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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。 

　2016年度は、『おしごとなりきり道場』を埼玉県ではじめて開催いたしました。また、企業が
講師としてご協力いただくケースも増えてきております。『おしごと弟子入り道場』は、前年に比
べ回数が少なくなったものの、着実に開催しております。企業との協働事業としては、起業体験プ
ログラム『おしごとおこし道場』に加え、『道場やぶり おしごとチャレンジ』を開催いたしまし
た。夏休みには日本橋三越本店において、6日間のイベントも開催いたしました。そのほか、小学
校や特別支援学校の放課後教室でもプログラムを実施するなど、おしごと体験を行う機会が増え
ております。こうした取組みの結果、多くのみなさまに活動への共感をいただくとともに、さま
ざまなご支援をいただくことができました。 

できるだけ多くのこどもにおしごと体験による「夢★デザイン」を！ 

　2017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』は、年3回のペースで開催
していきます。『おしごと弟子入り道場』は、体験場所とともに開催回数も増やしていきます。企
業と連携した個別のプロジェクトは、企業向け研修プログラムとも連動しながら推進していきます。
また夏休みには、地方ならではのおしごとが体験できるツアー型のおしごと体験イベントも企画
する予定です。さらには、学校教育を支援するためのプログラムの実施や、商業施設でのイベント
実施など、さまざまなアプローチでできるだけ多くのこどもたち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。 
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● 夢★らくざプロジェクトについて



おしごとなりきり道場 
▶ 2016年6月12日（日）10:00-18:00　文化ファッションインキュベーション 
参加人数：247人（男子40人・女子207人）、延べ456人 
後援：子育て応援とうきょう会議、渋谷区教育委員会 
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「パペット編」／「キットパスアート編」／「ワッペン編」
【小学1～3年生向け】 
パーティープランナー／バッグデザイナー／チョークアーティスト／ 
料理研究家／マジシャン／アロマセラピスト／アナウンサー／美容師／ 
イラストレーター／キャンドルアーティスト 
【小学4～6年生向け】 
秘書／料理研究家／イラストレーター／ウェディングプランナー／マジシャン／ 
ファッションデザイナー／アロマセラピスト 

▶ 2016年10月16日（日）10:00-18:00　晴海客船ターミナルホール 
参加人数：207人（男子56人・女子151人）、延べ395人 
後援：中央区教育委員会 
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」／「ワッペン編」 
【小学1～3年生向け】 
気象予報士／新聞記者／靴みがき職人／鍼灸師／ 
メディカルイラストレーター／ジュエリーコーディネーター／ 
コピーライター／グラフィックデザイナー／カラーセラピスト／ウェディングプランナー／ 
ファッションデザイナー／パーティープランナー 
【小学4～6年生向け】 
弁護士／新聞記者／脚本家／保健室の先生／インテリアコーディネーター／マジシャン 
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● 自主事業



▶ 2017年3月19日（日）10:00-18:00　川口総合文化センター・リリア 
参加人数：273人（男子73人・女子200人）、延べ441人 
後援：川口市教育委員会、テレ玉、埼玉新聞社 
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「コサージュ編」／「シュシュ編」／「ワッペン編」 
【小学1～3年生向け】 
入浴剤研究者／声優／整理収納アドバイザー／ヘアメイク／建築家／ 
キャンドルアーティスト／ファッションデザイナー／畳職人／ 
イラストレーター 
【小学4～6年生向け】 
漢方薬研究者／アートディレクター／アナウンサー／気象予報士／キャンドルアーティスト／畳職人 
【小学1～6年生向け】 
和紙職人 
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● 自主事業



おしごと弟子入り道場 
木製メガネ職人に弟子入り 
▶ 2016年7月3日（日）10:00-12:00 / 14:00-16:00　63mokko 
参加人数：11人（男子2人・女子9人） 

カーディーラーに弟子入り 
▶ 2016年9月19日（月・祝）10:00-12:00 / 14:00-16:00　東京トヨペット 東雲研修センター 
参加人数：23人（男子16人・女子7人） 

チョークアーティストに弟子入り 
▶ 2016年11月22日（土）10:30-12:30 / 13:30-15:30 / 16:00-18:00　Ravo*Labo. 
参加人数：24人（男子5人・女子19人） 

農しごと弟子入り道場 
梅農家に弟子入り 
▶ 2016年5月29日（日）10:00-13:00　山口農園 
参加人数：14人（男子4人・女子10人） 
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● 自主事業



おしごとおこし道場 
▶ 2016年7月28日（木）9:15-18:00　東京スター銀行 本店 
参加人数：18人（男子9人・女子9人） 
共催：株式会社東京スター銀行 
後援：港区教育委員会 

 

道場やぶり おしごとチャレンジ ～ファッション大作戦～ 
▶ 2016年11月6日（日）13:30-17:00　東京ソワール 本社 

11月13日（日）10:00-17:00　文化ファッションインキュベーション 
参加人数：26人（女子26人） 
共催：株式会社東京ソワール、 
　　　学校法人文化学園 文化ファッション大学院大学 
協力：ブラザー販売株式会社、Original Stitch 
後援：港区教育委員会、渋谷区教育委員会 
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） 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● 協働事業



三越こども博 おしごとなりきり道場 
▶ 2016年8月3日（水）～8日（月）　日本橋三越本店 
参加人数：484人（おしごと体験258人・プレおしごと体験226人） 
おしごと内容： 
【おしごと体験】 
チョークアーティスト／建築家／印章彫刻家／能楽師／左官職人／ 
畳職人／江戸すだれ職人 
【プレおしごと体験】 
羊毛フェルト、畳コースター、ワッペン 

おしごとなりきり道場 in ららぽーと富士見 
▶ 2016年8月13日（土）・14日（日）　ららぽーと富士見 
参加人数：142人（男子38人・女子104人） 
おしごと内容： 
マジシャン／フラワーデザイナー 

子供のお仕事塾 
▶ 2016年9月25日（日）　BumB東京スポーツ文化館 
参加人数：30人 
主催：東京都教育委員会／BumB東京スポーツ文化館 
おしごと内容： 
料理研究家／夢マップ作り 

おしごとなりきり道場 in 渋江小学校 
▶ 2016年11月20日（土）　葛飾区立渋江小学校 
参加人数：116人 
主催：渋江東町会 
おしごと内容： 
アロマセラピスト／料理研究家／畳職人／ファッションデザイナー／イラストレーター 
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● 委託事業



GOOD JOB! ～いなわしろワクワクおしごと体験～ ※企画監修 
▶ 2016年11月23日（水・祝）　国立磐梯青少年交流の家 
参加人数：68人、延べ177人 
主催：一般社団法人猪苗代青年会議所 
協力：猪苗代消防署、NPO法人東京学芸大こども未来研究所 
後援；猪苗代町教育委員会、磐梯町教育委員会、北塩原村教育委員会 
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： 
消防士／ウェディングプランナー／カメラマン／大工／リハビリのおしごと／美術館のおしごと／ 
旅館のおしごと／自然ガイド／ライター 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● 委託事業



おしごとなりきり出前道場 
▶ 2016年7月9日（土）　王二クラブ（都立王子第二特別支援学校 放課後子供教室） 
参加人数：26人 
おしごと内容： 
チョークアーティスト／アロマセラピスト 

▶ 2016年8月30日（火）　尾久六にこにこすくーる（荒川区放課後子ども教室） 
参加人数：15人 
おしごと内容： 
マジシャン／イラストレーター 

▶ 2016年11月11日（金）・12月27日（火）・2017年1月27日（金）  
汐入小にこにこすくーる（荒川区放課後子ども教室） 
参加人数：56人 
おしごと内容： 
アナウンサー（11月）／ファッションデザイナー（12月）／ウェディングプランナー（1月） 

▶ 2017年2月23日（木）・24日（金）　汐入東小にこにこすくーる（荒川区放課後子ども教室） 
参加人数：24人 
おしごと内容： 
アナウンサー／マジシャン 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● 学校教育支援事業



テレビ 
2016年 
6月22日 イッツコムチャンネル「地モトTV おかえり！TOKYO」 
10月1日 べイネットコミュニティチャンネル「Channel Bay 情報局」  

新聞 
2016年 
8月8日 金融経済新聞 
9月22日 カーアンドレジャーニュース 
10月24日 日刊自動車新聞 
11月9日 毎日小学生新聞 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● メディア掲載



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） 
寺西化学工業株式会社（水性ペンのご提供） 

ご協力 
文部科学省（職員のボランティア派遣） 

メール配信登録 
3,719人（2017年3月31日現在） 

正会員 
11人（2017年3月31日現在） 

ボランティア登録 
20人（2017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 会員 
文部科学省 土曜学習応援団 
寄付月間 賛同パートナー 
全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 会員 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● ご支援



第10回 キッズデザイン賞 
子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門 
受賞作品：おしごと弟子入り道場 
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● 受賞
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