【絵本作家さんとのコラボレーションイベント】
絵本コーチング? 新聞 2011 年 冬

電気文化会館で、
「絵本で人間力 UP 講座」を開
催しました。
（2009 年 8 月 9 日）
石井聖岳さんの絵本を使ったゲームを
して、人間力の向上をめざし 50 名の方に
ご参加いただきました。

絵本原画の森「石井聖岳 BOX 展」講座
普段思っていることの半分も言えない自分が嫌ですが、伝え
ることの大切さも感じています。今日はいっぱい褒められて
うれしくなり思わず涙が出てしまいました。今度は私がみん
なを褒めてあげたい。（
３０代 T さん）
2009．8．9

【小学校、出前授業に行ってまいりました♪】

絵こみゅ は、絵本から豊かなコミュニケーションを創るための

創刊号

絵本コーチングチームが発行する新聞です。

６月から絵本コーチング体験講座を全国で開催し、各地でお預かりした
出前授業小 4 男子

義援金と、プロジェクトに賛同いただいた育児支援団体からの絵本購入

今やっていることは、将来仕事につき
やすいように習っていて、どの勉強も
必要でしっかりやると、いろいろな夢を
えらべるということがわかりました。

2011 年 3 月、4 年生対象、
「お互いを認め合う絵本コーチング」
をテーマに、
愛知県内の小学校の出前授業に行きました。
担任の先生にご協力いただいて、2 人で授業を
進めました。先生方も後ろで参観していただき、
授業終了後には授業研究の時間も持ちました

絵 こ み ゅ

資金をもとに新しい絵本を購入させていただきました。
まず、9 月は小学校と大槌町教育委員会生涯学習課に、そして10 月にはその絵本を仮設住宅地区自
治会の副会長の佐藤さんに仮設住宅内を案内していただきながら、絵本をお届けすることができました。
また、皆さんからいただいた絵本は、絵本カーに乗せていただきました♪
図書館を中心に 広がるコミュニティというものを実感しました。

http://ehon-c-okiniiri.sblo.jp/

*-*-絵本コーチ養成講座を受けて-*-*

今回の機会をいただいた大槌町役場の皆さん、東日本プロジェク
トにご賛同いただいた皆さん、ありがとうございました。

絵本コーチになると共に、自分自身の成長の糧をこの講座に
期待しましたが、受講して当たり前だった！と感じています。コミ

『モットしゃちょうとモリ
バーバのもり』

ュニケーションの深いところを体験できました。

「よおし、くらいみらいになんかする
もんか！みらいのひとにすてきなち
きゅうをプレゼントするんだ！」って
言葉がある。「みらいのひとに」
で
自分は含まれていない他人だと思
っていた。自分も含まれていいん
だ。地球にいる人すべてなんだ。』
自分にとって未来にプレゼントする
って・
・・なんだろう。未来にすてきな
プレゼントができたらいいかもね。

（50 代 女性）
この講座を受講して、自分はいかに固定観念にとらわれている

写真は１０月８日（土）
岩手県の大槌町和野地区
第５仮設住宅集会所にて

かに気づくことができました。また焦ると適切な言葉遣いができな
いことも分かり、自身の確認、成長のきっかけとなっています。
（40 代 女性）

現在、7 期活動中です♪

【はじめるきっかけ】
（財）ちゅうでん教育振興財団「絵本原画の

講演・研修承ります！

＜お知らせ＞

絵本コーチング事務局では、皆様のニーズに合わせて、講演・
研修を行っています。まずは、お気軽にご相談ください。

森」の石井聖岳さんの原画展のイベントと

199 冊

して「おこだでませんように」のワークとの
出会いがありました。
それをきっかけに全国各地での体験講座で
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参加者の皆さんの願いや目標を書いていた

絵本コーチング事務局

〜絵本を通じて、豊かな生き方と「人間力」を・・・〜

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2−17−11 伏見山京ビル 5 階 NLM デザイン内
TEL：080−4222−2556

e-mail: info@ehon-c.com

公式 HP http://ehon-c.com/

※絵本コーチ、絵本コーチングは絵本コーチング事務局の登録商標です。

だいた短冊 264 枚を笹竹にとりつけ七夕で有名
な仙台大崎八幡神社に奉納させていただきまし
た。そして次の年も200 枚程の短冊も全国の皆
様の思いを仙台へと届けていました。活動を始

お問い合わせ・お申込み

めた当初からゆかりのある東北で絵本を通じて

絵本コーチング事務局

長くつながっていく活動をめざしています。

TEL：080−4222−2556
e-mail: info@ehon-c.com

これまでの活動風景と受講者の感想♪

絵本コーチング®事務局実施講座・講演 実績

岩手県

初級絵本コーチ® 実績

体験講座 2009.5 2009.10 2011．7 2011.9

北海道
体験講座 2011.7
とてもいい出会いができた。
絵本を使うとつながりが早く
できるような気がした。とて
も学びたいことでしたので、
うれしかったです。
（札幌市 40 代 女性）

富山県
体験講座 2011.9
2011.8 愛知県碧海教員組合父母と教師の学習会
絵本をきっかけに仲間の輪（つながり）を広
げていきたいと思いました。
（30 代 男性教員）
絵本コーチングという名称からは、想像でき
ない内容でとても興味深くお話を聞かせていた
だきました。いつも当たり前のように行動して
いることが、実は子どもの成長の助けになって
いないことが分かり、今後の参考になりました。
（40 代 女性教員）

初級絵本コーチ養成講座の様子

2011．7.30 盛岡 体験講座
新しい自分発見！ではなく改めて自分のことを
見つめなおすことができた。（20 代 男性）

自分の普段の言葉がけやかかわり方を考えることが
できてよかったと思います。（20 代 保育士）
改めて、自分自身に気づかされる部分が多くありまし
た。保育の中で、自分自身を受け入れ、子どもたちのこ
とを受け入れるようにしていきたいと思いました。
（30
代 保育士）

宮城県
体験講座 2008.10
2009.5 2009.11
養成講座

わかりやすいし、楽しくコミュニケ
ーションやコーチングを学ぶこと
ができるすばらしい講座だと思い
ます。
（北陸 40代女性）

長野県
体験講座 2009.10

愛知県

絵本の読み聞かせをやっているので、何か役に立つこと
があるかしらと思い受講しました。 が、実際には、自分
のための、講座でした。（長野県 40 代 女性）
子供も大きくなって、もう 縁がないと思っていた絵本！
絵本の事で、コミュミケーション広がるんだとびっくり
した。
（長野県 50 代 女性）

広島県

京都府

体験講座 2009.5 2009.10
広島市 東広島市
本当に楽しかった。口に出す・表現
することの楽しさを知りました。
（広島県 S さん）

体験講座 2009.7 2009.10 2010.7 2011.7 2011.8
愛知県内高校図書館司書研修講演
愛知県碧海教員組合 父母と教師の学習会 2011.8
高浜市図書館 図書担当教職員研修 2010.8
小牧市立三ツ渕小学校出前授業 2009.7
小牧市立三ツ渕小学校教職員研修 2010.3 2010.11 2011.2
小牧市立桃ヶ丘小学校教職員研修 2011.7
津島市立北小学校 PTA 家庭教育学級 2010.12
大府保育園職員研修 2011.6
日進市生涯学習センター 子育てセミナー講演 2010.10
中日文化センター一宮 講座 2011.10

2011．7

2009.5.19 仙台

岐阜県

体験講座 2008.10

兵庫県

体験講座 2009.7
短期大学
幼児教育学科講演

2010.2

体験講座 2009.7

2011.6 小学校

PTA 講演会

子どもに同じ本を読んでと言われ
るととてもウンザリして早口になっ
ている部分もあった。自分も今日
読んでもらっていろんなイメージ
や思っていることが重なっていっ
たので時間をとって読んであげよ
うと思った。（30 代 女性）

東京都
体験講座 2008.10

福岡県

2010.7.27 豊田

体験講座 2008.10
2009.7 2009.5 2009.10
養成講座 2009

愛知県名古屋市
三重県

長崎県

体験講座 2009.10

体験講座 2009.10
こんなに真剣に絵本を見たり聞いたりした
のは初めてかもしれません。素朴な中もい
ろいろなメッセージがあることを知りました。
（長崎県 S さん）

大阪府
クリスマス講座 2008.12
体験講座 2008.10 2009.5

大分県
体験講座

親子講座 2009.5

2011.7 中日文化センター
絵本コーチング講座

名古屋市おやこカフェ 2007.11
体験講座 2008.10 2009.5 2009.7 2009.10 2010.7 2011.8
クリスマス講座 2008.12 2010.12
名古屋市西生涯学習センター講座 2008.11
名古屋市名東生涯学習センター親子連続講座 2009.6
名古屋市本郷小学校職員研修 2009.6
名古屋市立宝小学校教職員研修 2011.7 2011.9
名古屋市立高針小学校教職員研修 2011.7 2011.9
名古屋市立相生小学校 出前授業 2009.12
ちゅうでん教育振興財団主催 「絵本原画の森⑦」の出前講座 2009.8
映画『おまえうまそうだな』公開記念 宮西達也さんを囲む会主催 2010.9
読み聞かせの会 「ほくぶっく」勉強会講座 200911
名古屋市立西前田小学校 PTA 講演 2010.6 2011.6
名古屋市立明倫小学校 3 校合同 PTA 講演会 2010.6
名古屋市立平田小学校 家庭教育学級 2010.11
名古屋市立穂波小学校 PTA 研修会講演 2011.1
作家イベント「まじょの話と森のティーパーティ」 2011.7
中日文化センター栄 講座 2011.7 ～9（3 回講座）
2009．6 親子講座

【初級絵本コーチの実績】
福島県 相馬市内 対象 40 代～50 代男女
宮城県 エルパーク仙台 対象 30 代～40 代女性
エルパーク仙台 創作アトリエ 対象 申込者
岩手県 花巻まなび学園
対象 申込者
北上さくらホール 対象サークル参加者
岐阜県 土岐市立泉西小学校放課後教室 対象 小学校低学年
瑞浪市地域交流センター 対象 高校生～大人
ハローワーク関
対象 ハローワーク職員
富山県 谷口公民館 対象 小学校低学年 女性
デイサービス 元・気・楽 対象 利用者 職員
長野県 飯田市勤労青少年ホーム 対象 ホーム利用者
大原屋 対象 申込者
愛知県 あい・ふれあい 対象 デイケアサービス職員
開明児童館 対象 小学生の母親
千種区生涯学習センター 対象 子育て中の母親
税理士法人中央経営 対象 中央経営所員
トワイライトスクール 対象 トワイライト参加児童
港福祉会館 対象 会館に通ってくる高齢者
愛知江南短大 対象 学生
豊田市前山町 T ステージ前山集会室 対象小学生親子
大分県 溝部学園別府短大 対象 幼児教育科学生
大分大学 対象 教育福祉学部学生
長崎県 時津町立鳴鼓小学校 対象 4 年 1 組児童
時津幼稚園
対象 幼稚園教諭

