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『社会的な価値観』がある。そして『男の価値』
がある。昔は一致していたがその“２つ”は現代では必

ずしも一致はしてない。“男”と“社会”はかなり
ズレた価値観になっている…

だが“真の勝利への道”には

『男の価値』が必要なのだ。

荒木 飛呂彦（ジョジョの奇妙な冒険：作者）

KAIGODANSHI Study's Project 2015



このプロジェクトは、「介護」を生業とする

“イケメン介護男子”による

“イケメン介護男子”のための

プロジェクトである。
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男は度胸！

男は男らしく！

男はつらいよ！男の意地！
ニッポン男児！

男たる者！

男なんだから！

男がすたる！

男だろ！

男のくせに！



男子厨房に“入る”時代
“○○メン”
イケメン （イケてるメンズ）

イクメン （育児をするメンズ）

カジメン （家事をするメンズ）

オトメン （乙女のようなメンズ）

ニチョメン（新宿２丁目系のメンズ）
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男子厨房に“入る”時代

“○○系男子”
肉食系男子（アクティブ・積極的）

草食系男子（消極的・ひかえめ）

ロールキャベツ系男子（草食風で肉食）
絶食系男子（興味を示さない・自分の世界）

塩系男子（さっぱり・色素薄め）
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男子が“介護する”時代

“○○系男子”
肉食系男子（アクティブ・積極的）

草食系男子（消極的・ひかえめ）

ロールキャベツ系男子（草食風で肉食）
絶食系男子（興味を示さない・自分の世界）

塩系男子（さっぱり・色素薄め）
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「団塊の世代」を支えるのは

男子が介護する「“男介”の世代」だ！
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男子が介護する時代



介護をするイケメンを世に発信する。
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スタディーズ



参画法人全国1８法人（2/27現在）
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全国１８法人が参画
１法人７５万の参加フィー
７５万×１８法人＝１，３５０万



社会福祉法人によるこれまでにない

新たな“ソーシャルアクション”

のカタチ。
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これまでにない

新たな“コモンセンス”（常識）

を生み出す。
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介護×イケメン×学問

“ハイブリッド書籍”を出版
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【Project manager】

馬場 拓也 from 社会福祉法人 愛川舜寿会

【Operation director】

飯田 大輔 from社会福祉法人 福祉楽団

呼びかけ人 - Promotor -

あいかわしゅんじゅかい

ふくしがくだん



自 己 紹 介
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Self-introduction



馬 場 拓 也
Baba Takuya

KAIGODANSHI Study's Project 2015

1976年神奈川県生まれ

1999年大学卒業後アパレルブランドGap JAPAN株式会社を経て

2001年イタリアの高級ファッションブランドGIORGIO ARMANI JAPAN株式会社入社。
旗艦店 EMPORIO ARMANI 青山店勤務。
2006年販売トップセールスを記録する。

チーフマネージャーとして働く傍ら、08年『アルマーニ・感動のサービスプロジェクト』の
一員に任命され、ジョルジオ・アルマーニサービスマニュアルブックの作成に携わる。
2010年介護業界に転身。

ケア×ホスピタリティの発想でのグリーフケアなど、２３年目の法人を改革中。

社会福祉法人愛川舜寿会 経営企画室 室長



飯 田 大 輔
I I D A  D a i s u k e

1978年千葉県生まれ

介護福祉士・社会福祉士

千葉大学大学院 人文社会科学研究科 博士前期課程修了

社会福祉法人福祉楽団 常務理事

株式会社恋する豚研究所 代表取締役



書籍をつくって終りではありません。



書籍の使い方を一緒に考えましょう。

書籍の注文をお願いします。







介護男子スタディーズ



2015.02.27 介護人材確保地域戦略会議 

「介護男子スタディーズ」プロジェクト 

１．  社会的な意義  

 いま介護現場で働く人の約８割が女性です。イケてる男性がイキイキと働い

ている姿を発信することは、女性向けにも、男性向けにも、大きな意義があ

ります。また、介護について社会的な議論を巻き起こすことで「介護」の存

在を多くの人に知ってもらうことが大切です。 

介護の仕事をしたい人に直接働きかけるものではなく、その周辺にいる知識

人層の介護のイメージを変えることを目的としています。 

 

   

２． つくっています。  

 介護の現場ではたらく男性の写真と、介護についての学際的な論考（エッセ

イや論文）を組み合わせた書籍を発刊します。 

リクルート本、業界解説本ではありません。介護男子の写真＋やさしい学術

書です。論考は、哲学、公共政策、建築学、文学など幅広い学問分野のオピ

ニオンリーダーに介護を論じてもらいます。（大物です。まだ言えません。）

また、写真家のクオリティを高くすることで見ても美しく、介護のリアルを

伝えることを大切にしています。 

装丁 ハードカバー（100 ページ程度） 

内容 写真：18 人の介護男子が現場で介護をしている写真を撮影 

   論考：12 人のオピニオンリーダーに執筆依頼中 

制作 アマナ株式会社 
 

 

   

３． ターゲット  

 （１） 進路指導の高校の先生 

（２） 大学のキャリアセンターの職員 

（３） 介護に就職なんて考えていないハイクラスな大学の学生 

 

   

４． 書籍の利用シーンと短期的な効果  

 全国の高校・大学に届けたい。 

１冊 1,500 円前後 ＋ 送料 × 地域の学校数 = 必要な予算 

  ↓ 

「介護男子」という言葉を社会に広める。 

 

   

５． スケジュール  

 ４月から制作を開始し、８月末に完成納品 

９月販売開始・プレスリリース 

 

   

６． 私たちの取り組みに力を貸してください。  

 このプロジェクトは社会福祉法人１８法人が任意団体を立ち上げて、広い視

野から社会的な活動として実施しているものです。 

私たちは、１万部を買い取って、各地域で頒布します。 

連絡先・書籍の注文・利用シーンの相談 

介護男子スタディーズプロジェクト 

リーダー 馬場拓也（携帯 090-9397-0262） 

事務局長 飯田大輔（携帯 090-1613-5151） 

事 務 局 〒287-0105 千葉県香取市沢 2459 番 1 

     社会福祉法人福祉楽団 内 （担当／飯田・岩田） 

          TEL 0478-70-5757 FAX 0478-70-5858 

     E-Mail daisuke@gakudan.org 
 

 

 



介護×写真×学問
介護の新しい常識を生み出す

書籍制作プロジェクト

『介護男子スタディーズ』
「介護男子」という言葉を広める

Webサイト

イベント（トークショー等）

読
者
タ
ー
ゲ
ッ
ト

文化的富裕層

配
布
タ
ー
ゲ
ッ
ト

高校の進路指導の先生
大学のキャリアセンター

潜
在
従
事
者

高校生・大学生
（上記場所で接点創出）

介護の奥深さや
面白さなどを発信し

介護のイメージを変える
（一発ではなく、じわじわ）

生徒や学生に対し
「就職先」として
勧めることができる

生徒・学生の介護への
イメージが変わり
志望者が増える

[ 写真 ]

介護現場で働く１８人の「介護男子」
介護の魅力とリアルを表現する

［論考］

１２人の気鋭の論客・文化人
学際的な切り口で描く新たな介護像
介護について論じたことのないような人

配布

対象 期待する効果

前提（1）

介護現場の負のイメージ
前提（2）

人材不足
前提（3）

介護従事者の8割が女性

■介護男子スタディーズプロジェクト 全体像

配布予算・手段が必要

目指すところ

販売
例） トークショー等

20150227事務局
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