
NPO法人YouthCreate× 一般社団法人DAKKO

NPO法人DAKKO移行記念

投票率85％デンマークでの
子育て・幼児教育とは？

赤ちゃんから始まる民主主義教育の秘訣

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・2020年2月2日（日） 15:00～17:00

18:00～（懇親会）
子どもの森せんだぎ（文京区千駄木5－41－1）

主催 NPO法人DAKKO
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タイムスケジュール

15：00～15：30：NPO法人DAKKOへの移行・デンマークの子育て

・幼児教育について

15：30～16：00：デンマークで行われている民主主義教育とは？

16：00～16：30：日本の学校教育で行われる対話型授業とは？

16：30～17：00：質疑応答・グループワーク

18：00～：懇親会（希望者のみ）



０.自己紹介

経歴

平成6年 岡山県倉敷市に生まれる

（1994年）

平成25年 岡山大学法学部に入学

（2013年）岡山選出の衆議院議員の下で、4年間活動に従事

(計8回の選挙に選対として参加)

子育て支援をフィールドワークとしてボランティアに参加

平成29年 岡山大学卒業後、就職のため上京

（2017年）

平成30年 子育てと社会をふらっとつなぐ「Oya Cafe」を開催（Youth Create主催）

（2018年）

平成31年 子どもの自己肯定感向上のための活動団体

（2019年） 「DAKKO」（一般社団法人）を設立

子どもの放課後を盛り上げる「株式会社ペタゴー」を設立

代表 横張 寿希



1.団体紹介
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子どもの自己肯定感の低さ

子どもの自己肯定感向上がテーマ

内閣府「平成26年版 子ども・若者白書（全体版） 」（2014年）より引用



2.課題（自己肯定感向上のため）
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親御さんの負担・ストレスの軽減

キッズライン「育児ストレス調査」（2017年）より引用

７割以上の方が、子育てにストレスを

感じています。

その多くの原因は、子育てを一人で（孤独に）

担っていることにあります。



3.DAKKOの３大プロジェクト
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目標 子どもの自己肯定感向上

方法
子育て世代の

負担・不安の軽減

支えるプロジェクト

国

ＮＰＯ企業

子育て世代

子育て世代

https://www.silhouette-ac.com/detail.html?id=134332&ct=&n=&sw=%E6%B0%B4%E6%BB%B4
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4.つなぐプロジェクト

Lineで子育ての相談ができる！
7

・広場での親御さん同士の会話
や意見

・地域のオススメイベント・スポット

・子育て相談員等の専門家の
アドバイス

ワークショップで出た意見

（付箋）

子育て広場や児童館に

掲示されている情報

子どもを連れていけるレストランを教えてほしい

なるほど
どちらでお探しですか？

地域名

地域名

地域名

例1 子育て相談

例2 おすすめスポット探し

Ｌｉｎｅに

集約

なるほど
具体的をお聞きしたいですか？

対処法・アドバイス

みんなの体験談

活用できる施設

子どもの夜泣きに悩んでます

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558110011/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QtaW10LmpwL2FyY2hpdmVzLzAwNjIwMS8-/RS=^ADBFKuywqmgXHJXgDZHPEZ7vucfNdw-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEwNCZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NRUWxUcVEzRFdfTi1WaFF1cU1oek9waVRCZTRzWVVrQjAwUV9OaTFURzNkbkxvUUJMaWJuczBxUERqQUEEcAM0NEs1NDRPZTQ0T2I0NENBNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSQRwb3MDMTA0BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558111098/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5uYW9taS1pc2hpa2F3YS5jb20vJUU1JUFEJTkwJUUzJTgxJUE5JUUzJTgyJTgyJUU1JUFEJTkwJUU4JTgyJUIyJUUzJTgxJUE2JUU0JUJDJTlBJUU4JUFEJUIwJUUzJTgzJUFGJUUzJTgzJUJDJUUzJTgyJUFGJUUzJTgyJUI3JUUzJTgzJUE3JUUzJTgzJTgzJUUzJTgzJTk3Lw--/RS=^ADB5p_8U6F1TlPjmgKdGpWRhUzKAqo-;_ylt=A2RCCzP6kd1cA3YAOAaU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558111273/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fNzUwODYwMDFfJUUzJTgzJTk2JUUzJTgzJUFDJUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUI5JUUzJTgzJTg4JUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTlGJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUIwLSVFMyU4MyU5NiVFMyU4MyVBQyVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVCMyVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OCVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyU5RiVFMyU4MyVCMyVFMyU4MiVCMCVFNiU4OCVBNiVFNyU5NSVBNSVFMyU4MyVBRiVFMyU4MyVCQyVFMyU4MiVBRi0lRTMlODIlQjclRTMlODMlQTclRTMlODMlODMlRTMlODMlOTctJUUzJTgzJTkzJUUzJTgyJUI4JUUzJTgzJThEJUUzJTgyJUI5LSVFMyU4MyVBMSVFMyU4MyVBMi0lRTMlODMlQTElRTMlODMlQTIlRTQlQkIlOTglRTclQUUlOEItJUUzJTgyJUI5JUUzJTgzJTg4JUUzJTgzJTgzJUUzJTgyJUFGLSVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBMSVFMyU4MyVCQyVFMyU4MiVCOC5odG1s/RS=^ADBqZEeMmtESQgzaBJNOol.GGNcgKg-;_ylt=A2RCL5Spkt1cHTAAhC.U3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560173149/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL211LWtvZG9tby5raWRzLmNvb2Nhbi5qcC8wMTIzL2pvaG8uaHRtbA--/RS=^ADBio5.BH_A6x5.qmEcUPh23ktFHy8-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE1MCZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NUcDdINnRtQmR5TEg1TG5haHNvZ28wbnNKdERKcFRVSGV1RU5DZzNVakVCMHlKNTNzQklSZW1hdzAEcAM1bzZ5NTZTNjVwMl80NENBNWEyUTZJS3k0NEdtNDRDQTVicUQ1YUMwBHBvcwMxNTAEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560173484/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9nb3FzbWlsZS5jb20v/RS=^ADBbnx6CyPhkiVWrTVeTk_uuvti5OA-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTImbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVHBneXVDdEIwY1hRSHB2NDc4cWtGT2k1WkplVWZueXh1aUtUZ19kbExIMDJ1SXVVNkE1MFBCY2RZNwRwAzQ0T0I0NE9qNDRPRDQ0T0k0NE9jNDRPRDQ0T0k0NENBNDRPSDQ0T2kEcG9zAzIEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560173484/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9nb3FzbWlsZS5jb20v/RS=^ADBbnx6CyPhkiVWrTVeTk_uuvti5OA-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTImbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVHBneXVDdEIwY1hRSHB2NDc4cWtGT2k1WkplVWZueXh1aUtUZ19kbExIMDJ1SXVVNkE1MFBCY2RZNwRwAzQ0T0I0NE9qNDRPRDQ0T0k0NE9jNDRPRDQ0T0k0NENBNDRPSDQ0T2kEcG9zAzIEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560173484/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9nb3FzbWlsZS5jb20v/RS=^ADBbnx6CyPhkiVWrTVeTk_uuvti5OA-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTImbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVHBneXVDdEIwY1hRSHB2NDc4cWtGT2k1WkplVWZueXh1aUtUZ19kbExIMDJ1SXVVNkE1MFBCY2RZNwRwAzQ0T0I0NE9qNDRPRDQ0T0k0NE9jNDRPRDQ0T0k0NENBNDRPSDQ0T2kEcG9zAzIEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560173484/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9nb3FzbWlsZS5jb20v/RS=^ADBbnx6CyPhkiVWrTVeTk_uuvti5OA-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTImbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVHBneXVDdEIwY1hRSHB2NDc4cWtGT2k1WkplVWZueXh1aUtUZ19kbExIMDJ1SXVVNkE1MFBCY2RZNwRwAzQ0T0I0NE9qNDRPRDQ0T0k0NE9jNDRPRDQ0T0k0NENBNDRPSDQ0T2kEcG9zAzIEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
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5.支えるプロジェクト

目標 子育て応援団体の支援

子育て現場での不安や負担といったリアルな声を、保育の現場で活動する方はも

ちろん、一般の親御さんが、ＷＳを通して行政に届けることで、両者にとって意味の
ある・実効性のある施策を実現することが目的です。また、行政の施策を子育て世
代に直接紹介することで既存施策の有効活用を図ります。
2018年のワークショップ開催時には、子育て広場を作りたい親御さんと行政職員
がつながり、子育て広場運営の基礎をつくることができました。

行政と子育て世代をつなぐワークショップを実施

世田谷区で行ったワークショップの模様（2018年）



6.変えるプロジェクト
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2018年、親御さんや子育て支援団体の運営者の方が区議会議員の方に直接

日頃の子育ての悩みや課題を共有し、解決方法を一緒に考えるワークショップ
を開催しました。

政治的アプローチからどのような課題解決ができるのか考えるだけでなく、ど
こまで実行するかなど現実的かつ実践的な話し合いを政治家と直接行えるス
ペースを構築します。

目標 子育て政策・関連予算への関心増

世田谷区で行ったワークショップの模様（2018年）

政治と子育てをつなぐワークショップの開催



7.YouthCreateの活動
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８. 今後の活動

11

2020年4月より、NPO法人DAKKOとして活動予定

NPO法人YouthCreate 一般社団法人DAKKO

X

・主権者教育・出前授業

「模擬選挙」「公園を作ろう」「模擬請願」

「教育プログラムの公開・配布」

・Voters Café

「地域の議員と若者の交流」

「若者と政治をつなぐ」 「子育てと社会をつなぐ」

・子育てと政治をつなぐ

「冊子配布」

・・Oya Café

「地域の議員・行政と子育て世代の交流」

・子育て相談bot開発

新生「NPO法人DAKKO」として発足
・主権者教育・出前授業
・子育て相談bot開発
・Oya Café
・子育てと政治をつなぐ
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デンマークの子育て・幼児教育について

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1562945458/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93b3JsZC1mbGFncy5vcmcvZXVyb3BlYW51bmlvbi9kZW5tYXJrLmh0bWw-/RS=%5EADB4mOlUlAMWHf5D5IyRPgSNMfstwo-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU2V1ZkZmNGNOY0xMdjZ3SkZaeWZTRGJmbzNFSUZ0cnRqb29UU2VOeTJSZ0RvRDhRa1RWaUctTmx3BHADNDRPSDQ0T3o0NE9lNDRPODQ0S3ZJT1didmVhWGx3LS0EcG9zAzEEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-


デンマークの位置



デンマークの基本情報

日本 デンマーク

人口 １億2680万人 580万人（≒千葉「620万人」）

国土面積 37万
7944km²

4万3098km²（≒九州
「3万6750 km²」）

人口密度 336人/km² 135人/km²

GDP 558兆円 39兆円

1人当たりのGDP 440万円 689万円

学力調査（PISA）
（OECD加盟国における比較）

読解力 6位
科学 1位
数学 1位

読解力 10位
科学 10位
数学 7位

GDPに対する学校教育費
（OECD加盟国における比較 2019）

24位/28か国 5位/28か国
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デンマークと言えば！

・国民幸福度 2位（国連2019）

・子供の貧困率 最下位（OECD2019）

・年金の健全性 5年連続1位

（メルボルンマーサー2016）

・「「お母さんにやさしい国ランキング」」第4位

(NGO組織 「セーブ・ザ・チルドレン」 2015)

・時間あたり労働生産性 5位（世界銀行 2017）

・ビジネスがしやすい国 1位（Forbes 2016）
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デンマークの政治事情
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デンマークの政治事情
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デンマークの政治事情
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森の幼稚園の様子
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幼児教育の特徴

いい意味で「子ども扱い」しない、
一人の人間として対応する。

デンマークの幼児教育では、「社会性の育成」に重点を
置いています。

原則として、知識を教えるのではなく、遊びを通して自由
と責任を体験的に学び、対人関係の育成を図ります。
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幼稚園の風景
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幼稚園の風景
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幼稚園の風景
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森遊びから生まれる生きる力

①ものごとを、素直に「受け入れる力」

②ありのままを受け入れ「感じる力」

③周りと「同調する力」

※この３つの力を育むために、森遊びは最高の場所です。

◎引用 : 森のようちえん指導者養成講座2018 スライド資料
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具体例

遊びの時間が終わってもおもちゃを離さない

ルールでは、遊びの時間以外におもちゃは

触ってはダメ。

保育スタッフ（ペタゴー）はどうするのか？
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具体例

対話を促す

保育スタッフ（ペタゴー）

「ルールを決めるときに言えばよかったのに」

「もう一回みんなで話そうか」

⇒遊びのルールについて対話の場を作る。

⇒「実は私も遊びたかった」という意見が聞き出せるかもしれない

自分の意見が少数であっても影響を与えることがある

⇒社会への無力感が植えつけさせない！

決して全否定しない
「ルールだから！」

「みんなできめたから！」
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ベースにあるのは「対話」

×「静かに聞きなさい！」という命令

〇「あなたはどう思うか？」という問い

→対話を通じた学びを深めることによって

自分の考えや行動が社会にどのような

影響を与えるか考える力を育てる

→自ら参画し、作ったルールの中で動く

自然と「規範ある市民に」
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自立を促す環境づくり
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幼稚園の風景



30

幼稚園の風景
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あらゆる場所に学びの要素がある
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ペタゴーの風景



子ども自身が自分の行動に責任をもつという姿勢を
保育者と保護者が共有している

33

現場の基本

基本
「子どもを尊重する、

信頼する｣

周りの大人が
それに寄り添う

子ども自身が自分の
行動に責任をもつ

子どもが主体的に
好奇心を発揮し,主体的に

チャレンジしていく

自然の大きさ、多様性に
より,大人の想像を超える
子どもにとっての様々な
出会いが生まれうる



34

「個」から始まる民主主義
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1人では決してできない夢

→実現のためには、多くの人を巻き込みながら

自己決定し、実現する必要がある。

多くの人の中に、政治や社会、地域が

含まれている。

実現したい夢がある



根底にある依存マインド

アレクシ・ド・トクヴィルの理論

自立した
個人

自立した
コミュニティ

健全な
民主主義

参加 引き受けて考える



根底にある依存マインド

丸山真男の理論

依存的な
共同体

依存的な
個人

無力感の
民主主義

自立と正反対のマインド「依存」が蔓延

参加⇔お任せ
引き受けて考える⇔批判だけ行う
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民主主義教育について

※参考 フィンランドでの平等概念
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民主主義教育について

わかりやすい例

デンマークの平等

→その人のおかれた環境や状況

によってピザのサイズを

変化させていく

例 おなかが減っているか？

ピザの味が好きか？

味を知っているか？



依存マインド

周りの空気を優先し、自分の意見を抑制する。

周りに合わせて、参加はせず、受け手に回る

批判されることを恐れ、人の意見に注視

→結果、自己肯定感が低く、

自分のやりたいことに制限をかけることに、、、

自立マインドを打破できない「空気」の縛り



ついついやっちゃってませんか？

・子どものおもちゃを大人が決めちゃう

⇒問いを与えない

子供の意見を尊重しない・子供の意見表明・選ぶ権利が

なくなってしまう

・答えを全部言っちゃう

⇒子どもとの対話ができない

人の言う通り・お任せになる

・OOちゃんはできてるのに

⇒周りと比較されてしまう・自分の意見はもたない など
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生きがい・社会で生きる力を育むには？

0歳 3歳 6歳 18歳 22歳

自己肯定感を
下げない工夫

・ホームドクター、
助産師、保健師など
の産前からの
包括サポート

・希望する人は
保育園に入れる

・育休制度の充実

・「骨は折っても
心は折らない」
森の幼稚園

・言語や運動能力
の状態に対応し、
補助の先生がつく
（作業療法士など）

・定時帰宅可能

・個性を見るプロ
「ペタゴー」の存在

・個性を見るプロ
「ペタゴー」の存在

・人と比較するテストは
行わない（10年生の1回のみ）

・勉強したい、勉強が
楽しいと思わせる学習作り

・能力があれば、飛び級が可能

・子供のための施設「公園」
「図書館」などの充実

・個性を見るプロ
「ペタゴー」の存在

・馴染めない環境があれば、
学校を変えられる。

・勉強についていけなければ、
留年ができる。

・個性を見るプロ
「ペタゴー」の存在

・仕事内容が向いてなければ、
即就職活動可能（失業保険充実）

・自分探し可能
（大学、フォルケなど無料）

周りと比較
しない

失敗できる
やり直しが可能

「不正解」
はない

自分を大切に
できる・大切に
してもらえる

自分のやりたいこと・
生きがいを見つけられる

「自立」がキーワード

人を巻き込みながら
主体的に行動できる



本当に日本の幼児教育で
できるの？
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民主主義の根幹にある悲劇

ドイツ デンマーク など

イギリス フランス など

憲法は、「悲劇の共有」を前提とし、
かつ「子子孫孫が先祖の意志として
参照する一般意志」として、成立
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民主主義の根幹にある悲劇

日本

大日本帝国憲法・日本国憲法ともに
日本自身で作っていない

明治維新？ 日本国憲法？ 八月革命説？
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個人主義が強い

そもそも個人の自立が強いから
日本では無理？

浜口恵俊（1982）「間人主義の社会日本」 (東経選書)
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対話や議論は、3歳からでもできる

日本の脳科学でも
思考の脳の発達は証明されている
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対話や議論は、いつから活発になる？

質問

みなさんが、サンタクロースを信じなくなったのは
いつですか？
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対話や議論は、特に小学校中学年から

体は小さくても
頭は大人

2014年「マイナビ調査」

https://news.mynavi.jp/photo/article/20141212-a580/images/002l.gif
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対話や議論は、特に小学校中学年から

小学校低学年

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1580630872/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbWVibG8uanAvdGExMTExbWkvZW50cnktMTIzMTYyOTkxNDguaHRtbA--/RS=^ADBgPKxn920VOmoSYDyJdxm20rvnuk-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTYmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUkRDRWJUYmtlZjFtOTBZMjhyU0pNOVNhRmlUeEozWm5neC1KanFscHpUZkY2UkxyVG1Db19lWW5FBHADNDRLeTQ0T0Q0NE9FBHBvcwM2BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1580630872/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbWVibG8uanAvdGExMTExbWkvZW50cnktMTIzMTYyOTkxNDguaHRtbA--/RS=^ADBgPKxn920VOmoSYDyJdxm20rvnuk-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTYmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUkRDRWJUYmtlZjFtOTBZMjhyU0pNOVNhRmlUeEozWm5neC1KanFscHpUZkY2UkxyVG1Db19lWW5FBHADNDRLeTQ0T0Q0NE9FBHBvcwM2BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
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自立の根幹となる自己肯定感
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自立の根幹となる自己肯定感



ついついやっちゃってませんか？

・いい子にしたら抱っこしてあげる

・あなたは◯◯大学に入るのよ

・良い子にしてたらゲーム買ってあげる

など

条件付きの
愛情



ついついやっちゃってませんか？

・親からの愛は条件をクリアしないと受け取れないもの

⇒無償でない（努力しないとダメ）

⇒自分の個性を曲げてでも頑張らないと

（得意が伸びない）

・自分以外の存在になれないと愛されない

⇒コンプレックスが強くなる

（自分の悪い部分ばかりが目立つ）

など
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自己肯定感構築に必要な愛着形成
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自己肯定感構築に必要な愛着形成

思ってもらえる唯一の人

（唯一の味方）

いい子にしたら守ってあげる

いい子にしないとダメ

自分の存在を変えないと

お母さんに
過度に従順に
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お母さんに守ってもらえないと

自立からは
程遠くなる
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自己肯定感構築に必要な愛着形成
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人の言う通りのほうがラク

人の言う通りにしよう

自分の意見をもたない

自立からは
程遠くなる
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生まれたては自己中が当たり前

しつけは3歳から
がちょうどいい
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自己肯定感構築に必要な愛着形成
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日本でできる幼児教育は？

幼児教育では
けん玉・昔遊びなど手先を使ったり、リズムを使う

など直感でできる単純遊びがいい
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科学的根拠に基づいた発達の理解

中山芳一先生著「非認知能力が子どもを伸ばす」

￥1800
今だけ税抜き
価格で販売中
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科学的根拠に基づいた発達の理解

3月7日（土）15：00～

子どもの能力が決まる6歳～12歳までの育て方
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デンマークからわかったこと

対話 問い

受け入れ・包容
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学校現場での対話について

日本の学校教育で行われる対話型授業とは？
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みんなの言う通りいきてきたのに

進学率のいい高校 有名大学

有名企業

充実した大学生活

楽しい日常
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混乱を極める子育て・若者分野

物は豊かなのに、

平和な世の中なのに、

いきづらい社会何かが足りない
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平和なのになぜこんなに生きづらい？

（2017年2月時点：なおたんききまっくす調査）
現状に不満があるのに、

行動に移せない

http://なおたんききまっくす.jp/sigotoyametai.html
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平和なのになぜこんなに生きづらい？

「2018年新成人に関する調査」
調査期間：2017年12月15日～17日
有効回答数：500人
調査：マクロミル

学びの源泉となる大きな夢・目標・やりたいことがない

若者世代が多い
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生きがい・社会で生きる力を育むには？

0歳 3歳 6歳 12歳

社会に出ても、心を折らず、自立して
生きがいを持って生きられる社会へ

自己肯定感をもつ やりたいことを見つける やりたいことを社会に出て実現する

「主権者教育出前授業」（小・中・高校）
「若者・子育てと政治をつなぐ」関連事業

対人支援専門職の社会的地位向上
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DAKKO・ペタゴーの想い

親御さんの自己肯定感の向上無くして
子どもの自己肯定感の向上なし

子どもの自己肯定感無くして、
日本の発展・成長なし

子ども・子育て・若者分野、
みんなの生きがいは、目には見えないけど

最も大きな国益
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民間学童保育のオープン！

ボランティア
大募集！
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物販のお知らせ

ハンドブック「子育てと政治をつないだら」

￥２００
で販売中

￥２００
で販売中
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物販のお知らせ

中山芳一先生著「非認知能力が子どもを伸ばす」

￥1800
今だけ税抜き
価格で販売中
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今後のお知らせ

2月29日（土）オーストリアのゆとりのある子育て
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科学的根拠に基づいた発達の理解

3月7日（土）15：00～

子どもの能力が決まる6歳～12歳までの育て方
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学生スタッフ募集

平日に
お手伝いできる人

大募集！

若者と政治をつなぐ「出前授業」

子育て相談bot開発

学童保育ボランティアスタッフ
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アンケートQRコード


