
第5回
世界青少年「志」プレゼンテーション大会

 ～誰もが志でつながる世界を創る！～

World Youth Kokorozashi Presentation Competition

2022年10月10日（月祝）

東京ウィメンズプラザホール＆オンライン配信

～誰もが幸せに
なるために～

志 が地球を救う
こころざし

私の想い届け!

主催 ： 一般社団法人 志教育プロジェクト

共催 ： 日本学ユニバーシティ（JU）

後援 ： 文部科学省、  環境省、 外務省、 読売中高生新聞

主管 ： 世界青少年「志」プレゼンテーション大会実行委員会

みんなの志で
Great Wave を創ろう !

みんなの志で
Great Wave を創ろう !

HOKUSAI 志モザイクアート
プロジェクト



」 とは
「 KOKOROZASHI 世のため、人のため、未来のために

自分の心の奥底にある崇高な想いを
自他を活かして実現していく決意」 とは

「 KOKOROZASHI 世のため、人のため、未来のために
自分の心の奥底にある崇高な想いを
自他を活かして実現していく決意

私達は、志を明確にすることが、とても大切なことだと考えています。
「志(kokorozashi)」を持つことで、世の中に対する自分の役割
が明確になるからです。
本大会は、世の中が抱えている課題を解決したり、人々の幸せに
貢献できる仕事を創ったり、困っている人を助けたり、世界を繋ぐ
架け橋となったり、地球規模の問題に向き合ったりという自分の

役割を果たそうとする事を決意した、若者たちの発表の場です。

志の力には大人も子どももありません。
そのプレゼンテーションには感動があります。
私たちが託す、未来を創る若者たちの熱き思いをどうぞお聴きく
ださい。
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プレゼンター紹介プレゼンター紹介

河田 美瑠
KAWATA Miru

埼玉県・高校2年
わたしの志は

中高生にとってビジネスという選択肢が当たり
前の時代と誰もが夢と勇気を持てる社会を創る

松本 祐人
MATSUMOTO Yuto

兵庫県・高校2年
わたしの志は

環境に左右されず価値ある情報にたどり
着ける社会にする

中林 瑛志
NAKABAYASHI Eishi

石川県・大学4年
わたしの志は

笑顔溢れる地球にする為に、共育者となり、
世の中を改新する

星 更沙
HOSHI Sarasa

東京都・高校1年
わたしの志は

須藤 風子
SUDO Fuko

滋賀県・高校3年
わたしの志は

全ての生き物を守るため、海洋環境に関する
諸問題を解決する

松井 莉桃
MATSUI Rito

滋賀県・大学準備中
わたしの志は

私に関わる全ての人に変革を起こす渦の目
となり希望に満ちた未来へ導く

ヴィシチ・カリス
VISHITI Callis

カメルーン共和国・大学1年
わたしの志は

希望を持った若者たちに、地域社会にポジ
ティブな変化をもたらすために必要なスキ
ルとリソースを身につけさせ、力を与える

マッセンゴ ・ ヘンリー
MASSENGO Henri

コンゴ民主共和国・大学2年
わたしの志は

学校を離れた若い人たちが、起業の夢を
実現できるように、そして誰もが地域社会の
発展に参加できるように、役に立つ

杉本 雄飛
SUGIMOTO Yuhi

愛知県・大学３年
わたしの志は

   
在りたい姿から輝きを創る

馬場 ゆう
BAMBA Yu

京都府・小学4年
わたしの志は

病気の人のせんたくしを増やすために、大好
きな魚の再生能力を研究し、弱っている人に
対して、飲みやすい薬を作る探究をする

徳川 あおい
TOKUGAWA Aoi

東京都・大学4年
わたしの志は

多くの人の「人との出会い、人生の可能性」を
広げ、1人ひとりの人生をより豊かにする！

今村 柚巴
IMAMURA Yuzuha

東京都・大学4年
わたしの志は

全ての若者が自分のスキ、を表現する世界
を作るため、 学校を飛び出して宇宙で学生
生活を送ることのできる未来を作る

子供達と一緒に日本を環境先進国にする



下村博文
元文部科学大臣

衆議院議員

審査員長

株式会社フォーバル代表取締役会長
公益資本主義推進協議会会長

大久保秀夫
元文部科学副大臣

東京大学 ・ 慶應義塾大学教授

鈴木　寛 尾山優子
環境パートナーシップ会議（EPC）理事

事務局長

白駒妃登美
株式会社ことほぎ代表取締役
福岡大学経済学部非常勤講師

一般社団法人志教育プロジェクト理事長
日本学ユニバーシティ学長

出口　光
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

佐々木喜一

13 ： 00

13 ： 35

15 ： 25

開　幕 ・ オープニング

「志」プレゼンテーション

休　憩

15 ： 30 HOKUSAI志モザイクアートプロジェクト報告

16 ： 10 審査結果発表 ・ 表彰

16 ： 30 閉　幕

16 ： 45 休憩

17 ： 00 アフターパーティー

19 ： 00 閉会 ・ 解散

・ 閉会の挨拶
・ エンドロール

・ 乾杯
・ 「ファイナリスト応援の輪をつくろう！」

・プレゼンターの紹介
・1名5分間のプレゼンテーション
・講評

プログラムプログラム

審査員紹介審査員紹介

ミュージシャン
三木誉恵留

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。

テーマソング

オンライン
投票フォーム

ファイナリストへ
応援メッセージを送ろう !



【最優秀賞受賞者】 【ファイナリスト】
●志共育基礎講座１～３へ無料ご招待（通常11万円）
●歴代ファイナリストのコミュニティに参加できます。
●あなたの「志」実現に向けて実行委員会が応援、主催、共催、
　協賛企業、個人などとお繋ぎして活躍の場を提供します。
　

【プレゼンター応募者】
●全員：互いの志を応援し支え合うコミュニティ 『WYK志プラット
　ホーム』への参加ご招待をいたします。
●一次審査通過者：志共育基礎講座の体験会へ無料ご招待
　 （通常3,000円）

●カンボジア研修旅行ご招待
　（教育施設など視察）

●ゲストスピーカーとしてご招待
　 2023年2月18日（土）  第10回全国志ビジネスプレゼンテーション大会
　 に登壇していただきます。

●最優秀賞には文部科学大臣賞及び環境大臣賞が
　授与されます。

プレゼンターへの特典

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

office@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 ホームページ https://kokorozashi.me/

Facebook
Instagram Twitter

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

ご購入はこちらから

◆志を明確にするために　～志マンガテキスト～

「夢を叶える方法～志の法則」
Amazonから発売されています。マンガを読み進めていくことで自分の「志」を明確に
することができる、とっても面白い画期的な漫画テキストです。こちらを活用すること
をお勧めします。

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

（原作：出口 光  / 脚本：小山 高生 / 画：青野 渚 ）

『KOKOROZASHI』　
作詞作曲 / 三木誉恵留 (Joel Miki)

世界青少年「志」プレゼンテーション大会
テーマソング

たとえどんな困難に襲われようとも
決して揺らがない想いがある
たとえその声が震えていようとも
その灯を消してはいけない

何のために生きるのか
何のために生まれてきたのか
私たちが宇宙（ここ）にいる理由
全てに源がある
世のため人を想うとき
どこからか囁きが聞こえる
自分にその資格があるのか
それでも消えはしなかったこの想い

心の奥底に誰もがもってる
その氣高き願いにこそ
目を向けてゆこう
見ようと決めたことしか
見えないのだから

たとえどんな困難に襲われようとも
決して揺らがない想いがある
たとえその声が震えていようとも
その灯を消してはいけない
それこそがあなたが
あなたである理由の光
この世界を照らす光なのだから
この世界を照らす光なのだから

この世でたった一つの
魂がやりたいことがある
求めて止まないその道に
生命を燃やしてゆこう

その命の炎の光は
他でもないあなた自身の輝き

己の無力さを嘆いているのは
そこにあなたしかできない
未来があるから
不安も嘆きも全て飛び越えてゆこう

たとえこの生命半ばで尽きようとも
必ず誰かが受け継いでく
たとえ違うように見えていたとしても
目指す頂はみんな同じ
紡がれる想いは
時代（とき）を越え
国境（くに）を越えて

この世界をつなぐ光なのだから
この世界をつなぐ光なのだから
この世界を照らす光なのだから

https://www.instagram.com/2022wyk/ https://twitter.com/WYK_KOKOROZASHI



ご協賛いただいた皆さまご協賛いただいた皆さま

▪岩切 敏晃 　　 ▪株式会社カンキョーアイ 代表取締役　神谷 誠一郎
▪京都信用金庫　▪株式会社好学出版　▪株式会社創英コーポレーション
▪堤 裕　　　  　▪ＴＣＯ２株式会社　▪なお眼科クリニック  廣芝 直子
▪株式会社日能研関東 代表取締役  小嶋 隆　
▪学校法人西大和学園 西大和学園中学高等学校
▪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HIRAYAMA　▪株式会社平安コーポレーション

▪株式会社 リライブ販売
▪大久保 秀夫　  ▪株式会社MONOLITH Japan
▪株式会社ヒューマレッジ
▪株式会社スプリックス  代表取締役社長 常石 博之
▪日本政策学校 ▪アルビオンアート株式会社

▪株式会社ウィザス 代表取締役社長　生駒 富男　▪株式会社自在 遠藤 正彦　▪㈲P&K 神之門 政孝
▪教育開発出版株式会社 関西支社　▪株式会社ケーイーシー 代表取締役 小椋 義則　▪株式会社私塾界
▪株式会社塾と教育社　▪有限会社テクネ・ジャパン　  ▪なんば社会保険労務士法人 代表社員 難波 聡明
▪VIDA株式会社 古川一就　▪株式会社ホットライン　▪有限会社秋山木工　▪芦田会計事務所
▪伊藤屋ホールディングス株式会社　▪株式会社エレファント　▪株式会社ケイルック　▪桂新堂株式会社
▪坂口循環器科内科医院　▪柴田歯科医院 柴田 貞彦　▪尼川 惠一　▪IMARI 共育センター 所長 福井 秀平
▪伊佐田 百合子　▪株式会社石垣　▪会社S.S.I 佐藤 信寿　▪有限会社エムエーオー 代表取締役 高橋 真佐夫
▪江口 克彦　  ▪エボブレイン有限会社　 ▪大橋商事株式会社　▪大島 九州男　▪大内 隆美　▪大竹 美喜
▪越智 健一郎　▪神谷 陽子　▪木村隆紀　▪NPO法人キッズ・ドリーム・パートナーズ　▪北井 一正
▪黒竹 節人　  ▪黒岩 貴　　▪草鹿 広　  ▪株式会社グランシップ　▪近藤 正隆　▪ゴウダ株式会社
▪笹嶋 陽子　  ▪財木 孝太　▪坂井 信介　▪渋澤 健　▪翔藍コンサルティング株式会社
▪株式会社ジー・オフィス　▪株式会社縄文環境開発　▪白石 慈恵　▪学校法人聖パウロ学園　▪谷村 秀格
▪常石 博之　▪株式会社ナナパシフィック　▪西村 和雄　▪ノートルダム女学院中学高等学校　▪野村 啓介
▪株式会社 一杢 代表取締役社長 人見 幾生　▪平井 英孝　▪株式会社鳳月ビル　▪深萱 広子
▪福田 純子　▪森川 和彦　  ▪森山 裕二　▪安田 伊佐男　▪株式会社ユワナビ 中村 弘美
▪株式会社リゼミ太田 義人　▪和田健太郎　▪和田 浩一

▪株式会社エヌ・ティー・エス (NTS)
▪一般社団法人国際徳育協会　武学士レノンリー
▪野田配管工業株式会社 代表取締役 野田 秀太郎　▪佐野 雅彦
▪池端 美和　　▪北見 俊則　　▪小出 潤　　▪斉藤 ともち　▪城倉 邦嘉　▪高橋 美智子　▪津田 好明
▪中野 智彰　　▪小笠原 悦子　▪望月 俊孝　▪浅黄 祐樹　　▪安生 祐治　▪安藤 寛志　　▪石川 博信
▪浦上 豊　　　▪大滝 世津子　▪蒲田 浩二　▪木村 隆志　　▪小林 祈　　▪國領 満男　　▪坂井 直美
▪佐々木 可織　▪島津 聖　　　▪関川 幸児　▪高澤 真　　　▪高橋 藍子　▪高橋 咲子　　▪高橋 浩
▪高山 陽輔　　▪橘 修吾郎　　▪田中 依子　▪NPO法人ドリームサラリーマンミーティング
▪長濱 彩　　　▪長濱 雅徳　　▪新田 節子　▪野田 拓也　　▪箸本 知希　▪平田 由里子　▪平井 厚子
▪福井 秀平　　▪帆足 二郎　　▪細見 純子　▪増田 直人　　▪矢向 礼依　▪横山 成人

■ 協賛のご案内
来年以降も世界青少年「志」プレゼンテーション大会を実施するため、志共育を
日本や世界に広めていくために、協賛金の募集をしております。毎月のご協賛
（志マンスリーサポーター）もしくは今回のご協賛からお選びいただけます。

・協賛ページURL　https://kokorozashi.me/supporter/



【第5回世界青少年「志」プレゼンテーション大会　事後アンケート】
来年の大会運営の参考にさせていただきますので、ぜひ回答をお願い致します。

【講座について （講座は全てZOOMで行います）】

【志プラットホーム  ～志でつながるコミュニティ～】

本大会の主催団体、一般社団法人志教育プロジェクトが実施する講座のご案内です。世界青少年「志」
プレゼンテーション大会への参加特典として無料ご招待致しますので、ぜひご参加ください。

● 夢や志ある子どもを育てる講座 （大人向け・ZOOM）
どうしたらファイナリストのような若者が育つのだろう？知りたいと思いませんか？
過去ファイナリストのご家族にもインタビューし、エッセンスをこの講座に凝縮しました。

　下記の日程より 1日をお選びください。

　　　　10月 29日（土）10:00～11:30
　　　　11月   5 日（土）10:00～11:30
　　　　11月 13日（日）10:00～11:30

● ユース立志講座 （若者向け）
生まれてきた意味はなんだろう？
何のために学ぶのか？
その答えは自分の中にある。
自分の心の奥底にある崇高な想いに触れ、志を立てる体験をします。

　　　　11 月 13日 ( 日 ) 19:30 ～ 22:00

もっと志教育プロジェクトや志共育講座のことを知りたい方は、
メルマガ登録をお願いします。

　  一般社団法人志教育プロジェクト  メールマガジン
　  「KOKOROZASHI」登録はこちらから

過去のファイナリストや志ある若者を応援するコミュニティです。
参加の仕方、コミュニティのルール等はこちらから。


