
あいち子ども・若者への応援メッセージ集
わかもの おうえんこ しゅう



夢に向かって努力しているあなたへ
                生きづらさを感じているあなたへ
　悩み、立ち止まっているあなたへ
　　　　　　　　すべての子どもたち・若者たちへ

　この｢あいち子ども・若者への応援メッセージ集」は､悩み、
戸惑い､もがきながらも､今を生きている子どもたち･若者たちに､
夢や希望を与え､未来に向けた一歩を踏み出すための助け舟と
なることを願い、作成したものです。

　応援メッセージは、愛知に縁のある、様々な分野で活躍されて
いる方々や、育成・支援に携わっている方々から、御自身の経験
を踏まえて、悩んだ時や苦しい時にどのように乗り越えてきたか､
夢を諦めないために、どのような心持ちで日々を過ごすことが
大切だと思うかなどを、子どもたち･若者たちの心に寄り添い、
温かい気持ちを込めて寄稿していただきました。

　きっと､あなたの心に響く応援メッセージが見つかります｡
　どうぞ､最後まで御覧ください。

　表紙絵は、応援メッセージを寄稿していただいた、漫画家の棚園正一さんから
御提供をいただきました。

【絵のタイトル】 

【絵に込めたメッセージ】 
ふわふわり～未来への予感～

　「この絵は、2007年、名古屋芸術大学の卒業制作作品です。
　何にでもなれる、どこへでも行ける、無限の可能性を秘めた子どもたちが、不安
を感じながらも未来へ向けて、ふわふわりと飛び立っていくイメージで描きました。
　この絵に出会ってくれた人たちに、少しでも勇気を与えることができたら嬉しい
です。（ 棚園正一）」

なや た

こ わかもの

ど

むゆめ

い かん

どりょく

こ わかもの おうえん しゅう なや

とまど いま わかもの

たす ぶねだふむあたきぼうゆめ

ねが さくせい

おうえん あいち ゆかり さまざま

かたがたかたがた

ふ なや

ゆめ

たいせつ わかもの よこころ そ

あたた

おも

き も こ きこう

こころ

ひょうしえ

ごていきょう

みらい

なに

ねんえ なごやげいじゅつだいがく そつぎょうせいさくさくひん

い むげん ひ こ

とむみらい

ふあん

かん

え で あ ひと すこ ゆうき あた うれ

た えが

かのうせい

え

え こ

よかん

おうえん きこう まんがか たなぞのしょういち

たなぞのしょういち

さいご ごらん

ひび おうえん み

こ

こころも ひび すあきら

とき くる とき の こ

いくせい たずさしえん けいけんごじしん

ぶんや かつやく

みらい いっぽ

い こ



●あなたに贈る応援メッセージ　

目次
2～12

13～16

あいち子ども・若者サポートマップ

施策の体系

●あいち子ども・若者育成計画2022　　

株式会社デンソー 製造チームチャレンジ 技能五輪国際大会金メダリスト
技能五輪ヘッドコーチ　

お笑いタレント　

漫画家

女子レスリング金メダリスト

プロバレーボール選手　

車椅子のアーティスト

ＣＧクリエイター

愛知子ども食堂ネットワーク 共同代表

NPO法人トルシーダ 理事長　

on  the  Ground  Project  代表　

NPO法人再非行防止サポートセンター愛知 理事長

キンタロー。さん

棚園　正一さん

吉田　沙保里さん

石川　祐希さん

佐野　有美さん

岩木　勇一郎さん

山崎　正信さん

伊東　浄江さん

市川　武史さん

高坂　朝人さん

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

最上　　拓さん  2

14～15

16

1

も く じ

おく

こ

こ

わかものいくせいけいかく

わかもの

かぶしきがいしゃ せいぞう ぎのうごりんこくさいたいかいきん

ぎのうごりん

まんがか たなぞの しょういち

くるまいす さ の

いわき ゆういちろう

あ み

じょし

あいちこ

ほうじん

ほうじん あいち たかさか あさとりじちょうさいひこうぼうし

しさく たいけい

おん ざ ぐらうんど ぷろじぇくと だいひょう いちかわ たけし

りじちょう いとう きよえ

きょうどうだいひょう やまざき まさのぶしょくどう

せんしゅ いしかわ ゆうき

きん よしだ さ お り

わら

もがみ たく

おうえん



プロフィール

氏　　名：最上　拓（もがみ　たく）
生年月日：1993年4月28日
出 身 地：岩手県（愛知県岡崎市在住）

　　　　　　   小学生の時、地元の岩手
県で開催された全国大会で技能五輪と出
会う。中学を卒業後、金メダルを目標に、愛
知県のデンソー工業学園に入社。
　三回全国大会に挑戦するも優勝ならず、
最後のチャンスとして三人一組で競技する
“製造チームチャレンジ職種”にて第４４回
技能五輪国際大会に出場し、金メダルを
獲得。
　現在、ヘッドコーチとして選手育成に
励む。

　なんてすごいんだ！全国大会で素早く手を動かす技能五輪選手たちが

目に焼き付き、自分の道を決めた瞬間でした。憧れたものに真直ぐ向かう

には勇気が必要でした。この勇気の先にあったのは、厳しい競争の世界と

それに立ち向かう力を与えてくれる指導員や仲間との出会いでした。

 

　私は、一人では成し得なかった世界一を二人の仲間と共に掴みました。

お互いに切磋琢磨しながら真剣に世界一を目指し、本当のチームワーク

を手に入れたことが私の財産です。

　

　憧れに向かっていこう、真剣に仲間と取り組もう、必ず達成できる。

　私も次の憧れに向かっています。

最上　拓さん（写真中）

株式会社デンソー　製造チームチャレンジ
技能五輪国際大会　金メダリスト
技能五輪ヘッドコーチ

メッセージ
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プロフィール

お笑いタレント 氏　　名：キンタロー。
生年月日：1981年10月24日
出 身 地：愛知県岡崎市

　　　　　　   大学時代に始めた競技ダ
ンス（ラテン）で全国4位の成績を収める。
その後、社交ダンス講師・O などを経て、
2011年松竹芸能タレントスクール入学。
2012年4月、30歳にしてピン芸人としてデ
ビュー。デビュー1年で、前田敦子さん、光浦
靖子さんなどのものまねネタでブレークを
果たす。
　2017年10月、競技ダンスの世界大会
「WDSFラテンシニア Ⅰ 世界選手権」でア
ジア人歴代最高の7位の成績を残すなど、
社交ダンスの世界でも活躍中。

　どーも！良い子！強い子！元気な子！キンタロー。です！！

･･･と言いましても、実は私には強くも元気でもなかった時代があります。友達

から突然仲間はずれにされた中学時代です。ショックが大きく、学校も休みが

ちになり、私が悪いんだと深く悩みました。

　そんな私ですが、高校時代のホームステイで出会った友達をきっかけに立ち

直ることができました。新たな扉をあけたのです。克服するにはズバリ、行き止

まりになってしまったら新しい道を見つけて進む事です。家にいて、ただただ落

ち込み悩む期間も勿論あっていいと思います。ただ、昔の私にアドバイスできる

としたら、悩む期間には期限をつけよう！と言いたいです。自分でこの日まで悩

んでいいと期限を与えてあげるのです。そしてその期間は、とことんそれについ

て悩む！期限がきたら、新しい何かをはじめてみる！是非試してください。

　「中学生時代は悩みに悩んで大丈夫！沢山悩んだやつがむしろ成功するん

だ！」と言ってくれた人もいて、その言葉にもとても救われました。

　今は悩んでも大丈夫なんだ！と思い、乗り越えて欲しいです。

　皆さまの未来の飛躍を期待しています。

キンタロー。さん
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プロフィール

漫画家 氏　　名：棚園　正一（たなぞの しょういち）
生年月日：1982年7月26日
出 身 地：愛知県清須市

　　　　　　   13歳の時に漫画家、鳥山
明氏に出会い、漫画家を目指す。小・中学校
で不登校を経験。専門学校卒業後、大学入
学資格を取得し、名古屋芸術大学に進学、
2007年卒業。集英社少年ジャンプ第70回
手塚賞、第68回赤塚賞を受賞。講談社 月刊
少年マガジンにてデビュー。
小学館ビッグコミックスペリオールにて
「マジスター～見崎先生の病院訪問授業
～」を不定期連載中。
　現在、河合塾美術研究所こども教室等で

講師を務める他、各所で不登校をテーマとした講演等を行う。著作：「学校へ行けない僕と9人
の先生」（双葉社）、「マンガうんちく名古屋」（KADOKAWA）　

棚園  正一さん

　僕は小学校、中学校の9年間、不登校児でした。
　実体験をもとに描いた漫画「学校へ行けない僕と9人の先生」に対する多くの反
響をいただき、不登校の状態にあるご本人だけでなく、ご両親や関係する皆さん
が、苦しみながら必死で「正解」を探していることに気付きました。
　僕は、学校というものが絶対必要とは思いませんし、不必要とも思いません。
　ただ、もし「正解」と呼べるものがあるとするなら、悩み、苦しみながら考え続け、
行動する事こそが、その人だけの「正解」に繋がっていると信じています。
　不登校の状態になって苦しんだ事、不登校と
なったからこそ出会えた人たち、その全てが今
の自分に繋がっています。
　そして漫画家としての自分がいます。
　不登校を経験して大人になった今の自分の
言葉で、少しでも背中の重荷が軽くなってくれ
る人がいたら嬉しいです。
　「つまずいても転んでも大丈夫！精一杯、
自分が頑張っていると思えれば！」

メッセージ
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プロフィール

氏　　名：吉田 沙保里（よしだ さおり）
生年月日：1982年10月5日
出 身 地：三重県
練習拠点：愛知県
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　　　　　　   レスリング選手兼女子日
本代表コーチ。
　父・栄勝さんが指導する自宅道場で、3歳
からレスリングを始める。
　2004年アテネ、2008年北京、2012年
ロンドンオリンピック金メダリスト。
　世界選手権大会、オリンピックを通じて
世界大会13連覇を成し遂げ、国民栄誉賞
を受賞。2016年リオデジャネイロオリン
ピック銀メダリスト。
　世界大会16連覇、個人戦206連勝の記
録を持つ。

メッセージ
（c） YSW Tokyo Inc.

いつまでも夢を追い続ける人でありたい
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女子レスリング金メダリスト

吉田  沙保里さん
主な経歴等



プロフィール

氏　　名：石川  祐希（いしかわ　ゆうき）
生年月日：1995年12月11日
出 身 地：愛知県岡崎市　身長：191cm

　　　　　　   プロバレーボール選手。ポジ
ションはアウトサイドヒッター、最高到達点は
351cm(スパイク)。
　星城高校在学時に二年連続で、高校三冠
（インターハイ、国体、春高）、全日本バレーボー
ル高等学校選手権大会・最優秀選手賞を受賞。
中央大学在学時の2014年、全日本男子チーム
に初招集。2015年ワールドカップ・セカンドベス
トアウトサイドスパイカー賞受賞。2017年第19
回アジア男子選手権大会・ベストアウトサイドス
パイカー賞／MVPを受賞。
　2018年、大学卒業後、プロとしての最初の
シーズンをイタリアのバレーボールリーグ・セリ
エA1部の“エマ・ヴィラ・シエナ”でスタートし、
世界のトップリーグに挑戦。

　私が伝えたいメッセージは、「自分を応援してくれる人が、自分の近くに

必ずいることを信じる」です。

　私は小学校４年生からバレーボールをはじめ、中学、高校、大学とバ

レーボール中心の毎日を過ごしてきました。今はイタリアの地でプロバ

レーボール選手として競技生活を送っています。

　今でもバレーボールが続けられているのは、共に汗を流し、喜びや悔し

さを分かち合ったチームメイト、自分よりも早く起きてお弁当を作ってく

れ、駅までの送り迎えをしてくれた家族、バレーボールを教えてくれた指

導者のおかげであり、心から感謝しています。

　皆さんも自分の近くに、自分を励まし応援してくれる人、自分が辛い時

に手を差し伸べてくれる人、逆に、誰かが困っていたら自分が助けたいと

思える人が必ずいることを忘れないでください。

石川  祐希さん
プロバレーボール選手

メッセージ
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プロフィール

車椅子のアーティスト 氏　　名：佐野  有美（さの　あみ）
生年月日：1990年4月6日
出 身 地：愛知県豊川市

　　　　　　   四肢にあるのは短い左足と
3本の指の、先天性四肢欠損症で生まれる。
　高校在学中にチアリーディング部に所属し、
マスコミで話題となる。その後、アーティストと
して活動。歌で気持ちを伝えるため、リリース
した曲はすべて自身で作詞。アルバム「あきら
めないで」が2011年「輝く！日本レコード大賞」
企画賞を受賞。2015年には東京コレクション
のモデルに起用された他、ＮＨＫでドラマのヒ
ロインに抜擢。現在、テレビ・新聞・雑誌等メ
ディアの取材や、多方面からの歌や講演依頼
を受ける。

　みなさんは何かに挑戦していますか？
　私は小学3年生の時、みんなに「危ない」と止められてもどうしても泳ぎ
たくて、練習を重ね100ｍ泳ぐことができました。また、友達がお化粧する
のを見て「自分もキレイになりたい！」と足でお化粧もできるようになりま
した。
　「やりたい」という強い気持ちは私に「自分のやれる方法を考える」と
いう知恵を授けてくれました。やりたいことは失敗してもいいのでどん
どんチャレンジしてください。
　振り返ると『同じ』や『くらべる』ということは、見た目が違う私にはつら
い時期もありました。その時、母の「有美は有美らしくが一番」という言葉
に、心が軽くなりました。
　誰もが自分らしく生きればいい。つらく苦しい時は、自分探しの旅の
途中だと思って勇気を出して途中下車してみてください。差し伸べられる
手はいつでもあなたのそばにあります。自らと向き合い、どんな時も自分を
信じ一歩一歩、前を向いて歩き続けてください。

佐野  有美さん
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プロフィール

氏　　名：岩木  勇一郎（いわき　ゆういちろう）
生年月日：1973年12月23日
所　　属：株式会社スピード 代表取締役
　　　　　プロデューサー・映画監督
活動拠点：愛知県瀬戸市
　　　　　　   CG・アニメーション・VFX
映像制作を行う株式会社白組に入社。東京
で活躍する一方、ふるさとの瀬戸市でＣＧを
通じて将来のＩＴ産業を担う子どもたちを育
成する「Seto CG Kid’s Program」を
開講。2012年には、CGを志す愛知の若者
の就労の受け皿となる株式会社スピードを
設立。その後も、愛知県のデジタルコンテン
ツ発展に貢献。最近は、ご当地CGアニメ
「猫企画」を企画・制作。また、医療分野に進
出するなど、産学官連携をさらに進化させ

ている。愛知県デジタルコンテンツ活用促進事業での基調講演、文化庁メディア芸術祭愛知展
出演、IT pro EXPO 2016での講演、大学などでの講義・講演、NHK総合「まるっと！」出演等。

「考えること、考え続けること」

考え続ければ、道は拓けます。未来を創造するのは、考え続ける力です。
家族、学校、社会、あなたの世界はどんどん広がり、進化します。
今の価値観を過信しないように。
仕事で嫌なことがあったら、どうやって気持ちを切り替えますか？
と聞かれたら、こう答えます。
スッキリ切り替えが出来ることはありません、悩みを抱えたまま考え、進みます。
自分が得意だと思っていることと、周りから求められることは違ったりします。
迷うこともあるでしょう。
でも、大丈夫。
半歩進むだけで、景色は違うもの。
迷ったって構いません。
凄くネガティブになってしまったら、寝てみよう。
起きたらまた考えよう。
考え続ければ、必ず、必ず道は拓けます。

岩木  勇一郎さん

CGクリエイター

メッセージ
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