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普及啓発事業（公益事業１） 



みんなの夢ＡＷＡＲＤについて 「コンセプト」 

あなたの夢でみんなに夢を 
「みんなの夢ＡＷＡＲＤ」は、みんなをワクワクさせ、みんなに夢を与えるすてきな夢に贈られるＡＷＡＲＤです。 

みんなの夢アカデミー、みんなの夢合宿、各選考会などを通じて、イベントの最後には夢をかなえた先輩たちを審査員として招き、みんな

に夢を与えるすてきな夢に「みんなの夢ＡＷＡＲＤ」を贈ります！ 

 自分自身をワクワクさせる夢があって、夢をかなえるための計画があって、毎日少しずつでも前進している。その夢がかなえば、世界は

きっと、ちょっと良くなる。だから、その夢をたくさんの人に話して、知ってもらいたい。 

あなたの夢が、だれかを元気にする。あなたの夢が、社会を元気にする。みんなの夢で、「夢っていいね」が広がっていく。 

「みんなの夢ＡＷＡＲＤ」は、みんなをワクワクさせるすてきな夢を紹介し、世界に夢を増やします。 

企業と学生の新しい交流のカタチ 
本イベントは、学生たちに在学中からそれぞれの企業に興味を持ってもら

う、ファンになってもらうことを目的とした交流イベント。 

学生たちは、「会社を選ぶ時代」から「仕事を選ぶ時代」へ変化していま

す。また、仕事(人生)に様々な夢を抱く若者も数多く存在します。 

学生は自分が共感を持つ企業を探し、企業は人間味ある、自社に適合

する人材を探しています。 

そんな時代に、新しい企業と学生が語り合える場所が、 

「みんなの夢ＡＷＡＲＤ５」です。 

企業理念と企業の夢ともいえる企業のCSR分野を切り口とした会社紹

介を通じ、夢を持った学生たちと企業が１対１で語り合う… 

あったようで、無かった新しい交流の形。 

ファイナリスト 

学生 協賛企業 

みんなの夢ＡＷＡＲＤは、 
ファイナリスト・企業・学生が三位一体となるイベントです。 
 
ファイナリスト×企業 のマッチング  
企業×学生 の交流イベント などの 
仕組みをつくっていくことで、「ひとりの夢」だけに、とどまらず、 
循環・拡大し、「みんなの夢」につながっていくことを目指します。 
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みんなの夢ＡＷＡＲＤについて 「概要」 
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2014年2月23日(月) 15:00～21:00(予定) 

3,000円(税込) ※協賛社様へは特別価格として2,000円(税込) 

8,000人 

日本武道館(東京都千代田区北の丸公園2-3) 

公益財団法人みんなの夢をかなえる会、さわかみ一般財団法人、一般社団法人ソーシャルビジネスドリームパートナーズ、 

ニッポン放送 

公益財団法人日本財団 

経済産業省、文部科学省、東京証券取引所グループ「日本経済活性化プロジェクト『＋YOU(プラス・ユー)』」、ベストオブ学園祭2014、

国立大学法人九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター、NIPPON IT チャリティ駅伝実行委員会、 

NPO法人 Future Dream Achievement、八王子学園都市ふれあい財団、大学コンソーシアム八王子、日本ファンドレイジング協会、 

起業家スーパーカンファレンス、NPO法人ETIC、共同通信、株式会社オルタナ、オルタナS、農業ドリームプレゼンテーション ほか 

ソーシャルプランニング、慶應義塾大学大学院経営管理研究科、サポートワン、 

トランスパートナーズ、公益財団法人みんなの夢をかなえる会東京支部、名古屋支部、神奈川支部、福岡支部 

 

＜プラチナサポーター＞ ワタミ ＜ゴールドサポーター＞ イオンフィナンシャルサービス、インテリジェンス、USEN 

＜サポーター＞ アイエスエフネット、ADK、アサヒビール、伊藤ハム、岩谷産業、エイチ・アイ・エス、エイト、エーザイ、王子ネピア、オタフクソース、

カゴメ、加藤産業、キユーピー、極洋、鴻池運輸、コカ・コーライーストジャパン、サイバーエージェント、サントリービア＆スピリッツ、 

三陽物産、資生堂、昭和リース、秀實社、セコム、損害保険ジャパン日本興亜、大和ハウス、鉄建、DYM、東京都民銀行、東洋水産、 

日本M&Aセンター、日本食研、ネクストワンインターナショナル、野村証券、ハウス食品、パナソニック、パラマウントベッド、 

ピーアークホールディングス、ビジネスバンク、日立製作所、フィリップ モリス ジャパン、福島工業、富士ゼロックス工業、富士通、 

富士通ゼネラル、富士通フロンテック、平和不動産、丸紅、三井食品、三井住友銀行、三井住友信託、ミツカン、ヤマサ醤油、 

ユニチャーム、リンク アンド モチベーション 

さわかみグループ、よしもとクリエイティブ・エージェンシー 

 

134団体、各大学学園祭実行委員会 

みんなの夢ＡＷＡＲＤ５プロジェクト みんなの夢ＡＷＡＲＤ５学生事務局 
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みんなの夢ＡＷＡＲＤ５の開催事業 「選考」 

07月01日（火）         
09月30日（火）         
10月～11月                                                                                    

 
10月06日（月）          
                    
10月14日（火）         
10月18日（土）19日（日）          
                   
10月24日（金）           
10月26日（日）          
                   
11月04日（火）          
11月09日（日）           
                                                      
 
11月17日（月）         
                   
 
12月6日（土）7日（日）                                                  

                   
12月～              
2月中旬                                                                                                                                                                                        

2月23日（月）          
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エントリー開始  
エントリー締切 ５３６名エントリー（過去最高）  
みんなの夢アカデミー（さわかみ財団）中心に開校 
 
1次選考会（書類審査）   
選考委員 中川、竹井、町井、仲木、中島、平尾  
1次選考結果発表  ５６名選出 
2次選考会（面接審査）  
審査員 中川、竹井、町井、仲木 
2次選考結果発表 25名選出   
学生アワード開催 優勝（生澤）※本選とは考慮しない。  
審査員 長倉、黒田、ナカノマックレーン 
みんなの夢シンポジウムかながわ開催 3次選考者多数が参加  
3次選考会（プレゼンテーション）   
審査員 中川、古谷、竹井、町井、仲木 
エントリー落選者も参加                   
みんなの夢シンポジウム虎の門  
最終選考者、エントリー者参加予定 
 
みんなの夢合宿（湘南国際村センター）  
7名と中川、竹井、古谷、平尾、佐藤（賢者屋） 
撮影（ロケ） 
リハ 
本番 
 



みんなの夢ＡＷＡＲＤ５の開催概要 「３次選考会」 

１１月９日（日）    開催場所： 日本財団 
みんなの夢ＡＷＡＲＤ５ ３次選考会を実施 
３次選考２４名が各人５分のプレゼンテーション、審査員の質問に返答していく。 
また２次選考までの落選者も参加。 
審査員 中川（総合プロデューサー）、古谷（演出）、町井（プロデューサー）、仲木（プロデューサー）、竹井（アソシエイトプロデューサー） 
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みんなの夢ＡＷＡＲＤ５学生事務局の活動 「新歓イベント」  

■日程 2014年4月23日（水）18:00～20：00 

■会場 
日本財団ビル 
（東京都港区赤坂1丁目2−2） 

■来場者 

関係者：18名 
学生団体：48名 
参加者：88名（内、新入生31名） 

合計154名 

■参加費 無料 

■内容 学生団体紹介プレゼンテーション、ブース出展、懇親会 

団体紹介プレゼンテーション 
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団体ブース出展 
1ターム10分間で、計4回の時間を区切った説明タイムを設けました。落ち着いて話を聞くことが出来、満足度の高いものとなりました。 

みんなの夢ＡＷＡＲＤ５学生事務局の活動 「新歓イベント」  

懇親会 
ブースでは聞ききれなかった話や、団体同士の交流のため、軽食を用意した懇親会を行いました。新入生獲得のため、団体は積極的に参加しました。 
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開催日程： 2014年10月２6（日） 開催場所： ＧＯＨＡＮ（新宿3丁目店）  

主催：みんなの夢ＡＷＡＲＤ５ ｆｏｒ ｙｏｕｔｈ 協力：ワタミ㈱  協賛：サントリー、ｒｅｄｂｕｌｌ 参加者１００名 

みんなの夢ＡＷＡＲＤ5学生事務局の活動 「みんなの夢AWARD５学生アワード」 
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みんなの夢ＡＷＡＲＤ５学生事務局の活動「陸前高田合宿現地視察」 

開催日程： 2014年９月２７日（土）、２８日（日） 開催場所： 陸前高田市主催：みんなの夢ＡＷＡＲＤ５プロジェクト事務局 

後援： NIPPON IT チャリティ駅伝実行委員会/NPO法人 Future Dream Achievement 

協力：陸前高田市、陸前高田高校、ホテル１０００（公益財団法人三菱財団） 

みんなの夢ＡＷＡＲＤ２優勝者の佐藤さんの現状視
察ときのこ体験収穫 

ワタミタクショクコールセンター 

昼食 陸前高田市役所 戸羽市長と 
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みんなの夢ＡＷＡＲＤ５学生事務局の活動 「陸前高田マーケティング講座」 

マーケティング講座 
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陸前高田高校「未来の名刺講座」 

みんなの夢ＡＷＡＲＤ５学生事務局の活動「陸前高田合宿・高校生向け未来の名刺」 
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協賛企業とファイナリストとの支援を円滑に進める為、当団体が仲介し、コーディネートをする。 
みんなの夢ＡＷＡＲＤ４ファイナリスト 

コーディネーター制度（新設） 

安部敏樹 

吉田良二 

アワード受賞 吉藤 健太朗  

勝浦雄一 佐藤祐 小池由貴子 

上野裕 
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ファイナリストとは定期的にコンタクトをとっており、必要に応じて、理事や関係者が助言・アドバイスなどを行っております。 

 
【実施例】 
・吉藤さん：渡邉からの経営アドバイス、その後は中川より、書籍出版や郁文館へのオリヒメ導入の提案についてアドバイスを続けていま
す。 
・佐藤さん：中川と定期的にＭＴＧを実施しています。 
・安部さん：中川へのインターンシップの提案について相談あり、ＭＴＧを予定しています。 
・小池さん：中川へのワタミの介護、タクショクへの提案について相談あり、ＭＴＧを予定しています。 
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メンター制度（新設） 

【みんなの夢アカデミー】 ~報告 
みんなの夢ＡＷＡＲＤエントリー者向けに、みんなの夢ＡＷＡＲＤ５の共同主催でもある、さわかみ一般財団と連携し、 
夢をカタチにする方法を学ぶアカデミーをスタート。校長は、さわかみ投信取締役会長 澤上 篤人さん。 
みんなの夢ＡＷＡＲＤ５へのエントリーにあたってのソーシャルビジネス、事業計画の作り方などを学びます。 
第一線で活躍している講師陣をお迎えします。 
 
【みんなの夢アカデミー開催概要】 
■開催スケジュール： 
第１回   9月12日 （金）講師：本田 健、第２回   9月17日 （水）講師：藤野 英人、 
第３回   9月26日 （金）講師：近藤 広典 第４回   10月1日 （水）講師：奥谷 京子 
第５回   10月7日 （火）講師：安藤 哲也、第６回 10月17日 （金）講師：澤上 篤人 
■時 間 ：各回共通19:00～21:00 ※終了後、別会場で懇親会を予定しています。 



●ＡＷＡＲＤ4 協賛社さまとの取り組み実績 
・吉藤さん×ワタミ：1000万融資実施。 
・小池さん×王子ネピア：取引のある施設・病院へサービスを無償提供、施術費用を負担するスキームを実施中。 
・佐藤さん×USEN：スマホでUSENのダウンロードキャンペーンを7月1日スタート。 
・佐藤さん×サントリー：賢者屋設置の自動販売機のラッピング、アワードへの寄付体制を整備。 
・佐藤さん×ワタミ：9月10月に未来の名刺講座を賢者屋で開催。 
・安部さん×キャリアアテンダント：修学旅行受託事業／社会問題スタディツアー／勉強合宿で連携の話が決定。 
 

●ＡＷＡＲＤ3 協賛社さまとの取り組み実績 
・垣内さん：昨年8月にユニバーサル検定を立ち上げ、ワタミ、アサヒビール、HISで導入。アサヒビールとは、今年4月に本社で検定を実施、その後も飲食店舗   
       向けなど各業界に一緒にひろめていこうと取り組みを開始。また大和ハウスからは、高齢者の疑似体験ができるシニアポーズという機材を提供いただ 
       き、検定カリキュラムのなかで使用中。 
・山内さん：昨年農業インターンシップを復活させ、今夏も引き続き50名強の参加を確保し実施。福島工業に内定者研修として採用いただき、内定者の約 
       半分13名が参加、来年も継続予定。また、アワードにより学生団体とのつながりができ、そこからの参加を迎えられたことが大きな収穫に。 
・Peoさん：協賛企業から、ワンプラネットカフェに寄付（100万円）。 
 

ファイナリストと企業のマッチング・コーディネイト制度 
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協賛企業とファイナリストとの支援を円滑に進めるため、当団体が仲介し、コーディネートを行っています。昨年度のみんなの夢
AWARD4のファイナリストに対して支援表明をした企業との面談を事務局のコーディネイトにて3月、4月に実施。引き続き必要に
応じたサポートを続けています。 

吉藤さん： 4月09日アサツーディーケイ 
  4月16日富士通 
安部さん： 4月02日野村ホールディングス 
  5月08日エーザイ 
佐藤さん： 4月07日サイバーエージェント 
  4月10日リンクアンドモチベーション 
  5月20日ピーアーク 
  5月23日USEN 
小池さん： 4月17日王子ネピア 
上野さん： 4月22日さわかみグループ 



「みんなの夢」をテーマに、「みんなの夢」と「社会の課題解決・社会貢献」を考える
「みんなの夢シンポジウム」を、全国で開催する。会場では、参加者と夢の大切さと、
夢を実現していくための方法を共有し、社会の課題への気づきと新たな夢への挑
戦者の発掘を行ってゆく。 
 
７月１４日（月） 新宿 ３００名 
８月２７日（水） オリンピックセンター １００名 
１１月４日（火） かながわ ３００名 
１１月１７日（月） 虎の門 ６００名（予定） 

みんなの夢シンポジウムの開催（渡邉美樹講演）  
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『未来の名刺』は、“５年先の夢を名乗って、未来の名刺を作ろう”というコンセプトのもと、すてきな夢を持つ方々 にその夢を投
稿していただきます。このプロジェクトは、夢の実現に役立つ場となること、まだ夢が見つからない人が 夢を見つけるためのヒントを得られる
場となることを目的としてうまれました。 
現在の登録は２６００名と拡大しています。 
 

●リアルで計画的な、夢を描く！ 
理想はもちろんのこと、実現に向けた具体的な想いや計画を書き込めるコンテンツが充実 

●Facebookやtwitterと連動！ 
FacebookやtwitterなどSNSとも連携が可能です。応援したい夢の拡散が可能になっています。
フリーワード検索機能もあるので、自分の気になるワードの夢を探すことも可能です。自分の夢と
近い志を持った人と、つながるきかっけにもなる夢のプラットフォームともいえます。 

●みんなの夢ＡＷＡＲＤを大々的に告知！ 
トップ画面へのリンクバナーや専用告知ページにて、みんなの夢ＡＷＡＲＤ5の参加を促す 

未来の名刺について（ｗｅｂ） 
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公益財団法人みんなの夢をかなえる会  www.minnanoyume.org 

未来の名刺 www.miraimeishi.net 

みんなの夢ＡＷＡＲＤ www.yumeaward.org 



  

支援・能力開発事業（公益事業2） 
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みんなの夢セミナー 「学生団体向け」  

８月７日（木） 学生団体 SWITCH 幹部に「企業といかに付き合うか」「未来の名刺講座」 
場所：代々木オリンピックセンター（20名） 講師：中川業務執行理事 
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８月１１日（月） 学生団体 klu: 「企業といかに付き合うか」「未来の名刺講座」 
場所：サンエール相模原(60名) 講師：中川業務執行理事、白柳社長（みんなの夢ＡＷＡＲＤ5協賛企業） 



みんなの夢セミナー 「ファイナリストとのタイアップ企画」 

９月３日（水） 賢者屋 場所：賢者屋 参加：大学１～２年生７４名 
講師：中川業務執行理事 ファシリテーター：越智 
「仕事＝夢」に繋げて考えて欲しいという事、夢に日付を入れて日々やるべき事を明確にし、行動する事により夢はかなうという講義の後、
「未来の名刺」の登録ステップに基づき、ワークショップを行いました。 
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みんなの夢セミナー 「ファイナリストとのタイアップ企画」  
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９月２４日（水） 賢者屋（第２回） 
場所：賢者屋 参加：大学１～２年生５２名 
講師：中川 ファシリテーター：越智 
「仕事＝夢」に繋げて考えて欲しいという事、夢に日付を入れて日々やるべき事を明確にし、行動する事により夢はかなうという講義の後、
「未来の名刺」の登録ステップに基づき、ワークショップを行いました。 



みんなの夢セミナー 「ソーシャルビジネス講座」 

■９月１５日（月） キャリア大学 ■場所：キャリアデザインカフェ ■参加：大学１～２年生２２名 
■講師：矢尾板理事・中川業務執行理事 ファシリテーター：小田・酒井・木下・越智 
講義『ソーシャルビジネス概論-社会の課題を解決する力-』を行い、「ソーシャルビジネスとは」や「ユヌスソーシャルビジネスの７原則」を 

理解し、ワークとして『ソーシャルビジネスをつくってみよう』を行い、学生にプレゼンして貰いました。 
今後、みんなの夢セミナーとしてプログラムに組み入れ、みんなの夢ＡＷＡＲＤへのエントリーにつなげていきたい。 
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みんなの夢セミナー 「講師に理事を招いて」 

７月２３日（木） 女性限定「みんなの夢セミナー」 
場所：日本財団(８0名) 講師：渡邊智惠子理事、長倉牧子理事  
ゲスト ハウス食品、カゴメ、エイト、ＡＤＫ、ＤＹＭ、ワタミの女性社員 
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未来の名刺講座（教室） 
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大学生の他、高校生、小学生、擁護施設で、未来の名刺講座（教室）を開催 
テキストを使い、小学生向けには名刺交換会も実施。今後精力的に開校していきたい。 


