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以下、今後実施予定の
教育プログラムの
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一般社団法人アンカー�
�
�

じぶんごと、みんなごと、世の中ごとを増やして、

「⾃分らしく⽣きる」をサポートしたい。

それが我々のMission、Visionです。�

�
アンカーでは慶應義塾⼤学をはじめとして、各地の⼤学⽣が中⼼となり、

主に中学⽣・⾼校⽣に対するPBL等の学習⽅法によるキャリア教育、
SDGs教育を通じて公平且つ質の⾼い教育を提供し、

社会で活躍する⼈材の育成を⽬的に事業を展開しています。

�
�

⼈⽣100年時代に⾃分らしくどのように⽣きていったらよいのか。
どのようなキャリアを歩めば良いのか。

若者だけでなく、すべての⼈にとって⼤きな課題でしょう。

�
年⾦が少なくなり、70歳、80歳まで働くことが予想され、

転職や起業が普通になった今の若者にとって、なんとなくあった勝ち組の構図はくずれる中で、

キャリアの選択は難しくなっています。もちろん⾃分⾃⾝の好きなこと、

やりたいことを選択しようとする若者も多くいます。しかし、好きなことを⾒つけることは難しい。

仕事にすることはもっと難しい。優秀といわれる⼈ほどキャリアに悩む時代になりました。

�
キャリア教育は早いほうが良いですが、⾼校⽣、中学⽣にキャリアを考えてといっても、

先⽣や親の職業以外知りません。そのためにSDGsなどの社会課題を学ぶことにより、
内発的動機付けによって地域やコミュニティにおいて活動すると、そこで活躍する様々な⼈に出会います。

それはすなわち⾃分のやりたいことを探し、キャリアを考えることになります。

かつて、福沢諭吉はsocialを⼈間交際（じんかんこうさい）と訳しました。
⼈と⼈とのつながりが、社会課題を解決し、⾃分のやりたいことを⾒つけるきっかけになります。

⾃分がやりたいことを⾒つけるためのサポートや学びの場を提供する。

そしてキャリア・アンカーを⾒つける⼿伝いをして、

幸せな⼈⽣を歩むサポートをすることを⼀般社団法⼈アンカーは⽬的としています。

�
�

キャリア・アンカー
MITの組織⼼理学者であるエドガー・シャインによって提唱された。

仕事や経歴を意味する「career」と、船の錨を意味する「anchor」を組み合わせた⾔葉で、
キャリアを選択する時にこれだけは譲れない最も重視する価値観を指す。

�
��＃キャリア教育 ＃SDGs ＃探究学習 

⼀般社団法⼈アンカー�ホームページ
https://www.anchor-project.org/

�
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1.�主催概略



「将来何になりたいの？」「将来何をやりたいの？」

周りの⼤⼈たちに幼少期から投げかけられるこの⾔葉に、正直私はうんざりだった。

何にでもなれると未来にワクワクしていた私も、「何をやりたいかなんて私でもわからな

いんだから聞かないでよ！未来なんてわかんないよ！」と叫びたくなった。

⾃分に何ができるのかも、何に興味があるのかも、何を選ぶのが「正解」なのかもわから

ない。それなのに、進路は決めなきゃいけない。学校はそのうち卒業しないといけない。

わからない中進むくらいならずっと⾼校⽣でいたい。でも、早く⼤⼈になりたい気持ちも

ある。

皆さんも、どう⽣きていくのがいいのか、⾃分はどうしたいのか、どう選んだらいいの

か、私と同じように悩んだことはありませんか？これから歩む⾃分の道に、違和感や不安

がありますか？

学校と家だけで世界が成り⽴っているわけではありません。世界はもっともっと広いで

す。世界って、社会って、思ったより⾊々な⼈がいます。多様な⼈が世界の⾊々なところ

で⽣きていて、その⽣き⽅は⼗⼈⼗⾊なんです。

不安だった私はとにかく⾏動して⾊々な⼈に出会い、このことを知りました。

皆さんにも、同世代の⽣徒や少し⼈⽣を⻑く⽣きている⼤学⽣と下郷町で過ごす中で、⾃

分の知らなかった世界に触れてみてほしいです。きっとそこには希望があって、仲間がい

ると思います。⼀⼈⼀⼈が⾃分らしく⽣きられる道を発⾒して、納得して、進んでいける

後押しがしたいというのが私たちの想いです。私たち⼤学⽣⾃⾝がたくさん悩んだからこ

そ、できることを全⼒でサポートしたいと思っています。

⾃分はどう⽣きていきたいのか、世の中にはどんな⽣き⽅があるのか。下郷町で⼀緒に向

き合ってみましょう。掴んだチャンスをどう活かすかは皆さん次第です。皆さんと会える

のを楽しみにしています！

�
�

北村�理紗/Risa�Kitamura
プログラムリーダー
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1.�代表挨拶



下郷町の中⾼⽣にとって

下郷内部や外部の同世代と交流し、仲間を作る

外部の視点でも町を体感し、下郷町の魅⼒を再発⾒する

⼈⽣のロールモデルとなる⼤学⽣と出会う

1.
2.
3.

都会の中⾼⽣にとって

同世代との交流をし、仲間を作る

⼈や⾃然など下郷町の魅⼒を知り、再来する

地⽅での暮らしを体験し、その魅⼒を知る

⼈⽣のロールモデルとなる⼤学⽣と出会う

1.
2.
3.
4.

適疎で⾃然との距離が近く豊かな下郷町であれば、落ち着いて⾃分⾃

⾝と向き合うことができる

地理的要因により、情報資源や同世代の若者にアクセスできない下郷

町の中⾼⽣のキャリア選択の幅を広げることに貢献する

＜対象＞

 下郷町と都市部の中⾼⽣

�＜下郷町でプログラムを開催する理由＞
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2.�プログラムの⽬的

Shimo



01.�ありのままでいよう

普段のしがらみを忘れて、⾃分のありのままの姿で過ごしましょう。

頑張りすぎたり、⾃分をよく⾒せる必要はありません。

まずは⾃分⾃⾝を肯定するところから始めてみましょう。

02.�受け⼊れよう

ありのままでいることができたなら、次は受け⼊れてみましょう。

⾃分の考えやあり⽅、⻑所も短所も全部包み込んでみてください。

その上で、次は他者を受け⼊れてみましょう。相⼿がどうしてそのように考えるのか。

相⼿を受け⼊れることで相⼿のことを理解し、より良い関係を築きましょう。

03.�挑戦しよう

ありのままの⾃分、そして相⼿を受け⼊れることができたなら、最後は普段では出来ないよう

なことに挑戦してみましょう。出会ったばかりの相⼿でも勇気を持って⾃分のことを深く打ち

明けてみたり、みんなの前で⾃分の夢を語ったり、相談してみましょう。

挑戦の経験はいつか必ず皆さんを助けてくれます。

G
round Rule
4⽇間下郷町で過ごす中で、学びを最⼤限得ても

らうために皆さんに意識してもらいたいことを3

つピックアップしました。ふとした時、このペー

ジを⾒返してみてください。
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3.�グラウンドルール



私の履歴書

私の履歴書では、⾃分の過去・現在・未来について

話します。所属や年齢、趣味だけではなく、⾃分の

過去に起きた⾟いことや悲しいこと、悩んでいるこ

とも踏まえて話します。どこまで何を話すかは⾃由

ですが、⾃他ともにありのままの姿を知れることで

関係性を深めるきっかけになるでしょう。将来のや

りたいことやなりたい姿、その実現のためにできる

ことやしたいことを整理し、中⾼⼤学⽣と話して

「なりたい⾃分」に近づく道を探りましょう！

下郷町活動家との交流会

下郷町で活躍する⽅々と交流します。進学や就職を

きっかけに⼀度下郷を出てからUターンで戻ってく
る⽅もいれば、別の地域出⾝で⼤⼈になってからIタ
ーンで下郷町に来て暮らし始めた⽅もいます。活動

家の⼀⼈である森⽥愛理さんは、下郷町の地域おこ

し協⼒隊として活躍されています。森⽥さんは空き

家問題に興味を持ち、全国各地のイノベーション活

動に参加している中で下郷町に出会ったそうです。

森⽥さんのように下郷町で暮らす⼈の思いやキャリ

ア、暮らしを聞き、想像できるキャリアプランを広

げてみましょう！

4-1.�プログラム紹介

copyright©�shimogo�2022�

プチオープンキャンパス

⼤学での授業内容や⼤学⽣活の過ごし⽅、各々のキ

ャリアについて⼤学⽣が話します。なぜ⼤学進学を

選び、なぜその⼤学でその学部なのかなど、ざっく

ばらんに聞いて、皆さんのキャリアプランの参考に

してみてください。⼊学⽅法やバックグラウンドも

多岐にわたるので、ぜひこの機会に気になることを

相談してみてください！⼤学・学部・⼊学⽅法・受

験校等の詳細は、しおり後半の「メンバー紹介」の

ページに記載してあります。

総まとめプレゼン

ここでは４⽇間を下郷で過ごす中で感じたことや考

えたこと、発⾒したことをアウトプットし、みんな

でシェアします。参加者や⼤学⽣、町の⽅々と交流

する中で、何か気づいたことはありますか？⾃分の

地元と下郷はどのような違いがありましたか？新し

く発⾒した下郷の魅⼒はありましたか？そして皆さ

ん⾃⾝には、４⽇間でどのように変化できました

か？⾃分⾃⾝にたくさん問いかけてみてください。

ここでの学びや発⾒をきっかけに、次の挑戦に向か

って歩み出す準備しましょう！
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郷⼟料理教室

下郷町のマスコットキャラクターでもある「しんご

ろう」を作ります。福島県によるとしんごろうは、

「うるち⽶を丸めて潰したものに、すり潰したじゅ

うねん（えごま）、味噌、酒、砂糖、みりん等を混

ぜ合わせて作った『じゅうねん味噌』を塗り、⽕で

炙って⾷べる、南会津町と下郷町の郷⼟料理」、

「昔、貧しくて『もち⽶』を買えなかった時に、ご

飯を丸めて作ったのが始まり」と⾔われているそう

です。郷⼟料理は⽂化の結晶です。皆で作って味わ

いながら、下郷町についてより深く知りましょう。

まち散策

下郷町は、都市部では⾒ることのできない壮⼤な⾃

然に恵まれており、渓⾕や⾥⼭の美しい⾵景が所々

に広がっています。ハイキングコースを1時間ほど
歩き、下郷の⾃然との触れ合いを楽しみましょう。

そしてアクティビティの最後には、湯野上温泉駅に

隣接している⾜湯「親⼦地蔵の湯」に⼊ります。こ

この温泉は源泉掛け流しです。体の芯まで温まり、

⼼も体も癒される憩いの場を堪能してください！近

くからは、あの有名なアニメ映画に登場した岩が⾒

えるかも！？

蕎⻨打ち体験

皆で宿泊予定のやまざくらで蕎⻨打ち体験をしま

す。下郷名物の蕎⻨打ちを⼾⾚地区の区⻑から直

接教わります！下郷町の南⻄部には猿楽台地(さる
がくだいち)と呼ばれる農地があります。そこには
40haほどの蕎⻨の畑があり、毎年8⽉〜9⽉頃には
蕎⻨の花が⼀⾯に広がります。平成10年度には、
農林⽔産省等主催の「第7回美しい⽇本のむらコン
テスト」の⽣産部⾨で農林⽔産⼤⾂省に輝きまし

た。⽣地を打つ・切る・茹でる・盛り付ける、な

ど、本格的な蕎⻨打ちの⼯程を楽しみましょう！

4-2.プログラム紹介

⼤内宿⾦太郎そば⼭本屋

⼤学⽣イチオシの「くるみそば」をいただきましょ

う！！⼤内宿⾦太郎そば⼭本屋によると、⼤内宿で

は昔から御祝いやお正⽉などに「くるみ」をすり、

そばを打って、そばつゆにくるみを混ぜた「くるみ

そば」を⾷べていたそうです。⼭本屋は、昭和53年
の創業以来、くるみそばを伝承しています。茅葺屋

根の下で、いろりを囲みながら⾷べるくるみそばは

最⾼に美味しいです。ぜひ楽しみにしていてくださ

い！
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観光（⼤内宿訪問）

⼤内宿には、江⼾時代の⾯影がそのまま残ってお

り、茅葺屋根の⺠家が街道沿いに⽴ち並んでいま

す。⼤内宿を訪問し、この⼤切な村・宿場の景観

を後世に引き継いでいくために、「売らない・貸

さない・壊さない」の３原則で景観を守り抜いて

いる「伝統の継承」を学びます。⽇本⼈として私

たちは伝統をどのように守るべきか、若者にでき

ることは何か、頭を働かせながら観光をしてみま

しょう！

4-3.�プログラム紹介

観光（中⼭⾵⽳）

ここは湯野上温泉駅から徒歩30分の場所に位置す
る、天然記念物「中⼭⾵⽳地特殊植物群落」で

す。約200万年前に地下から現れた⽕成岩とされて
いて、⼭、崖、⾓張った岩には隙間が多く、その

隙間から冷たい⾵が吹き出ています。この⽳の事

を⾵⽳（ふうけつ）と呼んでいます。気温35度を
超える真夏⽇でも、この⾵⽳の中は5度ほどでかな
りひんやりしていることから、地元の⼈たちには

「⾃然の冷蔵庫」と呼ばれています。この不思議

な現象をぜひ体感してみてください！

朝散歩

雄⼤の⾃然の中を、朝⽇を浴びながらぶらりとお

散歩してみましょう。下郷はとても空気が澄んで

いて、散歩をするととっても気持ちが良いです。

昨⽇・今⽇・明⽇の⾃分にそれぞれ思いを馳せな

がら、1⽇をどのように過ごすか考えてみる時間に
しても良いですね。⼀⼈で歩いたり、誰かと話し

ながら歩いたりして、じっくりと⾃分に向き合っ

てみてください。歩きながら考えたり話したりす

る中で、ひょっとしたら新たな発⾒があるかもし

れません！

観光（塔のへつり訪問）

塔のへつりでは、⾃然が作りだした美しい断崖を

⾒ることができます。⻑い年⽉をかけて⾃然が作

り出したこの渓⾕は、塔の形が⽴ち並ぶ断崖とい

う意味から「塔のへつり」と名づけられました。

へつりは地元の⾔葉で断崖を意味しており、この

場所は国の天然記念物に指定されています。�100
万年にもわたる侵⾷と⾵化が⽣み出した絶景に圧

倒されること間違いなし！
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シークレットレター

シークレットレターは、名前の通り秘密（匿名）の

⼿紙です。「直接⾔うのは恥ずかしい…。でもその

⼈の魅⼒を伝えたい。」そんな時はこのシークレッ

トレターを使ってみましょう！「あの⼈のこんなと

ころがいいな…。あの⼈のここが魅⼒的だな…。お

⼿本にしたいな…。」などなど、メンバーのいい所

を⾒つけたら、たくさん⼿紙を書いて伝えてみまし

ょう。普段⾃分では気が付かなかった⻑所を他の⼈

に教えてもらえる良い機会になるかもしれません！

4-4.�プログラム紹介

リフレクション

1⽇の終わりに、その⽇あった出来事を振り返って
みましょう。嬉しかったことや楽しかったことだ

けでなく、⾟かったことやつまらないと感じたこ

となどもシェアしてみてください。家族や友達の

こと、進路のこと、普段悩んでいることなどを話

すにも良い機会です。ゆったりとした時間の中で

思考を深めていくことは必ず皆さんの財産になる

ので、ぜひ積極的にリフレクションの時間を活⽤

してみてください◎�
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5.�タイムライン



横⽥�浩⼀�|�Koichi�Yokota
慶横⽥アソシエイツ代表取締役

慶應義塾⼤学⼤学院政策・メディア研究科特任教授  

早稲⽥⼤学卒業

1998年〜2011年⽇本経済新聞社に勤務
2011年〜株式会社横⽥アソシエイツ代表取締役
2011年〜2014年流通科学⼤学商学部特任教授
2015年〜慶應義塾⼤学⼤学院政策・メディア研究科特任教授
2021年〜⼀般社団法⼈アンカー代表理事

企業の経営、SDGsなどのコンサルタントと研修、およびSDGsの教
育、地⽅創⽣に携わる。⾦沢市、鎌倉市の委託で、⼤学⽣と共に中⾼

⽣向けのSDGs教育を中⾼⽣の総合的学習の時間に展開中。私⽴⾼校の
修学旅⾏をSDGsをテーマにした探究学習としてコーディネート。
SDGsをテーマにした企業、⾃治体向け講演多数。

包容⼒

北村�理紗�|�Risa�Kitamura
慶應義塾⼤学�総合政策学部�

東京⽣まれ東京育ち。

東京都⽴国際⾼等学校（2019年卒）在学中、オーストラリアクイーン
ズランド州に１年間留学。慶應義塾⼤学法学部政治学科に⼊学後、現

学部に転部。⼤学⼊学後は教育系の活動に⼒を⼊れ、スタートアップ

やNPO、⼀般社団法⼈での⻑期インターンを経験。現在は⼀般社団法
⼈アンカーにて理事を務め、中⾼⽣を対象にSDGs×探究学習のプログ
ラムを企画・運営する。趣味は温泉巡りとドラマ・映画鑑賞。

スイッチガール

⾦⼦�政宗�|�Masamune�Kaneko
慶應義塾⼤学�商学部

横浜出⾝。神奈川県私⽴浅野中学・⾼等学校卒業。

中⾼6年間剣道部に所属し、未経験初⼼者から最終的に神奈川県個⼈
ベスト32。剣道三段保持。⼤学⼊学後は、将来の起業を⾒据えて、ベ
ンチャー企業でインターンを経験。⼈材系、教育系、AgeTech系、バ
ックオフィス系、と様々な領域の知⾒を得てきた。特に⼤学2年次に
は、認知症による⾼齢者の資産凍結問題を解決するべく、家族信託コ

ーディネーターの資格を獲得し、家族信託の普及に尽⼒。

趣味は読書と筋トレ。フィジークコンテストへの出場を⽬指し、⽇夜

トレーニングに励む。
鶏胸⾁
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東京都町⽥市（東京の端っこ）出⾝。地元の中学卒業後、私⽴⻘⼭学

院⾼等部に進学。⾼校では⼥⼦ハンドボール部の部⻑を務め、都⼤会

ベスト16獲得や東東京選抜選⼿として部活と勉強の両⽴に打ち込む。
卒業後は私⽴⻘⼭学院⼤学の国際政治経済学部に内部進学する。⼤学

でのモットーは「⾏動を起こす」こと。⼆年次を休学し、アイルラン

ド勤務や15カ国の旅を実現。帰国後は⽇本のLGBTQ理解の遅れを課題
に思い、ジェンダー平等を⽬指す学⽣団体を設⽴。趣味はゴルフと海

外旅⾏。

＃YOLO

鈴⽊�彩乃�|�Ayano�Suzuki
⻘⼭学院⼤学�国際政治経済学部国際政治学科

⽚野�⾥菜�|�Rina�Katano
慶應義塾⼤学�法学部政治学科

横浜で⽣まれ、松⼭、ソウル、横浜、佐賀、川崎、世⽥⾕の順に6度
の引っ越しを経験。⾼校までの14年間は新体操に打ち込み、最⾼成績
は全国2位。⼤学⼊学後は、塾講師として⼤学受験をサポートする傍
ら、中学校や⾼校での探求学習のサポートに携わり、様々な教育現場

に⾜を運ぶ。また、⾮営利シンクタンクでのインターンを通して外交

や国際関係についも勉強中。趣味は寝ることと踊ること。ダンスサー

クルに所属しており、踊ることは継続中。

国体選⼿

⼤川�真央�|�Mao�Okawa
⻘⼭学院⼤学�国際政治経済学部国際経済学科

⼈⽣は『旅』。駒場学園⾼校時代にはヒッチハイクや⾃転⾞で数々の

旅をする。⻘⼭学院⼤学⼊学後も、東京から京都を歩き切る『現代版

東海道五⼗三次』を成し遂げ、バックパックで14か国を訪れるなど、
⽣粋の旅好き。ミャンマーで現地の学⽣たちと夜通し社会課題につい

て議論をした経験から、SDGsに関⼼を持つようになる。その後⼤学で
はSDGsを啓発する学⽣団体の⽴ち上げや、中⾼⽣対象のSDGs動画コ
ンテストの運営を務める。

SDGs�×�旅
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Junior�
High

�High

EDUCATIONAL
BACKGROUND

Uni.�

理紗

町⽥市⽴鶴川

第⼆中学校

�
#⽔泳部
#英語
#学級委員

政宗

神奈川県

私⽴

浅野中学校

�
#中学受験
#⽇能研
#剣道部

真央

町⽥市⽴鶴川

第⼆中学校

�
＃⽔泳部

＃合唱⽇本⼀

＃⽣徒会⻑

政宗

神奈川県

私⽴

浅野⾼校

�
#中⾼⼀貫
#剣道部

#⾼三5⽉引退
�

理紗

東京都⽴

国際⾼校

�
#⼀般⼊試
#英数国と⾯接
#⼥⼦サッカー部
#海外留学

真央

私⽴駒場学園

⾼校

�
＃併願⼊試

#英数国と⾯接
＃歩部

＃ヒッチハイク

�

⾥菜

私⽴駒場学園

⾼校

�
#推薦⼊試
#英数国と⾯接
#新体操部
#国体準優勝

彩乃

私⽴⻘⼭学院⼤学

附属⾼等部

�
#推薦⼊試

＃国数英試＋⾯

#ハンド部部⻑
#東京東⻄戦選抜メ

ンバー

#成績優秀賞

政宗

慶應義塾⼤学

商学部
�

#浪⼈
#⼀般A⽅式
#東京⼤学
⽂化三類

#⼀橋⼤学
経済学部後期

�

理紗

慶應義塾⼤学

総合政策学部

�
#SFC,ICU�AO⼊試
#指定校推薦

#法学部→SFC転部
#学⽣起業

真央

⻘⼭学院⼤学

国際政治経済学部

国際経済学科

＃⼀般個別⼊試

＃防衛⼤学校⼈⽂・社会

科学専攻⼀般選抜

＃明治⼤学経営学部⼀般

選抜

＃中央⼤学商学部⼀般選

抜

⾥菜

慶應義塾⼤学

法学部政治学科

�
#FIT⼊試

#書類選考、⾯接
⼩論⽂

#早稲⽥社学
⾃⼰推薦

#⽴教AO

彩乃

私⽴⻘⼭学院⼤学

国際政治経済学部

国際政治学科

�
#内部進学

#学部推薦テスト
（国数英）

#学部成績最優秀賞
�

⾥菜

世⽥⾕区⽴

緑丘中学校

�
#新体操
#全中

彩乃

町⽥市⽴鶴川

第⼆中学校

�
#⽔泳部
＃⽂武両道

#⽣徒会副会⻑
#体育優良⽣徒
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