
若者と大人が

つながることが、

地域の未来をひらく



だっぴの目指す社会

代表理事よりご挨拶

だっぴが挑む社会問題と解決へのステップ

2 01 8年度を振り返って

若者の可能性と

実現力を開拓する

　2018年度もNPO法人だっぴを支えてくださり、ありがとうございました。皆さんのお力添えのおかげで 

「中学生・高校生だっぴ」の多世代交流の機会が岡山県内でさらに広がりました。 私たちは、多世代交流の

継続とさらなる発展を求めていきたいと思っています。その地域の人たちとともに、 その地域の“あるべき

教育のかたち”を追い求めながら、場づくりをしていくことを大切にしたいです。

　若者が「ここなら自己表現できる」「ここで挑戦してみたい」と思える“安心安全なつながり”を地域につ

くっていくことで、 若者の社会参画につながっていくと考えています。若者と大人とのつながり、学校と地

域とのつながり、多様な人が若者や教育に関わっていける社会を目指したいと思います。 

　引き続き、暖かい応援をどうぞよろしくお願いいたします。

　2018年度は12市町村・20ヶ所で中学生・高校生だっぴを実

施しました。その中で、行政職員の方々がキャストとしてだっぴ

のプログラムに関わって下さったり、中学生が自分たちでだっ

ぴの場をつくったり、地域によってカスタマイズされた多世代

交流の機会が広がりました。それぞれの地域の特色が異なるよ

うに、教育の特色も異なり、それに合わせた多世代交流のかた

ちが継続していけること、その種がたくさんできた1年でした。

　7月、西日本豪雨災害があり、当法人でも真備地区と矢掛町に

て災害支援を行いました。人とのつながりや居場所の大切さを

再認識させられた出来事でもありました。   引き続き、私たちに

代表理事    柏原 拓史

だっぴの目指す姿
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だっぴが担う役割

MISSION

MISSION
一人ひとりの若者が

人とのつながりの中で

自分らしく生きられる社会へ

! ! !地域のつながりの希薄化　　     若者の自己肯定感の低下　　  若者の将来に対する不安の増加

できる支援を行っていきたいと思っています。

　NPO法人だっぴの活動全体を見直して私たちがどこを目指す

べきかについてもメンバーと議論を重ねてきました。若者が自分

らしく居られる（自己表現できる）安心安全なつながりをつくる

ことで、若者と社会をつないでいくという役割を果たすため、

「だっぴそのものも、だっぴしていかねばならない」と考えました。 

その答えを皆さんと探していく契機として、3月には「中学生・高

校生だっぴサミット」を実施しました。これからの多世代交流や

教育の在り方について対話できる機会をこれからもつくってい

きたいと思います。

一人ひとりの若者が、
人とのつながりの中で

自分らしく生きられる社会の実現。

若者の可能性と実現力を開拓する

学び合える交流機会の創出

大学生世代大人

高校生 中学生

若者と大人が
つながりやすくなる

仕掛けを

多世代交流の機会

若者が “だっぴする”
意識変容

若者と多様な大人の
つながり創出

地域の教育の
再編集と拡張

「教育」でつながる
コミュニティの形成

岡山県内の各地域に

「教育」でつながる

コミュニティを形成する

若者の挑戦を応援する共同体の形成
多様な大人が教育に関われる機会の創造

多様な社会観・キャリア観の形成
非認知能力の向上

自己肯定感・自己効力感の向上
自分の将来への期待
大人との信頼関係構築
地域社会に対する当事者意識醸成

安心・安全な環境をつくるつながり（社会関係資本）
　自己表現ができる　　　失敗を恐れず挑戦できる



参加者の心境の変化
参加した中高生にプログラム前後で
アンケートを実施しました。

参加後

参加前

参加後

参加前

参加後

参加前

参加者たちがフラットな関係性でお互いの価値観や考え方を共有し、対話の中で学び合いを深める場です。

大人になるのが
楽しみだ。
または、働くことが
楽しみだ。

自分の行動により、
自分の周囲の状況を
少し変えられるかも
しれない。

地域で起こっている
問題や出来事に
関心がある。

とてもそう思う　          まあそう思う

あまりそう思わない   　 全く思わない

6/22 ■ 県立津山東高校生だっぴ
参加者数/高校生：76人、キャスト：23人、大人：34人

津山東高校

8/11 ■ 備前市中高生だっぴ
参加者数/中学生：22人、高校生:1人、キャスト：16人、大人：16人

参加者数/中学生：51人、高校生:17人、キャスト：15人、大人：26人

参加者数/中学生：21人、高校生:6人、キャスト：14人、大人：14人

リフレセンターびぜん

8/31 ■ 備前市立日生中学生だっぴ
参加者数/中学生：57人、キャスト：24人、大人：29人

日生防災センター

9/20 ■ 備前市立伊里中学生だっぴ
参加者数/中学生：34人、キャスト：18人、大人：19人

伊里中学校

9/22 ■ 笠岡市立新吉中学生だっぴ
参加者数/中学生：92人、キャスト：22人、大人：35人

新吉中学校

10/20 ■ 和気町立佐伯中学生だっぴ 佐伯中学校

11/10 ■ 高梁市中高生だっぴ 高梁総合文化会館

11/17 ■ 県立津山中学生だっぴ
参加者数/中学生：76人、キャスト：13人、大人：35人

津山中学校

11/22 ■ 津山市立鶴山中学生だっぴ
参加者数/中学生：61人、キャスト：35人、大人：32人

鶴山中学校

11/28 ■ 岡山市立建部中学生だっぴ
参加者数/中学生：39人、キャスト：6人、大人：20人

建部中学校

12/8 ■ 玉野市立荘内中学生だっぴ
参加者数/中学生：79人、キャスト：26人、大人：40人

荘内中学校

1/12 ■ 早島町立早島中学生だっぴ
参加者数/中学生：93人、キャスト：45人、大人：50人

早島中学校

1/19 ■ 岡山市立岡山中央中学生だっぴ
参加者数/中学生：134人、キャスト：81人、大人：79人

岡山中央中学校

2/12 ■ 津山市立勝北中学生だっぴ
参加者数/中学生：55人、キャスト：21人、大人：28人

勝北中学校

2/17 ■ 西粟倉村中高生だっぴ
参加者数/中学生：17人、キャスト：15人、大人：10人

西粟倉小学校

3/3 ■ 吉備中央町中学生だっぴ
参加者数/中学生：11人、キャスト：12人、大人：11人

農業振興センター

3/5 ■ 津山市立久米中学生だっぴ
参加者数/中学生：52人、キャスト：18人、大人：35人

久米中学校

3/17 ■ 和気町リーダーだっぴ
参加者数/中高生：22人、キャスト：5人

和気閑谷高校

「中高生×大学生（キャスト）×大人」の多世代交流プログラム。01 2 018年の活動実績 中学生高校生だっぴ
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だっぴ50×50

2019/1/20 ■  だっぴ50×50 
in IPU・環太平洋大学グローバルキャンパス

2018/5/19 ■  だっぴ30×30

2018/9/17 ■  だっぴ20×20 in 美作大学

参加者数/中学生：1名
大学生：26名
大人：21名
キャスト：7名

参加者数/大学生：28名、大人：26名

参加者数/大学生：37名、大人：46名、キャスト：34人

参加者数/大学生：30名
大人：30名

参加者数/大学生：15名、大人：15名

教育の道を志す学生と教育の世界で
活躍する大人が出会う。
学校教員や行政、企業・NPOなどの立場で
教育に関わる大人も参加。

参加者数/教職員：17名
地域人材：7名
大学院生：12名

生徒理解の促進やお互いの教育観の共有。
教員と多分野で活躍する地域人材との
つながりをつくる。

平成30年7月豪雨の被災地でのだっぴ開催。

岡山大学で「キャリアデザインⅡ」の講義を担当。
受講生はコミュニケーションの実践として
中学生だっぴにも参加。

大学生が自分たちのほしい場を
創りあげるだっぴ(毎月1~2回開催)

岡山県外の講師からファシリテーション
について学ぶ。

■ 働く×だっぴ 岡山の魅力的な企業編
with ベクトル大学

地域で魅力的に生きる大人と若者が出会う。
若者が自分たちのために自分たちで機会を創る。

環境的ハンデのある若者が、大人と交流しながら
自分の未来に可能性を感じられる機会をつくる。

02

企業で魅力的に働く大人と若者が出会う。
若者が岡山で働くきっかけを創る。

教育×だっぴ04 教員研修05

災害支援事業06 環境的ハンデのある
若者の人材育成支援07

岡山大学授業連携08 ファシリテーション勉強会09

ぷちだっぴ10 メディア実積11

03 「働く」×「だっぴ」

■ 教育×だっぴ 
in 岡山大学

■ NITSカフェ
＠岡山後楽館高校

2018/10/8 2018/8/28

参加者数/中高生：24名、大人：4名、キャスト：13名

ハードルを抱えた若者、生きづらさを感じる若者、不登校の中高生、
定時制高校の生徒を対象としたプログラム

参加者数/高校生：78名、大人：53名、キャスト：8名

2018年度はNPO法人みらいずworksの代表理事 小見まい子さん
をお招き。

2018/10/17 ■ 矢掛高校生だっぴ

2018/11/18 ■ 中高生だっぴ＠真備公民館

2018/9/28  

●山陽新聞　取材事業／津山東高校生だっぴ
人生の可能性考える津山東高1年生「だっぴ」

●山陽新聞　取材事業／日生中学生だっぴ
理想の大人像考えた　大学生や社会人と交流

●山陽新聞　取材事業／災害支援
西日本豪雨　被災地で居場所づくり　子どもの支援本格化　県内外の団体活動　心のケア

●山陽新聞　取材事業／荘内中学生だっぴ
働き方や生き方考えた　荘内中で「中学生だっぴ」大学生、社会人と対話

●ソトコト4月号　取材事業／中学生・高校生だっぴ
「地域を動かすローカルプロジェクト」掲載

●山陽新聞　取材事業／西粟倉村中高生だっぴ
大人と語り人生考える　西粟倉　中高生らが「だっぴ」　多彩な経験、価値観学ぶ

その他 山陽新聞、
岡山経済新聞、RSKラジオ、
レディオモモなど計20件掲載



だっぴ応援企業

赤木 佑衣／芥川 英祐／安藤 希代子／石原 達也／石田 篤史／伊東 大輔／今井 悟史／臼井 純子／宇高 秀和／宇津見 雅英
江口 和代／江田 大輝／太田 裕之／大森 達郎／大山 知康／岡武 俊樹／沖村 舞子／奥田 修平／小田 晃弘／影山 貴敏
Kazufumi Watanabe／河津 泉／川中 大輔／岸川 杏子／木村 健太郎／葛原 佳史／玄馬 寛／小林 美希／紺谷 遼太郎
坂ノ上 博史／ざぶろー／直原 真弓／せいがっち／園田 浩也／高平 亮／田中 健昌／玉井 慎太郎／椿 貴裕／徳永 遥
SILVER TONE／豊福 範章／中江 岳／中原 智子／流尾 正亮／長根 汐理／難波 衣里／西村 洋己／丹生谷 徹／野村 泰介
花房 功基／東川 絵葉／平田 英之／藤井 剛／古橋 隆秀／古川 さつき／堀井 敬行／堀川 涼子／牧 尚吾／松浦 俊明

松岡 省吾／松坂 英樹／松原 龍之／真鍋 彰宏／三谷 朗裕／峰政 裕一郎／三好 祐也／森下 直哉／山内 陣

クラウドファンディング支援者の皆さま

設立 2013年10月  代表理事 柏原 拓史

2018年4月にクラウドファンディングを行い合計566,000円の支援金を頂きました。
支援者の皆様、誠にありがとうございました。※敬称略

会員・寄付での応援をお願いしております。

賛助会員：5,000円／年

企業・団体会員：50,000円／年

会員以外の皆様からのご寄付も募集しております。
詳細・お申し込みはQRコードよりお願い致します。

特定非営利活動法人だっぴ

〒700-0822 
岡山市北区表町1丁目4-64上之町ビル3階301

☎：086-206-1250
   ：dappi@dappi-okayama.com

旭テクノプラント株式会社 アースエイト ウェブクリエイティブ株式会社 株式会社研美社有限会社アクシス

株式会社岡山村田製作所 関西プラスチック工業株式会社 株式会社重藤組 シバセ工業株式会社岡山トヨタ自動車株式会社

ネットリンクス株式会社 平林金属株式会社 株式会社フレスカ 株式会社マスカット薬局株式会社ニッカリ


