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次世代を担うこどもたちの「夢★デザイン」を応援する！ 

「世の中にはどんなおしごとがあるんだろう？」 
「将来どんなおしごとをしようかな？」 

　夢★らくざプロジェクトは、「夢」と「希望」という無限の可能性を秘めたこどもたちに、さ
まざまおしごと体験の機会を提供することで、次世代への「夢★デザイン」を応援することを目
的として、2011年4月に設立された団体です。 
　おしごと体験をとおして、世の中にはたくさんの魅力的な「おしごと」があることを知ってほ
しい、またそうした「おしごと」を知ることで、将来に対する自分の可能性を広げてほしいとの
思いから活動をしています。さまざまな「おしごと」を体験した経験が、こどもたちが将来、仕
事を選択する際の納得感、自分が選んだ仕事に対する誇りや責任につながると考えています。ま
た、世の中にあるさまざまな職業を尊重する心を育むことにもつながると考えています。 

　2014年度は、定期開催している『おしごとなりきり道場』に加え、職場体験プログラム『おし
ごと弟子入り道場』がスタートしました。また、『おしごとなりきり道場 in 鎌倉』や『おしごと
なりきり道場 with ものづくり館 by YKK』といった、地域に密着して、その周辺で活躍している
方々にご協力いただいての活動も行ってきました。こうした活動の積み重ねにより、この3月には
体験を実施したおしごとの種類も100種類を越えました。さらには、文部科学省をはじめとした
行政や企業と連携した取組みなど、これまで以上に多くのみなさまに活動への共感をいただくと
ともに、ご支援をいただくことができました。 

すべてのこどもにおしごと体験による「夢★デザイン」を！ 

　2015年度も、さらに多くのこどもたちにおしごと体験の機会を提供するべく、さまざまな取組
みを行なっていく予定です。活動の基盤である『おしごとなりきり道場』『おしごと弟子入り道
場』は、これまで同様、おしごとの種類、開催場所を広げながら定期的に開催していきます。ま
た、行政や企業と連携した個別のプロジェクトを推進していくことで、さまざまな形態の職業体
験プログラムを開発していきます。さらには、小学校や放課後教室、児童養護施設といった場所で
の実施を探ることで、家庭環境などに関係なく、すべてのこどもたちに平等におしごと体験の機
会が提供できるよう努めていきます。 

　夢★らくざプロジェクトの活動を行なっていくにあたり、ご協力をいただきましたみなさまに
はお礼を申し上げます。また今後、より多くのみなままに当団体の趣旨にご賛同いただき、共に
こどもたちの「夢★デザイン」を応援していただけますよう、心よりお願い申し上げます。 
　 

ANNUAL REPORT 2014 |  1

● 夢★らくざプロジェクトについて



おしごとなりきり道場 
▶ 2014年7月21日（月・祝）10:00-18:00　東京ビックサイト 
参加人数：228人（男子28人・女子200人）、延べ430人 
後援：子育て応援とうきょう会議、江東区教育委員会 
助成：子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構） 
おしごと内容： 
【未就学児向け】 
プレおしごと道場「スイーツデコ編」／「モールアート編」／ 
「エコバッグ編」 
【小学1～3年生向け】 
司会者／ライター／栄養士／イラストレーター／ボディジュエルアーティスト／チョークアーティスト／ 
秘書／フラワーアクセサリー作家／グラフィックデザイナー／ネイリスト／ウェディングプランナー／ 
アロマセラピスト 
【小学4～6年生向け】 
秘書／フラワーデザイナー／キャンドルアーティスト／チョークアーティスト／ネイリスト／ 
グラフィックデザイナー 

▶ 2014年11月23日（日）10:00-18:00　Coconeriホール 
参加人数：252人（男子45人・女子207人）、延べ455人 
後援：子育て応援とうきょう会議、練馬区教育委員会 
助成：子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構） 
おしごと内容： 
【未就学児向け】 
プレおしごと道場「キットパスアート編」／「バナナペーパー編」／ 
「おりブローチ編」 
【小学1～3年生向け】 
畳職人／助産師／ジュエリーコーディネーター／アートディレクター／ 
ラジオディレクター／キャビンアテンダント／スタイリスト／アロマセラピスト／ライター／ 
フラワーアクセサリー作家 
【小学4～6年生向け】 
人形作家／畳職人／アートディレクター／キャビンアテンダント／ライター／ 
フラワーアクセサリー作家／スタイリスト 

▶ 2014年2月15日（日）10:00-18:00　スクエア荏原 
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参加人数：270人（男子55人・女子215人）、延べ512人 
協力：文部科学省、ケーブルテレビ品川 
後援：子育て応援とうきょう会議、品川区教育委員会 
助成：子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構） 
おしごと内容： 
【未就学児向け】 
プレおしごと道場「羊毛フェルト編」／「ブーケ編」／ 
「グリーティングカード編」 
【小学1～3年生向け】 
文部科学省職員／テレビ番組制作／料理研究家／エステティシャン／カラーセラピスト／人形作家／ 
編集者／舞台俳優／ジュエリーデザイナー／イラストレーター／フラワーデザイナー／ 
キャンドルアーティスト 
【小学4～6年生向け】 
文部科学省職員／テレビ番組制作／舞台俳優／ウェディングプランナー／アロマセラピスト／ 
ジュエリーデザイナー／フラワーデザイナー／アートディレクター 
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おしごとなりきり道場 in 鎌倉 
▶ 2014年9月23日（火・祝）10:00-17:30　建長寺 
参加人数：126人（男子32人・女子94人）、延べ173人 
協力：茶道宗徧流不審庵、一般社団法人草月会 
後援：鎌倉市教育委員会 
助成：子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構） 
おしごと内容： 
【小学1年生以上向け】 
陶芸家／仏像修復師／手芸作家／漢方スタイリスト／茶道家／華道家 
【小学3年生以上向け】 
鎌倉彫職人／彫刻家 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おしごと弟子入り道場 
「能楽師」に弟子入り 
▶ 2014年7月26日（土）10:00-12:30 / 14:00-16:30　根岸舞台 
参加人数：17人（男子7人・女子10人） 

「ブックカフェ」に弟子入り 
▶ 2014年8月8日（金）15:00-18:30　HEIMAT CAFE 
参加人数：15人（男子2人・女子13人） 

「屏風職人」に弟子入り 
▶ 2014年8月21日（木）10:00-12:00 / 14:00-16:00　片岡屏風店 
参加人数：20人（男子5人・女子15人） 

「植木職人」に弟子入り 
▶ 2014年10月19日（日）10:00-12:00 / 14:00-16:00　グリーンプラザ大和園 
参加人数：8人（男子2人・女子6人） 

「チョークアーティスト」に弟子入り 
▶ 2014年11月9日（日）10:00-12:00 / 14:00-16:00　HEIMAT CAFE 
参加人数：15人（男子1人・女子14人） 

「左官職人」に弟子入り 
▶ 2015年3月21日（土）10:00-12:30 / 14:00-16:30　八幡工業 Natura Y’s 
参加人数：13人（男子5人・女子8人） 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おしごとなりきり道場 Special in ISETAN 
▶ 2014年8月12日（火）～15日（金）11:00-17:15　伊勢丹新宿店 
参加人数：309人（おしごと体験160人・プレおしごと体験149人） 
おしごと内容： 
【8月12日】 
おしごと体験…江戸すだれ職人／カメラマン／ 
ジュエリーデザイナー 
プレおしごと体験…ミニほうき／スイーツデコ 
【8月13日】 
おしごと体験…能楽師／バッグデザイナー／ネイリスト 
プレおしごと体験…プチネイル／木製ブロック 
【8月14日】 
おしごと体験…ケーキデコレーター／アナウンサー／マジシャン 
プレおしごと体験…スイーツデコ／おりブローチ 
【8月15日】 
おしごと体験…キャンドルアーティスト／絵馬師／フラワーデザイナー 
プレおしごと体験…羊毛フェルト／パペット 

おしごとなりきり道場 with ものづくり館 by YKK 
▶ 2015年3月28日（土）10:00-18:00　ものづくり館 by YKK 
参加人数：79人（男子22人・女子57人）、延べ87人 
共催：ものづくり館 by YKK 
おしごと内容： 
ファスナー職人／家具職人／カメラマン／ペンキ職人／つまみ細工職人／革職人／建築家 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経済産業省子どもデー 
▶ 2014年8月7日（木）　経済産業省 
参加人数：21人（男子5人・女子16人） 
主催：経済産業省 
おしごと内容： 
キャンドルアーティスト／ウェディングプランナー 

セーフティ グッズ フェア with サイエンスアゴラ 2014 
▶ 2014年11月8日（土）　東京国際フォーラム 
参加人数：21人（男子9人・女子12人） 
主催：東京都、都立産業技術研究センター、キッズデザイン協議会 
おしごと内容： 
キャンドルアーティスト 

キッズワークショップカーニバル in ふくしま 2015 
▶ 2015年3月7日（土）・8日（日）　福島市子どもの夢を育む施設こむこむ 
参加人数：延べ77人（男子21人・女子56人） 
主催：キッズデザイン協議会、福島市子どもの夢を育む施設こむこむ 
おしごと内容： 
【3月7日】 
キャンドルアーティスト／フラワーアクセサリー作家／ライター 
【3月8日】 
フラワーアクセサリー作家／屏風職人／ライター 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テレビ 
2014年 
7月21日　TOKYO MX「TOKYO MX NEWS」 
9月23日　J:COMチャンネル鎌倉「7Days Daily」 

2015年 
2月28日　品川区民チャンネル「しながわEYE」 

インターネット 
2015年 
1月29日　品川経済新聞 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ご協賛 
カモ井加工紙株式会社（マスキングテープのご提供） 
コニシ株式会社（手芸用ボンドのご提供） 
寺西化学工業株式会社（水性ペンのご提供） 

メール配信登録 
2,335人（2015年3月31日現在） 

学生ボランティア登録 
21人（2015年3月31日現在） 

正会員 
14人（2015年3月31日現在） 

登録団体 
子育て応援とうきょう会議 協働会員 
地域教育推進ネットワーク東京都協議会 
文部科学省 土曜学習応援団 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第8回 キッズデザイン賞 
おしごとなりきり道場未来を担う消費者デザイン部門 
コミュニケーションデザイン分野 
受賞作品：おしごとなりきり道場
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