県 盛岡市立上田小学校 

岩手県 盛岡市立中野小学校 

岩手県 盛岡市立大慈寺小学校 

岩手県 盛岡市立城北小学校 

岩手県 盛岡市立羽場小学校 

岩手県 盛岡市立高松小学校 

岩手県 盛岡市立津志田小学校 

岩手県 盛岡市立飯岡小学校 

宮城県 仙台市立愛子小学校 

東京都 西東京市立碧山小学校 

東京都 西東京市立本町小学校 

東京都 大田区立南蒲小学校 

東京都 羽村市立栄小学校 ☆ 

埼玉県 川越市立仙波小学校 

埼玉県 さいたま市立神田小学校 

埼玉県 さいたま市立文蔵小学校 

埼玉県 春日部市立正善小学校 

静岡県 富士市立富士第二小学校 

静岡県 富士市立広見小学校 

静岡県 富士市立吉原小学校 

静岡県 静岡市立千代田小学校 

静岡県 静岡市立南部小学校 

静岡県 沼津市立第二小学校 

静岡県 沼津市立大岡南小学校 

静岡県 富士宮市立黒田小学校 

愛知県 あま市立甚目寺南小学校 

愛知県 あま市立七宝小学校 

愛知県 あま市立宝小学校 

愛知県 あま市立美和小学校 

愛知県 あま市立甚目寺小学校 

愛知県 あま市立篠田小学校 

愛知県 あま市立甚目寺西小学校 

愛知県 あま市立伊福小学校 

愛知県 あま市立正則小学校 

愛知県 あま市立秋竹小学校 

愛知県 あま市立甚目寺東小学校 

愛知県 あま市立美和東小学校 

愛知県 稲沢市立法立小学校 

愛知県 稲沢市立領内小学校 

愛知県 大府市立共和西小学校 

愛知県 尾張旭市立東栄小学校 

愛知県 尾張旭市立本地原小学校 

愛知県 春日井市立大手小学校 

愛知県 春日井市立高森台小学校 

愛知県 春日井市立八幡小学校 

愛知県 小牧市立北里小学校 

愛知県 瀬戸市立效範小学校 

愛知県 知多市立旭東小学校 

愛知県 知多市立佐布里小学校 

愛知県 知多市立旭南小学校 

愛知県 知多市立旭北小学校 

愛知県 知多市立八幡小学校 

愛知県 知多市立新田小学校 

愛知県 知多市立新知小学校 

愛知県 知多市立南粕谷小学校 

愛知県 知多市立岡田小学校 

愛知県 知多市立つつじが丘小学校 

愛知県 津島市立東小学校 

愛知県 常滑市立西浦北小学校 

愛知県 名古屋市立西中島小学校 

愛知県 名古屋市立滝川小学校 

愛知県 名古屋市立吹上小学校 

愛知県 名古屋市立本郷小学校 

愛知県 日進市立香久山小学校 

愛知県 半田市立成岩小学校(３年）  

愛知県 半田市立成岩小学校(６年) 

愛知県 半田市立横川小学校(４年) 

愛知県 半田市立横川小学校（６年） 

三重県 津市立雲出小学校 

三重県 伊賀市立拓植小学校 

三重県 鈴鹿市立明生小学校 

三重県 鈴鹿市立国府小学校 

三重県 津市立栗葉小学校 

三重県 津市立藤水小学校 

三重県 津市立草生小学校 

三重県 津市立南ヶ丘小学校 

三重県 津市立育生小学校 

三重県 津市立新町小学校 

大阪府 大阪市立桃陽小学校（４年） 

大阪府 大阪市立桃陽小学校(５年） 

大阪府 大阪市立桃陽小学校（６年） 

広島県 江田島市立柿浦小学校（５年） 

広島県 江田島市立柿浦小学校（６年） 

広島県 江田島市立切串小学校 

広島県 江田島市立鹿川小学校 

広島県 呉市立両城小学校 

広島県 呉市立宮原小学校 

広島県 呉市立音戸小学校 

広島県 呉市立警固屋小学校 

広島県 坂町立小屋浦小学校（4年） 

広島県 坂町立小屋浦小学校（６年） 

広島県 廿日市市立阿品台東小学校 

広島県 広島市立川内小学校 

広島県 広島市立安西小学校 

広島県 広島市立彩が丘小学校 

広島県 広島市立中島小学校 

広島県 福山市立松永小学校 

広島県 福山市立柳津小学校 

高知県 香美市立山田小学校 ★ 

高知県 高知市立第四小学校 ★  

高知県 高知市立横内小学校  ★ 

福岡県 北九州市立蛸ケ谷小学校 

長崎県 長崎市立三原小学校 

  

  

 

（愛知県あま市（H23~）知多市（H26～）は

自治体により市内全校でドリームマップ授業

が導入されています。） 

⇒主に４年生で「二分の一成人式」にて、将

来の自分を考える機会として活用されていま

す。 

 

 

《トピック》愛知県稲沢市領内小学校 

平成２６年度 キャリア教育優良教育委員会，学校

及びＰＴＡ団体等として表彰。 

推薦理由となった取り組みの一つに、 

「３ 二分の一成人式 －ドリームマップ製作と発

表」と挙げていただきました。。 



【中学校】 

青森県 青森市立青森西中学校 

青森県 東北町立東北中学校 

東京都 東久留米市立久留米中学校 

東京都 多摩市立青陵中学校 

神奈川県 横浜市立市ヶ尾中学校 

神奈川県 相模原市立中野中学校（１年）★ 

神奈川県 相模原市立中野中学校（３年）★ 

静岡県 下田市立下田中学校 

静岡県 三島市立山田中学校 

愛知県 名古屋市立千鳥丘中学校 

愛知県 名古屋市立香流中学校 

愛知県 名古屋市立楠中学校（１年）☆ 

愛知県 名古屋市立楠中学校（３年）☆ 

三重県 松阪市立鎌田中学校 

三重県 伊賀市立上野南中学校 

三重県 学校法人暁学園暁中学校☆ 

和歌山県 橋本市立紀見東中学校 

広島県 江田島市立三高中学校（１年） 

広島県 江田島市立三高中学校（２年） 

広島県 江田島市立三高中学校（３年） 

広島県 江田島市立江田島中学校 

広島県 熊野町立熊野東中学校 

愛媛県 松山市立東中学校 ★ 

愛媛県 松山市立雄新中学校★ 

高知県 高知市立城東中学校★ 

高知県 高知市立旭中学校★ 

高知県 高知県立中村中学校 ★ 

沖縄県 宮古島市立西城中学校（１年） 

沖縄県 宮古島市立西城中学校（２年） 

沖縄県 宮古島市立西城中学校（３年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高校】 

東京都 （学）正則学園 正則学園高校（2年）★ 

東京都 （学）正則学園 正則学園高校（3年）★ 

岐阜県 （学）渓泉学園 多治見西高校 ☆ 

愛知県 （学）菊武学園 菊華高校 

大阪府 （学）常翔学園 常翔学園高校 ☆ 

兵庫県 （学）甲南学園 甲南高校 

福岡県 （学）折尾愛真学園折尾愛真高校（1年） 

福岡県 （学）折尾愛真学園折尾愛真高校（2年） 

【特別支援学校・特別支援学級】 

福岡県 北九州市立尾倉中学校 

山梨県 かえで特別支援学校 

※この他にも多くの学校で特別支援学級の子
どもたちも一緒にドリームマップを作成して

います。 

【専門学校・大学】 

岩手県 いわて情報システム専門学校 

東京都 専修大学 神白研究室 

新潟県 日本こども福祉専門学校 ☆  

愛知県 愛知教育大学 進路指導専攻 

愛知県 同朋大学 社会福祉学部 

愛知県 愛知大学短期大学部 

福岡県 北九州市立大学 

【海外・その他】 

ハワイ Konawaina middle school 

岐阜県 HIRO学園（ブラジル人学校） 

【教員向けドリームマップ研修】 

沖縄県宮古教育事務所 

小中学校特別活動担当者研修会 

キャリア教育ドリームマップ講座 

（全国７会場 春・夏休み期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【実施学年の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 3 1 校 

小 4 34 校 

小 5 13 校 

小 6 64 校 

中 1 20 校 

中 2 4 校 

中 3 6 校 

高 1 3 校 

高 2 3 校 

高 3 2 校 

特別支援 2 校 

大 1/専 1 2 校 

大 2/専 2 1 校 

大 3 1 校 

混合（大学） 3 校 

ブラジル人学校 １校 

海外（中学校） １校 

その他、PTA 主催の講演会、

保護者向け講座、クラブ活動

でのチームドリームマップな

ども多数実施しております。 

☆学校ドリマ先生実施校 
★菅公学生服株式会社による出張授業 

  無印 協会認定ドリマ先生実施校 



【ドリームマップ授業実施前と実施後の児童/生徒の変化】 

ドリームマップ®の作成に取り組む活動が、教員・保護者が育てていきたい子どもたちの能力や態度のどの部分

に影響を及ぼすのかを明らかにすることを目的として、愛知教育大学の高綱睦美先生と一般社団法人ドリームマ

ップ普及協会が共同して検証作業を進めました。 

これからの将来を生き抜くための力(態度)を子どもたちがどのくらい持っているのかを測定する「生き抜く態度

尺度（ＣＲＡＳ）」(坂柳 2015)と，子どもたちの能力面でのキャリア発達を測定することを目的とした「児童用

キャリア発達測定尺度」(吉川，2007)を用いて効果測定を行いました。今後も研究を進めていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもたちの感想】 

★自分のことを前より好きになれた。夢が変わった時やもう少し大きくなった時にもう一度作ってみたい。 

★ドリームマップを作って、見たりするとなんだか元気になったりやる気が出てきたりして、「サッカー選手に

なる」という夢が叶うような気がしました。目につくところに貼れば忘れずに練習できると思うので貼りたいで

す。 

★ドリームマップを作って、自分のことがよく分かったな、と思いました。

貼りたくて貼っていたけど、いつのまにか「僕はこんなものが作りたかっ

たのか」「これが好きだったのか」という感じにどんどんわかっていきまし

た。 

★自分のことを一番知っているのは自分なのに今の自分に真正面から向き

合うのは初めてだった。今まで知らなかった自分、知りたくなかった自分

も好きになれた。マイナスに思っていたイメージも私の力の一つと思えた。

ドリームマップを作ることでこれからの冒険のドアを開くのが待ち遠しくなった。 

★僕が心に残ったことは、みんなの将来の夢がわかったことです。みんなの夢を応援したくなりました。 

★ほかの人の夢を知って、がんばってかなえてほしいという気持ちを持ちました。 
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小学校(５校） 事前 事後 

表　：中学校（B中学校）

人数 事前 事後 ｔ値 自由度
有意確率
(両側）

3.24 3.48
0.82 0.88
4.16 4.27
0.63 0.61
4.37 4.40
0.60 0.65
3.72 3.83
0.77 0.78
3.50 3.88
0.86 0.82

p <.05=*，p <.01=**，p <.001=***

上段=平均値，下段＝標準偏差

関係づくり

将来の展望

92 -4.16 91 ***

他者肯定感 92 -2.31 91 *

自己肯定感

楽観的思考 92 -1.73 91 n.s.

92 -5.63 91 ***

92 -0.50 91 n.s.

表　：小学校

人数 事前 事後 ｔ値 自由度
有意確率
(両側）

3.60 3.90
0.84 0.92
4.12 4.24
0.70 0.77
4.30 4.35
0.74 0.85
3.92 4.11
0.85 0.99
3.95 4.22
0.87 0.87

p <.05=*，p <.01=**，p <.001=***

上段=平均値，下段＝標準偏差

他者肯定感 356 -4.33 355 ***

自己肯定感 364 -9.77 363 ***

関係づくり 360 -1.58 359 n.s.

楽観的思考 346 -5.22 345 ***

将来の展望 364 -7.88 363 ***
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自己肯定感 他者肯定感 関係づくり 楽観的思考 将来の展望 

Ｂ中学校 事前 事後 



ドリームマップ授業では、 

  ・今の自分、そして自分の未来を肯定的に捉えて良いことを知る 

  ・自分の好きなこと・したいことに気がつく（価値観・夢や希望） 

  ・目標（夢や希望）を持ち、目標に近付くために今、何が必要かという課題に気付く 

  ・周りの人や社会と自分との関わりを考える 

  ・自分の人生を主体的に生きるため 自分の力で道を選択する力をつける  

この流れを 1 日 6 時間を掛け、ワークを積み重ねながら進めて行きます。 

子どもたちが、自己肯定感や他者信頼感を高める体験をしながら、夢という「やるきスイッチ」を見つける 

きっかけとなるのがドリームマップ授業です。 

 

【導入校の先生方の感想】 

★普段初めての事に対して前向きに取り組めない子たちが今回は前向きに取り組む姿を見るこ

とができた（小４ 担任） 

★ドリームマップ作成そのものよりも、将来の姿を具体的にイメージすることに時間を取ってもら

ったので子どもたちがしっかり考えることができた（小 4 担任） 

★子どもたちも切り抜きを集める段階では「なんとなく集めた」という気持ちの方が強かったと思

いますが、授業の中でワークブックの自分を見つけていく、見つめていくところですこしずつ子ど

もの気持ちがほぐれていくのがすごいな、と思いました。自分と向き合った後のドリームマップ作成なので子どもたちが解

放された気持ちで取り組めたのがよかった。（小 4 担任） 

★一日で一つの事をやり続けることができたことに感動しました。普段の授業で

はなかなか集中できない児童も楽しく取組み、最後まで自分の手で作り上げる

ことができていたと思います。発表も普段よりうれしそうに嫌がる様子もなく、ど

ちらかというと進んでできたように思いました。（小 4 担任） 

★１日で児童の変容が見られる授業、児童への言葉がけ、時間の使い方など

とても良い勉強になった。（小 4 担任） 

★「先生、こんなこと書いていいの？」と不安そうに聞いてくる子どもが

いました。実現が難しいと思うことを書こうとしない、ためらう様子から夢を語りにくくなっていることを知る

ことができました。（小 4 担任） 

★毎年来て頂いている。考える、作る、発表する等いろいろな活動が組み込まれ子どもたちも取り組みやすい。

その時点での自分の夢を明確にし、将来に向けて様々な角度から想いをめぐらすことができるところが素晴らし

い。（小 4 学年主任） 

★今の自分を見つめなおすことができ、改めて自分の良さに気付くことができた時間だったと思います。振り返

りでは友達に自分の良さを認めてもらえてうれしかっ

たと書いている子が多く、満足している様子でした。

（小４ 担任） 

★生育環境や家族構成上で配慮が必要な子がいるので、

こうして節目節目に振り返るということが難しい。そ

の点、今の自分と未来を明るく見通すドリームマップの

活動はとても有効で助けられました。またイキイキと取

り組む姿を見ていて、クラスの子どもたちのことがより

一層可愛く思え、心から応援したいな、と思いました。

（小 4 担任） 



★今の子どもたちは自己肯定感が低く、将来に明るい希望を抱いていない

ということは本当です。だからこそ、このたびの授業は子どもたちに深く

心に刺さったことと思います。こういう子どもになったのは子どもが悪い

わけではなく、すべて大人の責任です。このように、大人が子どもたちに

明るい未来を示してあげることが何より大切だと学びました。私の夢の実

現「教室から世界を変える！！」に向けて日々努力していきたいと思いま

す（小 6 担任） 

★一日かけての授業ということで、はじめはそんなに必要だろうかと思っ

ていたが、実際に授業を受けてみて、マップを作るだけでなくその準備をする時間がとても大切なのだとわかっ

た。（小 6 担任） 

★今年度で４年目の実施になります。兄姉から話を聞いてドリームマップの学習を楽しみにしている子も増えて

きました。自分の夢を語るのも友達の夢を聞くのも楽しいという素敵な時間でした。（小 6 担任） 

★１時間目から６時間目まで段階的に丁寧にすすめてもらえたことで、そ

れまであまりわからなかった子も同じように考え作業を進めることがで

きました。（小 6 担任） 

★ドリームマップを作ることもよかったが、その心構え考え方を教えてく

ださったり、考えさせて下さったことがとてもよかった（小 6 担任） 

★自分の夢に対して漠然としたイメージしか持っていなかった子どもた

ちが夢に向かって真剣に考えながらゆめと向き合いマップに表現する活

動を通じ、自分の未来を前向きにとらえ前進していこうという気持ちへど

んどん変わっていくのがわかりました。（小 6 担任） 

★自分の夢について真剣に考える機会は少なく、ゆっくり自分を見つめ

る時間をとることが今の自分を考えることに繋がり有機的に内面に働き

かけることができたように思う。 

夢にキャッチフレーズをつけることにより、具体性が生まれ誰をどう喜

ばせたいか、自分から社会へ視点が広がるところが素晴らしいと感じた。

（小 6 学年主任） 

★毎年、本校ではドリームマップ授業を行うことができています。中学

校の先生が来校された際、ドリームマップの掲示を見て中学校でのキャ

リア教育に繋がる学習であり、子どもたちの現状を考えるとありがたい、と言われていました。（小 6 学年主任） 

★自己肯定感を高めるような前半のリフレーミング、マップを作る作業、後半のお互い認め合う発表会などどれ

も生徒たちがよい表情で取り組んでいたからよかった。（中 1 担任） 

★１時間目の最初はまだ硬い表情の残っていた生徒たちでし

たが自分の好きなことを話し合ったり、実際にドリマを作る

過程の中でどんどん表情が生き生きしてきました。作業をし

ながら「何か、すごく楽しい！」と声を上げる生徒の姿が印

象に残っています。目先の進路にとらわれ何のために今自分

は頑張っているのか、忘れてしまいがちな生徒たちにとって

有意義な活動だったと思います。（中１ 担任） 

★進路や職業と結びつけないほうがいいのでは、と思った。

あくまでも自分の未来を考えるという心の解放が大切だと思

う（中 1 担任） 



★生徒が自分の夢について考え、イキイキと取り組むことができた。 

授業以後、生徒の表情が明るくなり、前より自分に自信がつき、自分を好きに

なった感じがする。（中 1 担任） 

★人生において大切なことを知る、大切な一日になった（中１ 担任） 

★発表がみんな思った以上に立派だったので自分の夢や好きなことに対する思

いが今回更に膨らんだように感じました（中 1 担任） 

 

【ドリームマップの 2 つの特徴】 

1.夢を叶えるための法則 １・２・３の法則   

 （１） 自分の”好き”をみつける。 

 （２） ワクワクする将来の自分をビジュアル化することで、自分の未来に希望を持つ。 

（３） そして、ワクワクする未来に向かって今できることから行動を起こす。 

「かなえたい夢が明確になると、その為にすることを自ら考え、行動を起こします」➡主体的に生きる力 

2. 夢を描く 4つの視点 

人は、仕事を通して社会と繋がる！ 

自分のやりたいことが、周りの人や社会にどう影響するのかを考えて 夢にキャッチコピーをつける。 

➡なぜそれがしたいのか、働くことの意味や目的、職業だけに捉われず「どのように生きて行きたいか」という

自分の大事にしたい価値観に気づくことを目指します。 

 

だから、職業名は同じでも・・・。 
・誰もつくれないものをつくるゲームクリエーター 
・みんなをたのしくさせる、嫌なことを忘れさせられるゲームクリエーター！ 

・子供達を笑顔にするロボットを作り、世界に広げる。子供達が楽しめる新しい

ゲームを作る。 
 

先生と言ってもいろいろ・・・。 
・金八先生のような学校の先生 
・笑顔で分かりやすく教える小学校の先生 
・人を笑顔にする日本語教師 
・みんなが上手くなれる習字の先生 

・お父さんのような、進路をサポートする高校の先生 
 

どんなスポーツ選手になりたいか、も違います。 
・子どもに夢や希望をあたえるテニスプレーヤー！ 
・みんなを感動させるサッカー選手。 
・史上最強の面白さをもったガッツのある甲子園で優勝した 
プロ野球選手 

【大人になっても夢を描く、その姿を見せる】 

～担任の先生も一緒に作成、発表される学校が増加中～※必須ではありません。 

・「お好み焼き屋くみちゃん」を作り卒業生に来てもらう 

・「働くお母さんの為に幼稚園お迎えボランティアをする！」 

・「釣り仲間と遊ぶツリーハウス！音響バッチリでギター演奏」 

※所定の講座を受講し、レポートを提出すると協会公認の「学校ドリマ先

生」として自校でのドリームマップ授業の実施が可能です。 

 

【ドリマ先生ってこんな人】 

認定ドリマ先生は様々なお仕事や役割を持つ社会人。全国で約 500 名が協会の認定を受けて活動しています。ま

た、キャリア教育支援に取り組む菅公学生服株式会社でも認定ドリマ先生が誕生。共に出前授業をお届けしてい

ます。http://kanko-gakuseifuku.co.jp/school/support/carrier/ 



【実施校の先生方の工夫】 

◎実施までの準備 

★１か月前から資料集めに取り組み、毎週

末宿題にし、月曜日にファイルに閉じる。

（小 6 ３年連続で実施） 

★新聞を取っていない家庭もあるので、新

聞のスポーツ欄やチラシを集め提供した。

（小学校） 

★先輩が作成したドリームマップや必要

なものを見せながら、授業に向けて学年集

会でのオリエンテーションをした。（３年連続実施 小学校） 

★コンピューター室を使って資料集めの時間を作った。（多数の学校より回答） 

◎実施後の活用 

★卒業アルバムにて、現在の自分と将来の自分とでテー

マを持って撮影した。 

★ドリームマップ授業での発表を元に、後日写真などを

貼り足したりして、二分の一成人式（それに準ずる授業

参観）で再度発表を行った。（多数回答） 

★教室（廊下）に掲示して、お互いの夢を応援できるよ

うにした。 

★クラスづくりの一環で１学期に実施。 

★宿泊研修の時にリラックスした雰囲気で作成、発表。 

★卒業式にて掲示、謝恩会で発表した。★学年通信を活

用して保護者との共有★文化祭で掲示した（高校） 

★ドリームマップの発表を英語で行った（高校） 

★中１のときに一度ドリームマップを作成した生徒たち

が、中３になり２度目の実施。 

２年前のドリームマップでは大人になった時の夢を描き、「自分にも夢が持てるんだ」「夢への一歩を踏み出せた

気がする」そんな感想を持った生徒たち。２回目の今回は、一年後の夢（どんな高校生になりたいか）を描き、

とことん、夢をかなえることにこだわってもらいました。（愛知県 中学校） 

★教職課程の学生が自分のドリームマップを作成した後、更に研修を受け実際の小中学校現場でのドリームマッ

プ授業にサブスタッフとして参加した。（大学 教職課程の学生に対するドリマ先生養成スカラシップの活用） 

★幼稚園教諭/保育士を目指す学生がドリームマップを作成。そのあと就職後に園児に向けたドリームマップワ

ークができるように指導案を作成。（専門学校 協会認定 キッズドリマインストラクター） 

  

      授業の実施や協賛・寄付で授業を支えたいなど、お気軽にお問合せください。 

 

ドリームマップ作成前に集める写真

項目をヒントにして、ドリームマップに貼る写真を集めよう。
注意：雑誌や広告などから切り取りできる物を集めておこう。（大事な写真はコピーや再印刷などをしておこう。）
チェック欄 項目 例

好きな芸能人（何人でもOK） SMAP、嵐、金田哲など
好きなスポーツ選手（何人でもOK） イチロー、本田圭佑、吉田沙保里など
好きなスポーツ（何種類でもOK） 野球、サッカー、アイスホッケーなど
好きな食べ物 寿司（大トロ）、キノコ（トリュフ）、フカヒレなど
行ってみたい場所 ピラミッド、アラスカ（オーロラ）、エベレスト（頂上）など
かっこいいと思うもの、人 金メダル、ISS（国際宇宙ステーション）、ルフィなど
かわいいと思うもの、人 花、スイーツ、くまのプーさんなど
欲しい物 車（HONDA、NSX）、腕時計、家（別荘も）など
集めている物 カード（ゲーム）、ぬいぐるみ、虫など
週末にしていること ピアノ、ダンス、習字など
楽しいと思うこと 旅行、運動会、帰省など

※全部ではなく、好きなものだけ集めればOK!

ドリームマップは、一般社団

法人ドリームマップ普及協会

の登録商標です 

【登録番号】 第４９３０２０４

号 第５１９１１５５号 

 

世界へ、未来へ、夢のチカラで World Peace! 
 

 

一般社団法人ドリームマップ普及協会   代表理事 秋田 稲美 
〒108-0075 東京都港区港南 3-6-21 コスモポリス品川 3508 

TEL： 050-5806-3058 FAX： 050-3730-7546 

E-mail： info@dream-map.info 

ＵＲＬ：http://www.dream-map.info/（ドリームマップ公式ページ） 

   http://www.dream-map.info/school/（ドリームマップ学校応援サイト） 
   ブログ「ドリームマップ日和」http://blog.canpan.info/dream-map/ 

http://www.dream-map.info/
http://blog.canpan.info/dream-map/

