絵本コーチング®事務局発行

絵本のさらなる魅力を伝えます！！新しい視点を手に入れるチャンスです。

絵本作家なかやみわ講演会開催

会場：電気文化会館 イベントホール
〒460－0008 名古屋市中区栄 2－2－5
東山線・鶴舞線「伏見」駅 4 番出口より徒歩 2 分
時間：14:00～16:00（受付と開場は 13 時 30 分より）
参加費：1,000 円
定員：200 名 満席になり次第受付終了

絵本コーチング® 新聞

2013 年

秋

絵本コーチングの講座に参加してくださった方からつながったご縁 「自分も大切にして
相手も大切にするコミュニケーション」です。
絵本コーチングの必要性を感じていただき広がっていくことはとてもうれしいですね。

テーマ：絵本「どんぐり村」シリーズができるまで
講師：絵本作家 なかや みわ さん
対象者：子育て中のお父さんお母さん、子どもにかかわる方、
図書館関係者、学校の先生、絵本に興味のある方

平成 26 年１月１９日（日）

5号

絵本コーチングで人権を… その 2

「そらまめくん」、
「どんぐりむら」
「くれよんのくろくん」
シリーズで大人気の絵本作家なかやみわさんをお招きして
絵本作家講演会を開催いたします。みなさまのご来場お待
ちしております。

とき：

絵 こ み ゅ

どんぐりむらのぱんやさん
作・絵：なかや みわ
出版社：学研

東大阪市人権教育委員会 夏季研究会での講演に行ってきました。

お申込方法：メールにて受付いたします。
受付メールアドレス post@ehon-c.com
件名「スペシャル講座申込み」
本文「①郵便番号 ②住所 ③氏名（ふりがな）
④当日連絡がつく電話番号（携帯等）」を明
記の上送信してください。折り返し当事務局
よりご連絡やお支払いについて返信いたし
ます。
＊詳細につきましては HP をご覧ください。

平成 25 年 8 月 2 日
東大阪市の教職員研修会『なにわ研』で、「絵本コーチングで子どもたちに生きる力を」をテーマ
にお話をさせていただきました。東大阪市の幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教職員の先生方の
教育研究団体で、さまざまな人権課題に関わり学ぶ機会という研修会でした。絵本コーチングの分
科会は 180 人と多くの先生方にご参加いただきました。
めくるめく 2 時間があっというまに過ぎてしまった以上に、団結力ある先生方の結束と積極的な
姿勢に大感動でした。質問もたくさんいただき、ぐっと深まる時間にただただ感謝です。
～参加者アンケートより～
・ コミュニケーションカとは自己表現(伝える)･聞く(共感する)質問するの、3 つの力がバ
ランスよく育っていないとスムーズなコミュニケーションがおこなわれないことがわかり

絵本コーチ®のおすすめ絵本

ました、絵本を通じて小さい時から育てていきたい力だと思います。

大人のための絵本の講座

・

普段の自分の子どもたちへの対応を考える良いきっかけになりました｡否定的な言葉や
態度をしてしまっていないか、きちんと話をきいてあげられているかとふり返りました。9
月からクラスの子供たちにここで学んだことを実際に生かしていきたいと思います。

題：せかいのはてって

どこですか？

作者：アルビン・トゥレッセルト
出版社：童話館出版
深い井戸の水たまりで 1 人で生きてき
たアオガエル。それはそれで幸せと言えた
暮らしでした。井戸から外へ出たカエルが
いろいろ学んでいきます。最後に選択した
のはカエルという仲間と一緒に
生きていく事でした。よかった
ね。仲間たちに会えて！と言っ
てあげたいです。
（H.T さん・60 代）

題：わたしのとくべつな場所
作者：パトリシア・C・マキサック
出版社：新日本出版社
人種差別のあった時代のアメリカで、
公共図書館は「ALL ARE WELCOME」
だれでも自由に入れます をかかげた。
その図書館を目指す女の子の勇気と行
動力に感動した。それとは別に「ALL
ARE WELCOME」の言葉が気にかかっ
た。自分の周りの人、物、出来事にこの
言葉を笑って言えたらなあと思った。言
える人になれることはもっと自由にな
れる事だと思う。
（K.T さん・50 代）

日進市の地域の方向けに月に 1
回の講座を開講しました。絵本か
ら感じて、味わう、大人だからこ
そ感じることがある。自由に表現
できる場があるからこそ、生きる
力を取り戻せる。「自分と向き合
い、創る 1 ページ」…木のぬくも

八尾市人権教育研究会 夏季セミナーでの研修に行ってきました。

りを感じるお部屋の中でそんな時
間がゆったり流れる講座でした。

平成 25 年 8 月 28 日
「就学前教育委員会」の講演で絵本を通して子どもたちの可能性を引き出し、自尊感情を高めると
いうお話をさせていただきました。幼稚園・小学校・中学校の先生方はとても熱心で『面白い』と聞い
てくださいました。子どもたちが就学前から自尊感情を高めたり、自分自身の考えを深めていく活動
ができることはとても大切なことですね。多様な子どもたちにどう接していいのか戸惑う先生方も
いらっしゃるかと思います。絵本コーチングがそんな先生方と子どもたちがつながっていくよいきっ
かけとなりますように。
～参加者アンケートより～
・ 子どもの話す力をなくさせるのは大人なんだと気づきました。
・ 思ったこと、感じたことを言葉に出して伝えることの大切さを絵本を通して子どもたちに伝
えたり、うなづいたりすることがとても大切だと学びました。

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/
担当（坂元 村田 若山 塩原）
＊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。

・ 教師としての資質だけでなく、私自身の人間性も考えさせられました。
・ 大人の質問の仕方や関わり方によって子どもの脳の発達にとても大きな影響を与えると
知りました。
・ 子どもとのコミュニケーション、当たり前のことができていなかったなと改めて感じました。

絵本コーチ®として活躍中のみなさん

京都丹後教育局「丹後まるごと読書のくにセミナー」での講演
「子どもが変わる学級が変わる～絵本コーチング®で子どもの気づく力を～

平成 25 年 9 月 27 日

絵本コーチの皆さんの直近の活動などをまとめました。

絵本コーチ®の感想

京都丹後教育局の公立幼稚園、小・中学校の図書館教育担当の
先生方約 80 名の方にご参加いただきました。 読書活動の推進
というだけでなく絵本の教育的効果を改めて実感し子どもたちと
一緒に生き方を考えることとしての絵本の活用を考えていただく
機会となりました。京丹後の真面目で熱心な先生方にたくさんお
会いし、温かいお言葉をたくさんいただきました。

～講座を開催して・実践講座を受けて～

～講座を開催して～
～講座を開講して～

初めて講師をしたのは小学校の

～講座を開講して～

先日講座開催のオファーを頂

トワイライトでした。
「実習させて

昨年の夏から勉強し、初級絵本コー

き、「OK です」と即答した。講

ください。」と、頼みに行き、絵本

チの資格を取得しました。絵本コーチ

座を行うまでのプレッシャーは

コーチング講座をさせてもらいま

ングの面白さを是非伝えたいと思っ

大変なものだったが、その分や

した。思ったようにはできなかった

ていたところ、保育士さんを対象に講

り終えた時の充実感・達成感は

のに「また来てください。
」とお誘

師として前に立ちました。講座を終

大きかった。開催にチャレンジ

いがありました。
「うまくいかなく

え、私の持っているものは、最大限お

できたのは、絵本コーチングを

てもあきらめずにやり続けるとこ

伝えすることができたという満足感。

学んで実践してきて自分を信じ

ろが良かった。」と、言われ、うれ

何よりも自分自身を見つめ直し、これ

ることができるようになった成

しかったです。あれから 5 年、20

からの生き方としてしなやかに過ご

果だと思う。コーチとして未熟

回以上のご縁を頂いています。

していきたいと実感できました。

だけれどやりがいを感じていま

(M.T さん 60 代)

す。（K.T さん

(Y.A さん

～参加者アンケートより～
・ 坂元さんのお話を聞いて本当に人が変わる、子どもたちが変わるんじゃないかという気持
ちになってきました。
・ 最近絵本の読み聞かせは子どものどんな力になるのだろうと考えていて今日愛情を感じる
のだという事がわかって良かった。

スペシャル講座

2013.6.23 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）にて

50 代)

50 代）

絵本コーチング® の活動の様子
絵本コーチングの活動をご紹介します。参加者の皆様ありがとうございました。

ブラッシュアップ講座
静岡県浜松市

弁天島温泉

2013.7．27～28

開春楼にて

毎年恒例の、年に一度の絵本コーチング講座合宿の時期がやってまいりました。
また新しい内容と絵本満載のテキストを手に、濃密、凝縮の 2 日間にご一緒い
ただいた皆さんの気づきや発見の音が聞こえたような深い豊かな時間でした。
日ごろ一緒に絵本コーチとして支え合って活動している仲間とともに、浜名湖
を間近に眺めながらの合宿。温泉に浸かり、新鮮なお魚を堪能し、お泊りなら
ではの盛り上がりでした。
～参加者より～
・ 日頃のコミュニケーションについて今回わかったことを親しい関係
の人や初めて出会う人にもこちらからより有効に使っていける事を確信した。
「一緒にい
る、相手の人を丸ごとうけとる、きく」のパワーに改めて気づいた。（Y.K さん 60 代）
・ 今回のブラシュアップで一番印象的で開発されたことは 1 対１のコーチでした。それぞ
れのゴールに対しての方法がすべて違う、いろいろなアクションを体験できました。多数
のコーチングの場合、1 対多数と考えるのなく、1 対１が多数あると捉える必要が大きい
と感じていた時期であったのでタイムリーでした。(T.K さん 50 代)

地域の皆さんに知多市立中央図書館様での講演

「心に響く絵本の魅力」

平成 25 年 10 月 5 日
地域ボランティアをはじめとする知多市の皆さんに、大人にも絵本の
魅力を知っていただき、子どもも大人も広く絵本を知っていただく機
会を増やすための講座でした。絵本の世界は自分の心を見つめ直し、
新たな発見や癒しを与えてくれます。そんな絵本の魅力を改めて理解
し、絵本からの生き方や、子育てに役に立つもののみかたや感じ方・
言葉の使い方を見つめ直していただく機会となりました。
～参加者アンケートより～
・ 改めて「たかが絵本されど絵本」と思いました。絵本には
「哲学がある」とよく思うのですが、今日ご紹介いただいた絵本もすべてそう思いました。
・ 大人の人生経験を投影して子どもたちにも絵本の読み聞かせをしていきたいと思います。

一般の方向けの講座を開講しました。「スペシャル」と名前がつくだけあって 1 日で絵本コーチングが
体験できる講座でした。大人になってから絵本を読んでもらう体験はめったにないものですね。ご参加
いだきましたみなさんは何かひとつ持って帰ろうと熱い講座となりました。
～参加者アンケートより～
・ 絵本をたくさん読める環境を今以上に作り上げたいと思います。
（親《大人》も子供も）
・ 子供達に絵本を読んで、子供たちと言葉のやり取りをしていきたい。
子どもたちにできることを、できることからやっていきたい。
・ もう一度家でふりかえって 日常生活に役立てたいです。
・ 絵本を通じて、何を子供たちに伝えていけるのだろう、自分には何ができる
のかと思うところもあり、とても勉強になりました。自分自身のためにもプ
ラスになりましたありがとうございました。

指導者講習会

2013.8.8～9 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）にて

昨年 3 つの会場で子どもゆめ基金の助成金にて開講し
ました「指導者講習会」。ご参加いただいた先生方から
もとても好評でした。今年はさらにパワーアップし大
変中身の濃い講座となりました。
～参加者アンケートより～
・ 色々な理論の位置づけが、すこしはっきりし
ました。
質問のスキルをもっと勉強したいと思いま
す。タイムラインで体験したことは大きいで
す。
・ 心理学、コーチングについて、理論的、体系
的に学べて良かったです。
・ お互いの違いを尊重できる雰囲気、環境をつ
くりたい。
・ 落ち着いてあせらず話をきけば 伝わるも
のがある という気がしてきました。
・ 色々な方々と ご一緒できて楽しかったです。
ありがとうございました。自分の問題にして
いることに向き合うことができました。

