
主催  

人を育み、未来へ繋ぐ

人を育み、未来へ繋ぐ

慶應義塾大学環境情報学部卒業後、日本銀行、世

界銀行、東北大学を経て現職。コロンビア大学公

共政策大学院にてMPA、コロンビア大学で教育経

済学のPh.D.取得。専門は教育経済学。産業構造

審議会委員、行政改革推進会議（歳出改革WG）有

識者委員、スーパーサイエンスハイスクール支援推

進委員を兼任。著書はビジネス書大賞2016準大賞

を受賞し発行部数30万部を突破した「『学力』の経

済学」(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、「『原因

と結果』の経済学」 (共著、ダイヤモンド社)など。

刑事政策・犯罪学専攻。ブリティッシュ・カウ

ンシル給費研究員、ケンブリッジ大学犯罪学研

究所客員研究員、国連ローマ犯罪司法研究所客

員教授を経て現職。犯罪を未然に防止する犯罪

予防論の研究を続け、万引き、ひったくりなどを

テーマに実証研究に関与している。著書に『犯

罪学への招待』、『イギリス犯罪学研究 I』、『ビギ

ナーズ刑事政策』、論文に「現代犯罪予防論」、

「犯罪不安感の一考察」など。

教育評論家。長年の教師経験をもとにメールマガ

ジン「親力で決まる子供の将来」を発行。読者数も

４万５千人を越え、教育系メルマガとして最大規模。

ブログ「親力講座」も毎日更新。『「親力」で決ま

る！』（宝島社）、などベストセラー多数。人気マン

ガ「ドラゴン桜」の指南役としても著名。ブログ「親

力講座」も毎日更新。全国各地の小・中・高等学校、

幼稚園・保育園のＰＴＡ、市町村の教育講演会、先

生や保育士の研修会でも大人気。

千葉大学工学部出身。大手百貨店、出版社を経て、

フリーランスのマーケティングプランナーとして活

躍。 2001年から2002年にかけて、家族でイギリス

に移住し、「社会全体で子どもを育てる」ことを体

験する。準備期間を経て、2007年任意団体キッズ

ドアを立ち上げる。2009年特定非営利活動法人

キッズドアを設立。日本の全ての子どもが夢と希

望を持てる社会を目指し、活動を広げている。

慶應義塾大学総合政策学部准教授
政策・メディア研究科委員

中室 牧子（なかむろ まきこ）氏

拓殖大学 政経学部教授
法律政治学科教授

守山 正（もりやま ただし）氏

教育評論家

親野 智可等（おやの ちから）氏
ＮＰＯ法人キッズドア 理事長

渡辺 由美子（わたなべ ゆみこ）氏

漫画家

西原 理恵子（さいばら りえこ）氏
1997年『ぼくんち』（小学館）で第43回文春漫画

賞受賞。2002年より毎日新聞日曜朝刊にて『毎

日かあさん』連載がスタート。自身の家族のエピ

ソードをモチーフにした主婦の日常や子育てへ奮

闘をリアルに描写、幅広い層の読者から支持され

る。2004年『毎日かあさん（カニ母編）』（毎日新

聞社）で第8回文化庁メディア芸術祭漫画部門優

秀賞受賞。2005年『毎日かあさん』『上京ものが

たり』（ビッグコミックス）で第9回手塚治虫文化

賞短編賞を受賞。2011年 『毎日かあさん』で第

40回日本漫画家協会賞参議院議長賞を受賞。

2013年ベストマザー賞に輝く。

秋田放送アナウンサーとしてニュースキャスターから

ラジオのパーソナリティーと幅広く活躍。2006

年からフリーに転向。2児の母。

フリーアナウンサー

小林 美紀（こばやし みき）氏
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中室 牧子氏 守山　正氏

進行役
フリーアナウンサー
小林 美紀氏

親野 智可等氏

漫画家

西原 理恵子氏

渡辺 由美子氏

日立の財団活動が誕生して今年で50周年を迎えるにあたり、記念
シンポジウムを開催します。 「人づくり」に長年携わってきた日立財団は、
子どもへの投資が健全な社会を創っていくと考えています。本シンポ
ジウムでは、現代の社会課題である子どもの貧困および格差を取り上
げ、明日を担うすべての子どもが心豊かに成人し、夢を実現できるた
めに私たちに何ができるかを社会全体で考えていきたいと思います。

2018年1/13（土）
交通アクセス

● 東京メトロ 丸の内線・日比谷線「霞ヶ関駅」
  B2出口より徒歩約3分
● 都営地下鉄　三田線「内幸町駅」
  A7出口より徒歩約3分
● 東京メトロ 千代田線「霞ヶ関駅」
  C4出口より徒歩約3分
● JR 新橋駅 日比谷口より 徒歩約10分

一般の方

200名
（入場無料）

13：00～17：00（開場12：30）会場：日比谷コンベンションホール （大ホール）

※

※先着順のため、定員に達し次第、締切させていただきます。

※先着順のため、定員に達し次第、締切させていただきます。
東京都千代田区日比谷公園1番4号

貧困の世代間連鎖を断ち切る
―教育経済学の研究蓄積から―  　　

非行と貧困
―格差社会における社会的排除―

親力できまる子どもの将来

貧困の連鎖と教育支援

「毎日かあさん」 
から学ぶ楽しい子育て
　　

慶應義塾大学 総合政策学部准教授  中室 牧子氏

拓殖大学 政経学部教授  守山 正 氏

教育評論家  親野 智可等氏

NPO法人キッズドア 理事長  渡辺 由美子氏

漫画家 西原 理恵子氏
進行役 :小林 美紀 氏（フリーアナウンサー）

一般の方

200名
（入場無料）

※

シンポジウム

基調講演

基調講演

先達の想いを未来へ
日立財団は先達の「人づくり」にかける想いを未来へも繋いでいき

たいと考えています。日立財団の前身、「（財）小平記念日立教育

振興財団」と「（財）日立みらい財団」がめざした「幼児（早期）教

育」と「青少年の健全育成」は現代の成熟社会において更に重要

になってきています。50周年を節目に今一度原点に立ち返り、現

代の文脈で「人づくり」を見つめ直していきたいと思っています。

「毎日かあさん」
から学ぶ楽しい子育て

「毎日かあさん」
から学ぶ楽しい子育て

日立財団50周年記念シンポジウム

子どもへの投資が明日をつくる子どもへの投資が明日をつくる
教育と社会的リターン

シンポジウム

日立財団 50周年記念シンポジウム

子どもへの投資が明日をつくる子どもへの投資が明日をつくる
教育と社会的リターン

『幼児教育しかも、躾教育が成人した後
の人格を形造ると考えると社会をよくす
るにはこれが一番大切だと思います。』

『青少年が人生を踏み迷うことな
く強く生きぬいていくためのお
手伝いをしたい』

日立製作所 三代目社長

駒井 健一郎氏
日立製作所 元副社長

竹内 亀次郎氏

参加申し込み
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