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＜本　社＞
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「未来の働き方」を創造する



こども夢の商店街のビジョンとミッション

Vision&Mission

小学生から大学生までのキャリア教育と、

資本転化しない補完通貨の普及を通じて、

「未来の働き方」を創造します。

Operation

こども夢の商店街の運営

こども夢の商店街は、小学生を対象とするキャリア教育イベントで、実行委員の大学生と高校生を中心として、

中学生から大学生までのこどもサポーターが運営の中心を担っています。こども夢の商店街は1日に数千人が

来場する大規模な事業で、2013年に愛知県で初開催されて以来、これまでに60回以上が開催され、来場者数

は14万人を超えています。

これまでにこどもサポーターとして参加した学生は3000人を超え、そのうちの80人以上の大学生と高校生が

実行委員会に所属しています。こどもサポーターは活動日ごとに社会人基礎力を自己診断し、自分自身の成長

につなげながら活動に参加しています。実行委員会に所属する学生は、イベント当日だけでなく、こどもサポー

ターの募集段階から関わり、イベントごとに改善点を話し合い、PDCAサイクルを回しています。

こども夢の商店街の運営費は、イオンモール株式会社、イオンリテール株式会社、DCMホールディングス株式

会社、公益財団法人トヨタ財団、カルビー株式会社、住友生命保険相互会社、トヨタすまいるライフ株式会社、株

式会社中京テレビサービスといった企業からの事業委託費や助成金によって賄われています。
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連携 3 タスクフォースでのグループ活動

キャリア教育、組織運営、広報、社会調査など、特定

のテーマを設定し、ゼミまたは学内公募有志をタス

クフォースとして募ることができます。2018年度、中

京大学現代社会学部長澤ゼミでは、のべ50人以上

のゼミ生が当日運営に参加しながらこども夢の商店

街の社会的影響を調査し、報告書にまとめました。

教育機関としての地域連携と地域活性化

2016年度、愛知学院大学地域連携センターで学生

有志を募り、愛知学院大学の有志学生が中心となっ

てこども夢の商店街を愛知地球博記念公園で開催

し、その活動実績が学内で表彰されました。

2016年度から星城大学まちづくり実行委員会に所

属する学生が複数会場で当日ボランティアとして参

加しながら運営ノウハウを身につけ、資金集めから

当日運営までを担ってこども夢の商店街を3年間連

続で単独自主開催しました。

連携 4

教育機関との連携

Cooperation

　これまでに44(2019年8月現在)の高等教育機関と連携しながら多数の学生に参加いただいています。

自分自身の成長を実感する学生が多いことがこども夢の商店街の特徴です。

就職活動でこども夢の商店街での活動経験をアピールする学生はかなりの数に上り、活動経験が採用担当者

に注目されたという声も聞きます。また、名古屋大学、東北大学など、全国様々な大学にこども夢の商店街とお

むすび通貨を卒論テーマに選ぶ学生がいます。

連携 1 こどもサポーターの募集

年間1000人を超える学生ボランティアのほとんど

は学校からの紹介を受けて参加しています。こども

夢の商店街でのこどもサポーターとしての活動は、

奉仕活動というよりむしろ、学生自身のキャリア形

成に役立つ成長の機会として捉えられています。

座学とこどもサポーター活動を組み合わせた単位認定講座

愛知学院大学では2016年度から地域連携学講座

としてこども夢の商店街とおむすび通貨について学

生が学んでいます。2019年度は会場でのボラン

ティア活動を含む10コマの単位認定講座になって

います。

連携 2
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活動を通じて学生に身につくこと

Support you Voice

学生の声

全ての学生にとって就職後に必要とされる社会人基礎力を養うことができ、

特定分野では専門的な知識／能力も身に付けることができます。

これまでに参加した学生たちがこのイベントを通して、

どんな感想を持ったのかをご紹介します。

社会人基礎力

活動全般を通じて、主体性、実行力、働きかけ力、規律性、発信力、傾聴力、柔軟性、ストレスコントロール力、状

況把握力といった社会人基礎力を身に付けることができます。さらに実行委員会に入り、タスクフォースに参加

することで、課題発見力、計画力、実行力といった社会人基礎力を身に付けることができます。

専門的知識／能力

教育分野

社会科学分野

経営分野

経済分野

人文科学分野

生涯学習やコミュニティの活性手法を学ぶことができます。

組織運営やソーシャルビジネスを実践的に学ぶことができます。

欧米型の補完通貨を実践的に学ぶことができます。

企業広報を実践的に学ぶことができます。

新学習指導要領で重視されている「生きる力」について実践的に学ぶことができます。
継続参加することで、教室運営に役立つコーチングスキルとリーダーシップが身につきます。

自分自身のいいところを発
見できるし、日本全国に友
達ができる。熱すぎて、好き
すぎます！
日本文化大学　今井智也

自分自身のいいところを
発見できる

自分の提案でより良くなる

提案がきちんと議論され、こども
夢の商店街がより良くなっていく
ことを肌で感じられる。

滝高校　富田尚幹

自分らしくいられる環境で
ポジティブになれた

運営会議などを通じて自分がど
ういう役回りを得意、不得意と
しているのかを改めて認識しま
した。

愛知大学　守下 虹輝

こども夢の商店街は、小学生の
こども達だけでなく、自分自身
も成長できるもの。こども好き
なら絶対に楽しいと思います！

一宮商業高校　石井玲奈

自分自身も成長できる

リーダーとしての自覚

サポーターに教えたり、みんなを
まとめたりすることに責任感を持
つようになり、自分が今何をすべ
きか考えて動けるようになった。

愛知県立大学　臼井沙織

多くの人と交流できて、

考え方、 知識が

身につくんだな。

チャレンジしよう！

私はこのイベントに参加したこと
で今の社会人生活があると思い
ます。自由な時間がある大学生の
うちにいろんなことにチャレンジ
してください！

〈OB〉
はごろもフーズ株式会社　小竹菜月
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Support you Voice

学生の声

全ての学生にとって就職後に必要とされる社会人基礎力を養うことができ、

特定分野では専門的な知識／能力も身に付けることができます。

これまでに参加した学生たちがこのイベントを通して、

どんな感想を持ったのかをご紹介します。

社会人基礎力

活動全般を通じて、主体性、実行力、働きかけ力、規律性、発信力、傾聴力、柔軟性、ストレスコントロール力、状

況把握力といった社会人基礎力を身に付けることができます。さらに実行委員会に入り、タスクフォースに参加

することで、課題発見力、計画力、実行力といった社会人基礎力を身に付けることができます。

専門的知識／能力

教育分野

社会科学分野

経営分野

経済分野

人文科学分野

生涯学習やコミュニティの活性手法を学ぶことができます。

組織運営やソーシャルビジネスを実践的に学ぶことができます。

欧米型の補完通貨を実践的に学ぶことができます。

企業広報を実践的に学ぶことができます。

新学習指導要領で重視されている「生きる力」について実践的に学ぶことができます。
継続参加することで、教室運営に役立つコーチングスキルとリーダーシップが身につきます。

自分自身のいいところを発
見できるし、日本全国に友
達ができる。熱すぎて、好き
すぎます！
日本文化大学　今井智也

自分自身のいいところを
発見できる

自分の提案でより良くなる

提案がきちんと議論され、こども
夢の商店街がより良くなっていく
ことを肌で感じられる。

滝高校　富田尚幹

自分らしくいられる環境で
ポジティブになれた

運営会議などを通じて自分がど
ういう役回りを得意、不得意と
しているのかを改めて認識しま
した。

愛知大学　守下 虹輝

こども夢の商店街は、小学生の
こども達だけでなく、自分自身
も成長できるもの。こども好き
なら絶対に楽しいと思います！

一宮商業高校　石井玲奈

自分自身も成長できる

リーダーとしての自覚

サポーターに教えたり、みんなを
まとめたりすることに責任感を持
つようになり、自分が今何をすべ
きか考えて動けるようになった。

愛知県立大学　臼井沙織

多くの人と交流できて、

考え方、 知識が

身につくんだな。

チャレンジしよう！

私はこのイベントに参加したこと
で今の社会人生活があると思い
ます。自由な時間がある大学生の
うちにいろんなことにチャレンジ
してください！

〈OB〉
はごろもフーズ株式会社　小竹菜月



Record

こども夢の商店街の実績

教育機関連携実績

2019/07/21

2019/07/06

2019/06/08

2019/05/25

2019/05/11

2019/05/04

2019/04/27

2019/03/30

2019/03/24

2019/01/13

2018/12/15

2018/10/20

2018/10/13

2018/10/06

2018/09/01

2018/07/28

2018/07/22

2018/05/27

2018/05/19

2018/05/12

2018/05/03

2018/04/22

2018/03/25

2018/03/11

2018/02/18

2017/12/02

2017/11/11

2017/10/28

2017/10/21

2017/10/08

2017/09/09

2017/06/04

2017/05/28

2017/03/26

2017/03/25

2017/03/11

2016/11/03

2016/10/23

2016/10/09

2016/10/08

2016/07/16

2016/05/22

2016/05/07

2016/04/30

2016/03/12

2015/10/18

2015/10/18

2015/09/26

2015/05/24

2014/11/02

2014/10/25

2014/10/18

2014/09/27

2014/05/05

2014/02/02

2013/12/15

2013/11/04

2013/11/03

2013/09/28

2013/03/09

丹羽郡

八戸市

岡山市南区

名古屋市港区

名古屋市熱田区

長久手市

名古屋市緑区

一宮市

丹羽郡

みよし市

八王子市

名古屋市熱田区

豊田市

名古屋市港区

豊田市

みよし市

丹羽郡

豊田市

名古屋市港区

長久手市

名古屋市熱田区

豊橋市

豊田市

知立市

東海市

瀬戸市

安城市

長久手市

豊田市

西尾市

豊田市

安城市

豊田市

長久手市

豊田市

安城市

岡崎市

東海市

豊田市

安城市

豊田市

豊田市

豊田市

豊田市

安城市

岡崎市

東海市

豊田市

豊田市

名古屋市西区

東海市

岡崎市

豊田市

名古屋市西区

岡崎市

豊田市

豊明市

名古屋市西区

豊田市

名古屋市西区

イオンモール扶桑

DCMサンワ 八食店

DCMダイキ岡山店

イオンモール名古屋茶屋

イオンモール熱田

イオンモール長久手

イオンモール大高

イオンモール木曽川

イオンモール扶桑

アイモール三好

DCMホーマック八王子みなみ野店

イオンモール熱田

豊田市駅前

イオンモール名古屋茶屋

すまいる館

アイモール三好

イオンモール扶桑

豊田市駅前

イオンモール名古屋茶屋

イオンモール長久手

イオンモール熱田

中京テレビハウジング豊橋南

豊田スタジアム

知立中央公民館

大田川駅前広場

せと末広町商店街振興組合

三河安城ツインパーク

イオンモール長久手

とよたエコフルタウン

西尾歴史公園

豊田スタジアム

三河安城ツインパーク

豊田市駅前

あいち万博記念公園

豊田市立浄水中学校

安城駅前通り

篭田公園

大田川駅前広場

とよたエコフルタウン

安城駅前通り

豊田スタジアム

豊田市駅前

すまいる館

豊田社会福祉センター

安城駅前通り

篭田公園

大田川駅前広場

豊田スタジアム

豊田市駅前

円頓寺商店街

大田川駅前広場

岡崎市連尺通

豊田スタジアム

円頓寺商店街

岡崎市連尺通

豊田スタジアム

中京競馬場

円頓寺商店街

豊田スタジアム

円頓寺商店街

イオンモール株式会社

DCMホールディングス株式会社

DCMホールディングス株式会社

イオンモール株式会社

イオンリテール株式会社

イオンモール株式会社

イオンモール株式会社

イオンモール株式会社

イオンモール株式会社

イオンリテール株式会社

DCMホールディングス株式会社

イオンリテール株式会社

一般社団法人豊田青年会議所

イオンモール株式会社

トヨタすまいるライフ株式会社

三好商業振興株式会社

イオンモール株式会社

豊田市役所

イオンモール株式会社

イオンモール株式会社

イオンリテール株式会社

株式会社　中京テレビサービス

国立青少年教育振興機構

国立青少年教育振興機構

国立青少年教育振興機構

国立青少年教育振興機構

国立青少年教育振興機構

イオンモール株式会社

豊田市役所

国立青少年教育振興機構

公益社団法人日本青年会議所

国立青少年教育振興機構

豊田市役所

愛知県庁

あいちモリコロ基金

（株）安城スタイル

国立青少年教育振興機構

国立青少年教育振興機構

豊田市役所

安城市役所

豊田市役所

豊田市役所

トヨタすまいるライフ株式会社

公益財団法人トヨタ財団

安城市役所

国立青少年教育振興機構

一般社団法人東海青年会議所

豊田商工会議所

豊田市役所

国立青少年教育振興機構

一般社団法人東海青年会議所

株式会社全国商店街支援センター

豊田商工会議所

国立青少年教育振興機構

株式会社全国商店街支援センター

豊田商工会議所

一般社団法人豊明青年会議所

国立青少年教育振興機構

豊田商工会議所

公益財団法人トヨタ財団

1600

1000

2400

3500

3000

3000

3500

3500

1600

1800

1900

3000

1000

3000

1600

3000

1600

2500

2800

2500

2500

1800

3500

1200

1500

1800

1000

1800

500

1500

4000

2500

4500

3000

1200

1100

3500

1500

3000

1000

1500

3500

2400

200

1000

2500

1500

4000

5000

3000

1500

3500

4000

4000

500

3000

1000

3000

4000

3000

開催日（初日） 開催地 会場 スポンサー 来場者数（人）

一般社団法人ユメ・フルサト 〒465-0092 名古屋市名東区社台1-203 サンセイハイツ社台A103
TEL‥052-737-1636　　FAX‥052-737-1635

＜名古屋オフィス＞
〒444-2303 愛知県豊田市野林町カウロゲ46-5 
TEL・FAX‥0565-50-8550

＜本　社＞

■大学　愛知学院大学／愛知教育大学／愛知江南短期大学／愛知大学／岡崎女子大学／岐阜聖徳学園大学／金城学院大学／首都大学東京／就実大学・
就実短期大学／星城大学／中京大学／東海学院大学／東海学園大学／日本福祉大学／日本文化大学／法政大学／名古屋学院大学／名古屋経済大学／名
城大学  
■専門学校　大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校甲府校／名古屋大原学園  
■高校　愛知商業高等学校／丹羽高等学校／惟信高等学校／一宮商業高等学校／栄徳高等学校／永山高等学校／加茂丘高等学校／興陽高等学校／向陵高
等学校／高蔵高等学校／桜丘高等学校／松が谷高等学校／誠信高等学校／千種高等学校／大府高等学校／滝高等学校／桃陵高等学校／南陽高等学校／熱
田高等学校／八戸工業大学第二高校／八戸商業高等学校／八戸聖ウルスラ学院高校／豊田東高等学校

2019

「未来の働き方」を創造する




