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「働く」と「子育て」のこれからを考えるプロジェクト

子どもが産まれた後の働き方や保育

園の問題、パートナーとの関係……。

子育てしながら働くママやパパは、

「働く(WORK)」も「子育て(KO)」

も試行錯誤の連続です。

朝日新聞社では2016年から「”働く”

と”子育て”のこれからを考える」を

合言葉に、「WORKO!(ワーコ)プロ

ジェクト」に取り組み始めました。

これまでに①イベント、②新聞紙面

やサイトなどのメディア、③コミュ

ニティを通じて、当事者の悩みや社

会課題について行政や企業、専門家

らとともに考え、解決策を提案して

きました。

働き方も子育ての仕方も、正解はあ

りません。ママやパパが自分らしい

WORKO!のスタイルを見つられるよ

う、これからも様々なアプローチで

社会に発信し続けます。

①イベント

②メディア ③コミュニティ

イベント、メディア、コミュニティを活用し、

「自分らしい答えを見つける手がかり」を提供します。
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プロジェクトへの想い

WORKO!プロジェクトには、自身も働きながら子育てしている

ママやパパが多く携わっています。自分たちが抱えている心配

事を挙げてみると、マタハラやパタハラ、産後クライシス、マ

ミートラック、ワンオペ育児、待機児童、小1の壁、習い事、

受験……と、次から次へと出てきます。

子どもを育てるというかげがえのない体験をする時期に、悩ん

でばかりではもったいないですよね。WORKO!プロジェクトで

は、ママやパパの思いを第一に、自治体や企業、専門家、タレ

ントさんなどとともに悩みの解決法を提案していきます。みな

さんのWORKO!ライフが、笑顔であふれるものとなりますように!

総合プロデュース室

メディア・ディレクター WORKO!担当

京谷奈帆子 37歳

会社員の夫、3歳の息子と3人暮らし。育休復帰と同時に編集部門から現部署

に所属し、フルタイムで残業を制限する働き方。最近気になるのは、週末に

通える子どもの習い事情報。好きな飲み物はコーヒーとビール。
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働きながら子育てをするママ＆パパをサポート

首都圏に暮らす30～40代で、働きながら未就学児の子どもを

育てるママ・パパに支持されているプロジェクトです。「子育

てや家事、働き方などにまつわる情報は欲しいけれど、情報が

多すぎる。自分に合った情報を取捨選択したいけれど、忙しく

て時間が無いしなぁ…。」そうしたママやパパの悩みに寄り添

いながら、情報発信をしていきます。

WORKO!フェス2018応募者データ

性別 年齢 子どもの年齢

居住地域 共働き
東京都内の居住地区・多い順

1位 江東区

2位 世田谷区

3位 中央区

※来場者のうち、約40%は夫婦同伴です。

※来場者アンケートより

男性

10%

女性

90%

30代

60%

40代

30%

20代

6%

その他

4%

7歳以上

6歳

5歳

4歳

3歳

2歳

1歳

0歳

0% 5% 10% 15%

東京都

56%
神奈川県

17%

埼玉県

11%

千葉県

10%

その他

6%

はい

69%

いいえ

31%
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ユーザーペルソナ像

首都圏に暮らす 共働き夫婦

育児をしながらも、

自分らしさを模索する

バランスママ

子どもの将来も考え、

育児にも積極的な

頼れるパパ

34歳

中央区在住

メーカー勤務

子ども (5歳、2歳) 

38歳

中央区在住

IT企業勤務

子ども (5歳、2歳)

● 1人目の出産を機に時短勤務

● 仕事にモヤモヤを抱え、新しい働

き方を模索中

● 通勤の電車内やお昼休みなどの

すき間時間もネット注文やレシピ

検索などフル活用。毎日時間に追

われているので、時短家事にまつ

わる情報が好き

● おしゃれが好きで流行をチェック

● 育児に積極的

● 保育園の送りを担当

● 家事は役割分担

● 週末のお出かけ先や習い事など、

子どもにまつわる情報収集が好き

● 教育資金の計画などについても、

自分が考えたい！と思っていて、

正確な情報が欲しい

04



05 フェス 2018 ／ パパママスクール2018

2018年は、スクール形式のイベント「WORKO!パパママスクール」

と、歌やピアノ演奏など子どもも楽しめるステージを盛り込んだ

「WORKO!フェス」を開催しました。どちらのイベントでも、ステージ

では産後の働き方や家事の工夫などのママやパパに役立つセミナーを

開催し、会場内の協賛ブースでは各社の商品やサービスを来場者に体

験してもらいました。二つのイベントでのべ約3000人の親子が来場し、

アンケートでは約9割の方に満足していただきました。

参加した主な著名人

タレント

小倉優子

11代目「うたのお兄さん」

横山だいすけ

タレント

乙葉

タレント

ユージ

モデル

東原亜希

お笑いタレント

厚切りジェイソン

その他の登壇者 (肩書きは当時)

国立国際医療研究センター病院

AMR臨床リファレンスセンター長

大曲貴夫

早稲田大学研究戦略センター教授、

脳科学者

枝川義邦

NPO法人赤ちゃんの眠り研究所代表理事、

茨城キリスト教大学教授

清水悦子

NPO法人ファザーリング・ジャパン理事

林田香織

協賛・後援



06 フェス 2018 来場者の声

女性31歳／子ども2歳

横山だいすけさんの歌が大好き

で、子どももご機嫌になってくれ

て助かりました。子どもが楽しめ

るブースが多かったです。また参

加したいです。

男性32歳／子ども3歳

子どもと一緒に過ごせるイベントは

本当にうれしいです！子どもの薬や

祖父母に向けた特殊詐欺の対策な

ど、新しく知った情報がありまし

た。また来たいです。

女性34歳／子ども3歳

ステージでは歌や音楽に触れることがで

きて、親子でとても楽しめました！警視

庁のブースでは、娘が制服を着たピーポ

くんと一緒に写真を撮れたりして、とっ

てもうれしそうでした。

男性33歳／子ども2歳

会場内に子どもが遊べるスペースが

充実していたので、親はゆっくり

トークショーを楽しめました。ブー

スでは、普段なかなか出来ないピア

ノの演奏体験ができたのが良かった

です。

男性31歳／子ども2歳

だいすけお兄さんの歌がすご

かったです！ブースでは色々

な体験や写真撮影のコーナー

などがあり、子どもが楽しそ

うでした。

女性38歳／子ども2歳

タレントの小倉優子さんのセミナー

で、1日の時間の使い方について具

体的に話してくれたので、すごく参

考になりました。小倉さんみたいに

可愛らしくママ業もこなせるように

なりたいと思いました。

男性40歳／子ども0歳

子どもの薬についてのセミナー

では、医師からの薬の知識を教

えてもらったので参考になりま

した。ブースもクイズ形式で印

象に残りました。

女性38歳／子ども8歳

セミナーは、今後の習い事選びの参考

になりました。子どものやりたいもの

を聞いてみようと思います。ブースで

は以前から興味があったロボット掃除

機が動いている様子を見られて良かっ

たです。すてきな会場で、ためになる

話を聞けて楽しかったです。



07 【広告メニュー】 ネイティブアド

1,500,000円／10,000PV想定
WORKO!サイト内に記事体広告を掲載します。取材は記者経験のあるWORKO!プロジェクトメンバーを中心に行い

ます。商品やサービスのプロモーションにぜひご活用ください。
※制作費別途

WORKO! サイトマップ WORKO! ネイティブアド 外部サイト

朝日新聞デジタルなど、

外部サイトからの誘導も行います。

WORKO! 公式SNSアカウント

※画像はイメージです。



08 【広告メニュー】 ネイティブアド制作スケジュール

取材日からページ公開まで、通常1か月程度いただいています。企画オリエンが

必要な場合や、著名人をアサインする場合などはもう少しお時間がかかります

が、一方でイベント取材などは公開を早めることも可能です。

公開希望日の
1～2か月前

公開希望日の
1か月前

2～3週間
営業日・
営業時間内



09 【広告メニュー】 メルマガ

テキストメール

htmlメール(完全原稿入稿)

htmlメール(原稿制作付き)

500,000円／約10,000通
1,000,000円／約10,000通
1,500,000円／約10,000通

WORKO!フェスやWORKO!パパママスクールなどのイベントに参加した、熱心な

「WORKO!フォロワー」に対してメルマガ広告を送ることができます。シンプル

なテキストメールのほか、デザインを作りこめるhtmlメールも対応可能です。

メルマガ 貴社サイト

平均CTR
0.20%

6営業日前まで 5営業日前

10営業日前

1か月前



10 メディアミックス事例：龍角散服薬ゼリー「おくすり飲めたね」

取り組み 座談会 イベント 新聞 メルマガWEBサイト

リアルとデジタルの両方でのコミュニケーションの場を設けることで、商品に対

する親しみや愛着を深めてもらうとともに、認知拡大をめざします。龍角散様の

事例では、ママたちの悩みを座談会で直接聞いたり、イベントでママを通じて商

品をアピールしたりといったリアルな場を設けた後、新聞紙面とWEBやメルマガ

を通じて、それぞれの内容をレポートしました。また、首都圏を中心とした子育

て世代が多いエリアで地域に特化したSNSアプリを展開するPIAZZA株式会社と

連携し、座談会やイベントに参加数するママやパパたちを募集しています。

新聞採録

サイト採録

ママたちが、子どもに薬を飲ませる際に

困っていることや疑問などを相談。龍角

散の社員は試食を交えながら、商品に込

められた様々な工夫を紹介しました。

イベント後、座談会をベースとした

記事体広告と、イベントの様子をま

とめた採録広告を新聞紙面に掲載。

WORKO!サイトにも座談会とイベン

トレポートを掲載しました。

座談会に参加したママたちが「アンバサ

ダー」として、WORKO!パパママスクー

ルの龍角散のブースに立ち、来場者に商

品を説明しました。



11 メディアミックス事例：SAPIX YOZEMI GROUP

取り組み イベントステージ

イベントを通じて、子育て世代にSAPIXYOZEMIGROUP様のこ

とを知ってもらう機会をつくるとともに、新聞紙面やグループ

会社が発行数する週刊誌「AERA」などの雑誌、WEBを通じて

イベント内容をアピールしました。教育は、幅広い世代に関心

があるテーマのため、色々なアプローチ方法を使うことが有効

と考えます。

新聞採録

サイト採録

イベント後に、ステージ

やブースの様子をまとめ

たレポートを紙面、

AERA誌面、WORKO!サ

イトに掲載しました。

SAPIXYOZEMIGROUPの高宮敏郎共同

代表と、灘中学・灘高校の和田孫博校長

が「AIネイティブ世代の子育て」をテー

マにトークセッションを行いました。

塾や幼児期の習い事にまつわる悩みにつ

いて、専門家が個別アドバイスをする相

談会が開かれました。

新聞 WEBサイトイベントブース AERA

AERA採録



総合プロデュース室｜メディアビジネス局

TEL：03-5540-7212

E-Mail：ad-info@asahi.com

お問い合わせ先


