


Our Mission

Make the world a happy place



急速に変化を遂げる時代において 

限定的なスキルでは 
生き延びることができない 

どんな時代にも役立つチカラとは？ 

働き方や学び方、ライフスタイルが激変



考え抜く力 チームで働く力

Teamwork

前に踏み出す力

Thinking Action

課題発見力　計画力　創造力 発信力　傾聴力　柔軟性 
状況把握力　規律性 
ストレスコントロール

主体性　働きかける力　実行力

社会人基礎力

経済産業省「人生100年時代の社会人基礎力」



目標や意欲、 
興味・関心を持ち、 
粘り強く、 
仲間と協調して 
やり抜く力



自律するチカラ
自己価値観 (ありのままの自分を受容し、愛する)  

コンパス (自分の強みを知り生きる方向を得る)  

エネルギー (物事をポジティブに捉え、前を向く)  

レジリエンス (困難にくじけず、適応するチカラ)

共感力 (他者も、人生の主人公であることを知る)  

エンパワーメント (仲間に、意味と希望を伝える)  

問題解決能力 (問題を発見し、みんなで解決する)  

自己補正能力 (自己を認識し、成長し続けられる）

恊働するチカラ

しあわせに 
生きるための 
２つのチカラ



仲間と楽しく学ぶよろこびを味わってほしい

○「求められている自分」になるために「しなくちゃいけない」勉強をして、 
学ぶことがつまらなくなってしまった子どもたちのために 

○学校や他人の評価によって自信を失い、「自分らしさ」を見失ってしまった子　　　 
どもたちのために 

○失敗して咎められるのが怖くて、したい挑戦ができない子どもたちのために 

○人と関わることが怖いけど、人と関わる勇気を持ちたい子どもたちのために



好奇心・向学心・創造性を取り戻す 
hintカルチャー 
８つのコアバリュー

「しなくちゃ」から「したい」へ





❸中心に「好き」を 
置いて周りに 
   掛け算の答えを 
   書いてみるよ！

１ ２
３ ４

hint kids？
なんだろう？

はじめての日
緊張するな…

なにやるんだろ

どんな人が くるかな？

チーム 
ビルディング

メタ認知

アイデア発想

❶謎解きに 
         挑戦するよ！ ❷気持ちの変化を 

折線グラフに 
してみるよ！

なんか楽し
い！ 

これなら 

続けらるか
も？

みんな違う考えを 
持っていて 

おもしろいな！
ドキドキしたけど 
なんかちょっと 
自信がついた



01

02

マイ ストーリー 
自分のストーリーを語り合って 
本当の自分とつながる 
アウトプット：マイコラージュ×hint kids 

マイ イノベーション 
自分の好きや強みを起点に 
アイデアを生み出し、他者とつながる 
アウトプット：マイイノベーションのピッチ

マイストとマイイノ、2つのテーマがあります

Created By Seiichiro INOUE

Created By Hint Kids



4月16日 第１回　自分を知ってもらう ～ 謎解きワークでチームビルディング

4月23日 第２回　今の自分を深く知る ～VARUE CARDS

4月30日 第３回【online】 過去の自分に出会う～100の質問カードゲーム

5月14日 第４回　未来の自分を描く ～ ワクワク未来日記

5月21日 第５回　主人公で生きる他者を理解する ～ 自分コラージュ

5月28日 第６回　チームで起業に挑戦する ～ 起業ゲーム

6月4日 第７回　好きや強みで商品づくり ～ 起業の疑似体験１

6月11日 第８回【online】 好きや強みで商品づくり ～ 起業の疑似体験２

6月18日 第９回　みんなで成果をパッケージする ～ 発表準備

6月25日 第10回　みんなで成果を発表する ～ 発表会／卒業式

Hint Kids 
全10回の内容

マイストーリー

マイイノベーション



第２回 自分を深く知る 第４回 未来の自分を描く
第３回 過去の自分に出会う 第７回 擬似起業に挑戦

Teaching　Materials

Created By Seiichiro INOUE



How to learn 
10:00-12:00 on Sunday

@SHIBUYA
 HACHIYAMA HOUSE

アイスブレイク

マイクエスト

テーマワーク

リフレクション

ホームワーク

　仲良く楽しくなっちゃうワークで 
　リラックスします

　仲間との対話を通して 
　視野を広げ考えを深めます

　ワクワクワークタイム 
　仲間と力を合わせて挑戦します

　次の学びにつながる 
　リフレクションを行います

　学びを深め、コミュニケーションを生み出す 
「問い」を投げかけます



初回～3回目まではアイスブレイクに時間をかけて、 
ちょっぴり難しくてすっごく楽しいチームワークを行います

TEAM BUILDING



M
Y
 C
O
LL
A
G
E 
✖
 H
IN
T 
K
ID
S マイスト最後のワークは「コラージュ」 

コラージュはフランス語で「のりで貼ること」 
異なる素材を組み合わせて、素材本来のイメージを超え
た新しいイメージを作り出す技法だそうです 

マイストワークのかけらを集めて作るマイコラージュと
Hint Kidsを掛け合わせ、チームで1つの作品を制作し、
発表を行います 



マイコラージュ ✖ Hint Kids



自分を出していくことが苦手だったけど、 

こういう形で自分を出せてよかった（こはる） 



英検試験の前には、 
仲間が 
疑似面接をしてくれた

大会出場のため「次回は休む」と言ったら、 
拍手が起こり 
みながエールを送ってくれた



”したい”ができる空間では 
やさしさとぬくもりが広がった



今日も残ってく？

After 
School



みんなで作る 
カラフルな多面体





with 

とんとん!

起業とは、 
自分が生きていく場所を 
見つけること



自分が生きていく場所を 
見つけてみたいと思った



サービスを考えた 
頑張る学生や 

忙しいお母さんを 
助けてあげたいと思った



自分の話を聞いてもら
って、それについて考
えてもらえるのはうれ
しい。 
　　　



今まであまり話したこと
がないようなものを話せ
てとても楽しかった。話
すとすっきりする。



申し込んでいなかったら 
きっと後悔していた（そうな） 
　　　　　　　　



学校がつまらない 
と感じるくらい 
hint kidsが楽しい 

（こはる） 



ずっと言えなかった 
本当にやりたかったこと 

お母さんに 
打ち明けられた



主役に 
なってみたかった 
でも言えなかった 

恥ずかしくて 
挙げられなかった手、 
次は挙げてみよう 



自分が自分でいられる場所

だから挑戦できる場所
そして成長できる場所

やる気に満ちた、やさしい学びの場



SEIICHIRO 
INOUE

TORU 
SAITO

NAOMI  
SAITO

GUEST

朝日広告社 
ACC賞・JAA賞・観光映像大賞 
新潟SDGsアワード大賞受賞

Hint創業者 
ビジネス・ブレークスルー大学 
経営学部教授  
株式会社hint代表  
株式会社ループス・コミュニケー
ションズ代表

株式会社ミュゼ代表取締役 
一般社団法人  
子ども未来がっこう代表理事 



TEAM MEMBER

MISATO  
ADACHI

TOMOKO  
YAMAGUCHI

MIZUKI 
BABA



Hint kidsのコンテンツは 

メインメンバーの他にも 

hint kids を応援してくださる方々に 

支えられて出来上がりました 

素敵なイラストを描いてくれたのは 

ドットのまゆみさん、ゆーりさん 

本当にありがとうございます！ 

そしてこれからもよろしくお願いします！！



学校では作れない 
つながりの中で 
楽しく学んでほしいな

自信をもって自分らしさ
を大切にできる子に 
なってほしいな

だれかとなにかをつくる
体験させてあげたいな

に行こう～＼そ
うだ
／



https://hint-academy.com/kids/

ZOOM説明会 
３月16日（木） 
21:00~21:30 

個別相談会も受付けております



お時間いただきまして、 
ありがとうございました



なにか新しいものを
考える力がついた気
がする。

少しに苦手が克服が
できたような気がし
ます。

みんな意見がちがう
から、いろいろな考
えを聞けたのがとて
もよかったです。

初めましての人もい
る中で、楽しくでき
た！！

就職した後、何がど
うやって進んでいく
のかわからず不安だ
ったけど、少し不安
がなくなりました。

なかなか体験できな
かったことなので、
参加してよかったで
す。



自分の話を聞いてもら
って、それについて考
えてもらえるのはうれ
しい。

人それぞれくわしく聞
いてみるとまったく違
う意見があった。自分
の意見と比べることが
でき深く考えられた。

みんなが聞いてくれて
うれしかった。自分が
感じている大切なこと
を頭で理解して整理が
できた。

1人1人の考えは違っ
ていた。つながりも
みつかった。

今まであまり話した
ことがないようなも
のを話せてとても楽
しかった。話すとす
っきりする。

「こんなことがあるの
か！」「たしかに！」
と思えるものがたくさ
んあり、それを見つけ
るのがとても楽しい。



机は 
１つだけあればよかった

ね 


