
あらゆる人の一番の幸せをさがそう
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自分と社会の探究学習自分と社会の探究学習【MIRAI Map授業】【MIRAI Map授業】
◆領域：キャリア教育 ◆教科：総合的な学習の時間 ◆学年：中学1～3年（小学4～6年　高校1～3年も対応可能） ◆時間：6時間◆領域：キャリア教育 ◆教科：総合的な学習の時間 ◆学年：中学1～3年（小学4～6年　高校1～3年も対応可能） ◆時間：6時間

SDGs がゴールと定めている 2030 年といえば、現在の小中学生が社会に出る頃。私たち、ひふみコーチは、
SDGs の理念である「誰一人取り残さない－No one will be left behind」に共感し、子どもたちと共に未来

を描く「MIRAI Map Project 2020-30」を立ち上げ、夢と希望があふれる社会への再構築に挑みます。

SDGs がゴールと定めている 2030 年といえば、現在の小中学生が社会に出る頃。私たち、ひふみコーチは、
SDGs の理念である「誰一人取り残さない－No one will be left behind」に共感し、子どもたちと共に未来

を描く「MIRAI Map Project 2020-30」を立ち上げ、夢と希望があふれる社会への再構築に挑みます。

＊この取り組みにより、国連で定めた持続可能な開発目標（SDGs）の目標4・１７に貢献します＊

【運営本部】〒509-7403 岐阜県恵那市岩村町217 ひふみコーチ株式会社  学校SDGs普及委員 MIRAI Map Project 2020-30   https://happiness.123-coach.com/mirai-map

みらいから考えよう
100年後50年後からみた2030年
は、今とはまったく違った未来にみえる。
学校のあり方を未来から考えてみよう。

世界とつながろう
海も空もインターネットも世界とつ
ながっている。世界中の友だちとつ
ながって地球のことを考えてみよう。

主体的にうごこう
問題や課題を夢で解決する。自分に
できることをできるだけする。ひとり
ひとりの行動で未来を切りひらこう。

未来マップとは
未来マップとは、地球の未来と、将来なりたい自分の姿をイ
メージして、台紙の上に写真や文字でコラージュしたり、タブ
レットを使ってプレゼンテーションをつくったりする目標達成
ツールです。

未来マップ３つのメッセージ
１．自分の夢とは、ワクワクする未来のこと
２．地球の未来に、仕事を通じて貢献できる
３．誰一人取り残されず、幸せに生きられる

四方よしの視点で未来を描きます
◎地球よし ◎社会よし ◎まわりの他者よし ◎自分よし。
夢×SDGｓ＝MIRAI Mapは、４つの視点で夢を描きます。ま
ずは、「地球よし」。SDGｓの〇番に興味があるのはなぜ？どん
な地球が理想？続いて「社会よし」。大人になった自分は仕事
を通じて社会とつながっている！どんな仕事で社会に貢献して
いるかな？続いて「まわりの他者よし」「自分よし」。大人になっ
た自分はどんな暮らしをして、まわりの人とはどんな関係だろ
う？ワクワクする未来をイメージしてみよう。

お問い合わせ・お申し込み先

未来マップ作成時の5つのコツ未来マップ 授業案解説

台紙に切り貼りしてつくるタブレットを使ってつくる

ICT活
用

SDGsは、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、
2030年までを期限とする17の国際目標です。



2030年”地球の声SDGs”を聴いて、未来の”夢”を描こう！
子どもたちが主体的に”未来の夢”を描く授業 夢×SDGｓ＝MIRAI Map

『言葉をプレゼントゲーム！』で
は、使い方次第では相手を傷つ
けてしまう「言葉」にフォーカ
ス。相手を元気づけたり励まし
たりできる「言葉」のパワーを
体感し、自分が言われて嬉しい
言葉を相手に伝えます。

『ひふみコーチング！』では、相
手の「夢を応援する」コーチング
というコミュニケーションを学
び、実際にコーチする人とコー
チされる人になりきり、夢をか
なえる行動計画を立てます。

２つのゲームを通じて、嫌なこ
とは嫌。と、さわやかに自己主張
することの重要性や、ひふみ
コーチングで夢がかなうことを
習得します。

好きなスポーツ、好きな場所、
好きなひと。得意な歌、得意な
料理、得意なウソ。質問に面白
おかしく答えながら自己分析し
ます。嫌いなこと、苦手なことは
誰かが活躍するステージ。チー
ムで夢をかなえるのは、スポー
ツだけではなく仕事も同じ。

上手にできること、よくたのまれ
ること、よくする親切。ワクワク
すること、楽しいこと、つい考え
ちゃうこと。質問に向き合うこと
で自分の本当に思っていること
が浮き彫りになってきます。

４つの自己分析を通じて This 
is me. みんな違ってみんない
い。ということを明らかにします。

国連が定めた１７のゴールに関
心をもち、その内容を理解し、そ
の中でも特に何番への関心が
高いのか？それはなぜなのか？
について、自分の頭で考えます。

対話の目的は、問いに対して自
分が考えたことや感じたことを
話したり、友だちの話を聞いたり
して「考えを深めること」です。
まあるくなって座り、対話のコツ
とルールを守って対話します。

どんな夢も、描き、信じ、伝えるこ
とでかないます。ビジョンを可視
化することにより、私たちの脳は
夢をかなえるための行動を起こ
すからです。２０３０年に自分、他
者、社会、地球が四方よしである
夢をMIRAI Map に描きます。

MIRAI Map（未来マップ）の授業は、
３冊のワークブックを使います。（３冊とも英語版もあります。）

夢を描いて行動しよう
STEP1

自分をまるごと愛そう
STEP2

対話を通してつながろう
STEP3

ゲーム① アサーション

ゲーム② コーチング

自己分析①好き・得意

自己分析②強み・興味

SDGｓの学び

対話の体験

MIRAI Map づくり

ひふみコーチング（＆アサーション）
嫌なことは嫌（NO）、嬉しいことは嬉しい（YES）と、自分の感情を相手に伝える ” さ
わやかな自己主張 ”アサーション。続いて、今日の自分を色に例えると何色？（①）、
来年の今日は何色になっていたい？（②）、そのために何をする？（③）の順番で質
問する ” ひふみ①②③コーチング ” をゲーム形式で学びます。

１
限

自分を知る（This is me.①）
夢を描く準備は、自分を知ること。「好き」「得意」「強み」「興味」の４つの視点で自
己分析をします。This is me. これが私！世界でたった一つ、唯一無二の命であるこ
とをお互いに確認します。

2
限

みんなを知る（SDGs で対話する）
「私は、SDGs の〇番と〇番に興味がある。なぜなら・・・」SDGs の 17 のゴール
はどれも大切なものですが、特に興味があるのはどれでしょうか？なぜ、興味があ
るのでしょうか？まるくなって座り、対話をします。

3
限

夢を可視化する（MIRAI Map づくり）
大人になると、仕事を通じて社会とつながります。仕事は夢をかなえる手段です。
「問題や課題を夢で解決する」「今、世の中にないものは自分がつくればいい」と
いう視点で未来の夢を描きます。

4
限

夢を発表する（This is me.②）
夢の発表は、誰でもドキドキします。なぜなら、「否定されるかもしれない」という
怖さを感じるからです。でも、勇気を出して発表してみると、「いいねー ( ^)o(^ )」
の声と、クラスメイトや先生が笑顔で応援してくれる！！！この体験が、夢の実現を応
援してくれます。

5
限

行動する（This is me.③）
描いた夢をかなえるために、次の 5 つの行動をします。１．SDGｓについて調べて
みよう。２．地球の声を聞いてみよう。３．自分が役に立てることを考えよう。４．地
球が喜ぶことをしよう。５．自分のことを、大切にしよう。

6
限

自分らしく生き生きと生きる
①今後のキャリア選択に関してミスマッチを防ぐ
②社会を変革するのは自分であるという当事者意識の醸成
③SDGsを通して社会課題を知り、夢を現実的に探索する

中学校キャリア教育における『基礎的・汎用的能力』と『MIRAI Map授業』の対応表
ひふみコーチ株式会社　学校SDGs普及委員会（MIRAI Map）　https://happiness.123-coach.com/mirai-map

◆領域：キャリア教育　◆教科：総合的な学習の時間　◆学年：中学1～3年（小学4～6年　高校1～3年も対応可能）　◆時間：6時間

目的 学習
目標

①さわやかな自己主張

②ひふみコーチング

①自分を知る

②他者を知る

①SDGsの学び

②対話の実践

①２０３０年の地球社会

②２０３０年の自分の夢

①４つの視点で夢を描く

②MIRAI Mapづくり

①夢のプレゼンテーション

②夢をかなえる行動計画

1

2

3

4

5

6

リーダーシップ／本質の理解／アサーション／合意形成／
自ら考え自ら動く／自由の相互承認

チームワーク／他者の個性を理解する力／自己の役割の理解
／多様性の理解／強みの理解／フォロワーシップ／受容

他者に働きかける力／選択／情報の理解選択処理等／課題発
見／社会への興味関心／聴く力／SDGｓの理解

前向きに考える力／学ぶこと働くことの意義や役割の理解
／起業家精神／目標設定

自己の動機付け／将来設計／勇気／夢の現実的探索／自
分らしさの理解

コミュニケーションスキル／主体的行動／行動と改善／実行力
／計画立案／プレゼンテーション／変化に対応する力

興味・関心等に基
づく勤労観・職業
観の形成

肯定的自己理解と
自己有用感の獲得

生き方や進路に関
する現実的探索

進路計画の立案と
暫定的選択

人間関係形成・社会形成能力
自己理解・自己管理能力

自己理解・自己管理能力
人間関係形成・社会形成能力

人間関係形成・社会形成能力
課題対応能力

キャリアプランニング能力
自己理解・自己管理能力

自己理解・自己管理能力
キャリアプランニング能力

課題対応能力
人間関係形成・社会形成能力

自分と社会の探究学習自分と社会の探究学習【MIRAI Map授業】【MIRAI Map授業】

未来マップ授業単元テーマ キャリア発達課題 基礎的・汎用的能力 具体的な要素時
間



2030年”地球の声SDGs”を聴いて、未来の”夢”を描こう！
子どもたちが主体的に”未来の夢”を描く授業 夢×SDGｓ＝MIRAI Map

『言葉をプレゼントゲーム！』で
は、使い方次第では相手を傷つ
けてしまう「言葉」にフォーカ
ス。相手を元気づけたり励まし
たりできる「言葉」のパワーを
体感し、自分が言われて嬉しい
言葉を相手に伝えます。

『ひふみコーチング！』では、相
手の「夢を応援する」コーチング
というコミュニケーションを学
び、実際にコーチする人とコー
チされる人になりきり、夢をか
なえる行動計画を立てます。

２つのゲームを通じて、嫌なこ
とは嫌。と、さわやかに自己主張
することの重要性や、ひふみ
コーチングで夢がかなうことを
習得します。

好きなスポーツ、好きな場所、
好きなひと。得意な歌、得意な
料理、得意なウソ。質問に面白
おかしく答えながら自己分析し
ます。嫌いなこと、苦手なことは
誰かが活躍するステージ。チー
ムで夢をかなえるのは、スポー
ツだけではなく仕事も同じ。

上手にできること、よくたのまれ
ること、よくする親切。ワクワク
すること、楽しいこと、つい考え
ちゃうこと。質問に向き合うこと
で自分の本当に思っていること
が浮き彫りになってきます。

４つの自己分析を通じて This 
is me. みんな違ってみんない
い。ということを明らかにします。

国連が定めた１７のゴールに関
心をもち、その内容を理解し、そ
の中でも特に何番への関心が
高いのか？それはなぜなのか？
について、自分の頭で考えます。

対話の目的は、問いに対して自
分が考えたことや感じたことを
話したり、友だちの話を聞いたり
して「考えを深めること」です。
まあるくなって座り、対話のコツ
とルールを守って対話します。

どんな夢も、描き、信じ、伝えるこ
とでかないます。ビジョンを可視
化することにより、私たちの脳は
夢をかなえるための行動を起こ
すからです。２０３０年に自分、他
者、社会、地球が四方よしである
夢をMIRAI Map に描きます。

MIRAI Map（未来マップ）の授業は、
３冊のワークブックを使います。（３冊とも英語版もあります。）

夢を描いて行動しよう
STEP1

自分をまるごと愛そう
STEP2

対話を通してつながろう
STEP3

ゲーム① アサーション

ゲーム② コーチング

自己分析①好き・得意

自己分析②強み・興味

SDGｓの学び

対話の体験

MIRAI Map づくり

ひふみコーチング（＆アサーション）
嫌なことは嫌（NO）、嬉しいことは嬉しい（YES）と、自分の感情を相手に伝える ” さ
わやかな自己主張 ”アサーション。続いて、今日の自分を色に例えると何色？（①）、
来年の今日は何色になっていたい？（②）、そのために何をする？（③）の順番で質
問する ” ひふみ①②③コーチング ” をゲーム形式で学びます。

１
限

自分を知る（This is me.①）
夢を描く準備は、自分を知ること。「好き」「得意」「強み」「興味」の４つの視点で自
己分析をします。This is me. これが私！世界でたった一つ、唯一無二の命であるこ
とをお互いに確認します。

2
限

みんなを知る（SDGs で対話する）
「私は、SDGs の〇番と〇番に興味がある。なぜなら・・・」SDGs の 17 のゴール
はどれも大切なものですが、特に興味があるのはどれでしょうか？なぜ、興味があ
るのでしょうか？まるくなって座り、対話をします。

3
限

夢を可視化する（MIRAI Map づくり）
大人になると、仕事を通じて社会とつながります。仕事は夢をかなえる手段です。
「問題や課題を夢で解決する」「今、世の中にないものは自分がつくればいい」と
いう視点で未来の夢を描きます。

4
限

夢を発表する（This is me.②）
夢の発表は、誰でもドキドキします。なぜなら、「否定されるかもしれない」という
怖さを感じるからです。でも、勇気を出して発表してみると、「いいねー ( ^)o(^ )」
の声と、クラスメイトや先生が笑顔で応援してくれる！！！この体験が、夢の実現を応
援してくれます。

5
限

行動する（This is me.③）
描いた夢をかなえるために、次の 5 つの行動をします。１．SDGｓについて調べて
みよう。２．地球の声を聞いてみよう。３．自分が役に立てることを考えよう。４．地
球が喜ぶことをしよう。５．自分のことを、大切にしよう。

6
限

自分らしく生き生きと生きる
①今後のキャリア選択に関してミスマッチを防ぐ
②社会を変革するのは自分であるという当事者意識の醸成
③SDGsを通して社会課題を知り、夢を現実的に探索する

中学校キャリア教育における『基礎的・汎用的能力』と『MIRAI Map授業』の対応表
ひふみコーチ株式会社　学校SDGs普及委員会（MIRAI Map）　https://happiness.123-coach.com/mirai-map

◆領域：キャリア教育　◆教科：総合的な学習の時間　◆学年：中学1～3年（小学4～6年　高校1～3年も対応可能）　◆時間：6時間

目的 学習
目標

①さわやかな自己主張

②ひふみコーチング

①自分を知る

②他者を知る

①SDGsの学び

②対話の実践

①２０３０年の地球社会

②２０３０年の自分の夢

①４つの視点で夢を描く

②MIRAI Mapづくり

①夢のプレゼンテーション

②夢をかなえる行動計画

1

2

3

4

5

6

リーダーシップ／本質の理解／アサーション／合意形成／
自ら考え自ら動く／自由の相互承認

チームワーク／他者の個性を理解する力／自己の役割の理解
／多様性の理解／強みの理解／フォロワーシップ／受容

他者に働きかける力／選択／情報の理解選択処理等／課題発
見／社会への興味関心／聴く力／SDGｓの理解

前向きに考える力／学ぶこと働くことの意義や役割の理解
／起業家精神／目標設定

自己の動機付け／将来設計／勇気／夢の現実的探索／自
分らしさの理解

コミュニケーションスキル／主体的行動／行動と改善／実行力
／計画立案／プレゼンテーション／変化に対応する力

興味・関心等に基
づく勤労観・職業
観の形成

肯定的自己理解と
自己有用感の獲得

生き方や進路に関
する現実的探索

進路計画の立案と
暫定的選択

人間関係形成・社会形成能力
自己理解・自己管理能力

自己理解・自己管理能力
人間関係形成・社会形成能力

人間関係形成・社会形成能力
課題対応能力

キャリアプランニング能力
自己理解・自己管理能力

自己理解・自己管理能力
キャリアプランニング能力

課題対応能力
人間関係形成・社会形成能力

自分と社会の探究学習自分と社会の探究学習【MIRAI Map授業】【MIRAI Map授業】

未来マップ授業単元テーマ キャリア発達課題 基礎的・汎用的能力 具体的な要素時
間



あらゆる人の一番の幸せをさがそう

2030 2030

自分と社会の探究学習 自分と社会の探究学習【MIRAI Map授業】 【MIRAI Map授業】
◆領域：キャリア教育 ◆教科：総合的な学習の時間 ◆学年：中学1～3年（小学4～6年　高校1～3年も対応可能） ◆時間：6時間 ◆領域：キャリア教育 ◆教科：総合的な学習の時間 ◆学年：中学1～3年（小学4～6年　高校1～3年も対応可能） ◆時間：6時間

SDGsがゴールと定めている2030年といえば、現在の小中学生が社会に出る頃。私たち、ひふみコーチは、
SDGsの理念である「誰一人取り残さない－No one will be left behind」に共感し、子どもたちと共に未来

を描く「MIRAI Map Project 2020-30」を立ち上げ、夢と希望があふれる社会への再構築に挑みます。

SDGsがゴールと定めている2030年といえば、現在の小中学生が社会に出る頃。私たち、ひふみコーチは、
SDGsの理念である「誰一人取り残さない－No one will be left behind」に共感し、子どもたちと共に未来

を描く「MIRAI Map Project 2020-30」を立ち上げ、夢と希望があふれる社会への再構築に挑みます。

＊この取り組みにより、国連で定めた持続可能な開発目標（SDGs）の目標4・１７に貢献します＊

【運営本部】〒509-7403 岐阜県恵那市岩村町217 ひふみコーチ株式会社  学校SDGs普及委員 MIRAI Map Project 2020-30   https://happiness.123-coach.com/mirai-map

みらいから考えよう
100 年後 50 年後からみた 2030 年
は、今とはまったく違った未来にみえる。
学校のあり方を未来から考えてみよう。

世界とつながろう
海も空もインターネットも世界とつ
ながっている。世界中の友だちとつ
ながって地球のことを考えてみよう。

主体的にうごこう
問題や課題を夢で解決する。自分に
できることをできるだけする。ひとり
ひとりの行動で未来を切りひらこう。

未来マップとは
未来マップとは、地球の未来と、将来なりたい自分の姿をイ
メージして、台紙の上に写真や文字でコラージュしたり、タブ
レットを使ってプレゼンテーションをつくったりする目標達成
ツールです。

未来マップ３つのメッセージ
１．自分の夢とは、ワクワクする未来のこと
２．地球の未来に、仕事を通じて貢献できる
３．誰一人取り残されず、幸せに生きられる

四方よしの視点で未来を描きます
◎地球よし ◎社会よし ◎まわりの他者よし ◎自分よし。
夢×SDGｓ＝MIRAI Map は、４つの視点で夢を描きます。ま
ずは、「地球よし」。SDGｓの〇番に興味があるのはなぜ？どん
な地球が理想？続いて「社会よし」。大人になった自分は仕事
を通じて社会とつながっている！どんな仕事で社会に貢献して
いるかな？続いて「まわりの他者よし」「自分よし」。大人になっ
た自分はどんな暮らしをして、まわりの人とはどんな関係だろ
う？ワクワクする未来をイメージしてみよう。

お問い合わせ・お申し込み先

未来マップ作成時の5つのコツ 未来マップ 授業案解説

台紙に切り貼りしてつくる タブレットを使ってつくる

ICT活用

SDGsは、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、
2030年までを期限とする17の国際目標です。




