絵本コーチング®

東日本応援プロジェクト

絵 こ み ゅ
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碧南ライオンズクラブ例会
ゲストとしてお招きいただきました。
「絵本コーチングの活動」～大槌町仮設住
宅支援を通して～と題し、おじさま方に大
槌町でのボランティアのお話を聞いてい
ただきました。
今までに皆さまよりお預かりしました絵本は 1,059 冊、寄付金は
63,653 円になりました。（201３年 3 月 31 日現在）
東日本応援プロジェクトを支援してくださってありがとうござ
います。2011 年 3 月 11 日よりもう 2 年が経ちました。これから
も復興のお手伝いをささやかながら続けていくためにもまだ
まだ募集していますので、どうぞよろしくお願いします。

募集しているもの
☆新品の絵本
☆新品同様の絵本
☆絵本募金
ゆうちょ銀行
１２１８０ ５２９１３５４1
名義：東日本絵本を届けよう
プロジェクト

絵本コーチングで
人権を考える

今年も大槌町へ行きます！
2013 年夏、今年も大槌町の仮設住宅へ絵本をたくさん持ってボランティアに行きます。
日程はまだ決まっていませんが、前回と同じように赤い羽根の災害ボランティアとして
ただいま申請中です。詳細は決まり次第 HP や facebook を通じてお知らせいたします。

研修・講習引き受けます！
保育園・幼稚園・PTA の出前授業・教職員研修など、ニーズに合わせた絵本コーチングの研修や講習
をうけたまわります。人数、ご予算などお気軽にご相談ください。資料請求やお問い合わせは、当事
務局までお気軽にメールまたはお電話にてご連絡ください。

参加者を募集しています♪
愛知県日進市に、「うちセミ～おうちセミナー～」というセミナールームが 5 月 1３日にオープンしま
す。絵本の講座や、心理学、ネイルアートなどなどさまざまな講座があります。
詳しくはうちセミ HP をご覧ください。 uchi-semi.jimdo.com
また、このセミナールームを利用してくださる方も同時に募集しています。個人、法人は問いません。
単発利用、年間利用契約も可能です。お部屋はサークル活動などにもご利用いただけます。
詳しくはうちセミ HP をご覧ください。 uchi-semi.jimdo.com

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 塩原 若山）
＊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。
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法務省委託事業「読み語り」講座

“絵本からの無意識の心に気づき、人間力
を高めよう！”「絵本コーチング」を通して

2012 年 11 月 28 日に人権教育啓発推進センター主催の読み語り講
座に自治や企業、NPO 法人から多くの方にご参加いただきました。
「百年たってわらった木」より、相手の話したいことを受容的、共感
的に聞く「傾聴」のコミュニケーションスキルを体験していただきま
した。絵本を聞いている方、子供の脳は、どの部位が反応するかっ
て話が心に残ったようでした。
優しい時間と優しい触れ合いが増えますように。

詳細は HP の活動報告をご覧ください。
http://ehon-c.com/michinoku/index.html

※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。

新聞

東大阪市

市民人権講座

「心にもビタミン」～人間力を
育む絵本コーチング～
2013 年 2 月 22 日、東大阪市の
市民人権講座にうかがいまし
た。あったかい時間を皆様とご
一緒させていただきました。こ
れから新しいことを始めてみよ
うという気持ちを持ってくださ
った方もいらっしゃったようで
す。「心にもビタミン」補給は大
切ですね。ご縁に感謝
参加者アンケートより
・ とてもあたたかい気分になりました。
これからもっと絵本を“中身”を捉え
て 見てみたいと思います 最後の
“ありがとう”の反対語の“あたりま
え”という話すてきでした ぜひまた
お話 聴かせていただきたいです。あ
りがとうございました。
・ もっとお話を聞きたかった。次回を楽
しみに、私も勉強をはじめてみよう！
ありがとうございました。
・ 今回人間力向上に興味があり参加させ
ていただきました。絵本は子どもだけ
のものと思っていた考えが変わりま
した。もっと参加させていただきたい
と思いました。

多摩市

人権啓発講座

『お互いを認め合う～
「絵本コーチング」を通して』
2013 年 3 月 18 日、多摩市人権
啓発講座にうかがいました。お
互いの個性を尊重し、認め合う
には・・・絵本を通して人とのコミ
ュニケーションを見直すきっかけ
になりますように。
多摩市の皆様に支えていただい
て、無事に終えました。お仕事さ
せていただいて、また勉強させ
ていただくことばかりでした。
参加者アンケート
・ とてもお話がおもしろくて 時間がたつの
があっという間でした。子育て 人付き合
いのヒントがたくさんあったと思います。
今日聞いたことを忘れずに言葉を丁寧に
使っていきたいと思います。
・ 子育てに役立つと思いました。とても楽し
く和やかな雰囲気の中で聴くことができ
ました。ありがとうございました。
・ 絵本コーチングというテーマが新鮮で参加
しました。想像以上に充実した内容でし
た。コミュニケーションは人を認める力を
はぐくみ、絵本を通じた人とのかかわりは
「あなたはあなたでよい」を伝えることな
のだと感じました。

絵本作家サトシンさん講演会
2012 年 12 月 23 日

ウインクあいちにて

第 4 回いじめ防止スクールバディ・サミット
サトシンさん作の
おすすめ絵本

対象：いじめ防止のために活動している
中学生のみなさま

「さんぽのき」
サトシン 作
真珠まりこ 絵
出版社 文溪社

「おてて絵本」で有名な絵本作家サトシンさんをお招
きして、「大人にも絵本を、子どもにも絵本を」とい
うテーマで講演会を開催いたしました。サトシンさん
が絵本を読んでくださったり、絵本に合わせて歌を歌
ってくださいました。
笑い声が絶えない楽しい講演会でした。「おかあさ
んだもの」をサトシンさんが読んでくださり、会場の
お母さん方が涙をぬぐう姿がとても印象的でした。

絵本作家高畠純さん講演会
2013 年 2 月 11 日

ウインクあいちにて

いっぽ、にほ、さんぽのき
私の中に「さんぽのき」のような木があ
るだろうかと自問自答しました。大好き
な景色がありました。はる、なつ、あき、
ふゆ 私達を見守っている景色です。
天気の良い日、通勤しながらその景色が
見えたら、今日もっと楽しいことがある
かもと始まります。（Y さん・女性）

高畠純さん作の
おすすめ絵本

「ぞうさんのおとしあな」
高畠純 作・絵
出版社 ポプラ社

「おとうさんのえほん」で有名な大学の先生でもあ
る高畠純さんをお招きし、
「大人にも絵本を、子ども
にも絵本を」というテーマでお話をうかがいました。
高畠先生から、絵本を創っていく過程のお話や背景
などをうかがいました。先生のオリジナルお絵かき
ワークも楽しかったと好評で、会場からはうなづき
ながら「なるほど～」
「そうそう」といった声も聞こ
えてきました。
ご参加されたみなさんは、どんな絵が書けましたで
しょうか。

ぞうさんが本当にしたかったのは～な
に？いたずら？最後のページでこれがや
りたかったんじゃない？と思った。人と関
わりたくていたずら～それでなくてもみ
んなで楽しく遊べるのがうれしい。
いたずらという行動のうしろに本当にや
りたい事がかくれている。いたずらが成功
しなくてもその本当にやりたい事が達成
される。少し立ち止まって自分のやりたい
事について考えた絵本です。
（M さん・女性）

高山市保育研究協議会

特定非営利活動法人湘南 DV サポートセンター
主催の第 4 回いじめ防止スクールバディ・サミッ
ト（藤沢市）のワークショップで講演してきまし
た。「いじめ防止プログラム」を受講した生徒の
中から有志を募って「スクール・バディ」という
グループを組織し、いじめ防止のための活動を
各学校で行っています。年に一度、いろいろな
学校の生徒が集って「サミット」を開催。情報交
換、交流会の場としています。 今回の「サミッ
ト」は、「絵本づくり」を通して、いじめの問題を
人に伝えようというものでした。元プロビーチ
バレーボール選手の浅尾美和さんも応援にか
けつけてくれました。 201２年１2 月２日

講演

対象：保育園の園長、副園長、主任のみなさま

高山でも特に寒い日にもかかわらず、熱心に保育園の園長、主任の
方たちの研修会にお集まりいただきました。若い先生もベテランの
先生も一生懸命メモを取っていらっしゃいました。
参加された方からは、保育からの一方的な進め方ではなく、子ども
の感想を聞く、しゃべらなくても態度を見ることなどあらためて気
を付けていきたい。とアンケートより感想をいただきました。
園長先生たちとの笑顔あふれる時間が、子どもたちに届きますよ
うに。 2013 年 2 月 16 日

刈谷市社会教育課

めばえ図書室「読書講演会」
対象：一般のみなさま

お天気に恵まれた、休日のゆったりした朝、刈谷市社会教育セン
ターにて 絵本コーチング講演会に行ってきました。託児付の講
演会だったためパパママそろって参加された方も多くいらっし
ゃいました。
20 代も 30 代も、40 代も 50 代も、60 代もそして、男性も女性も
大人も子どもも♪
たくさんの出会いをいただいた絵本との時間でした。『「大人に
も絵本を」本当に納得です』とアンケートでの感想いただきまし
た。 2013 年 2 月 23 日

実践講座受講者の感想
申し込み時には受講するかどうかかなり迷いましたが、今は受講して大
変よかったと思っています。
資格を取ること以前に、なんだか生きやすくなったからです。
その具体的なことの一つは、日常の中で悩んだり不安になったりで立ち
往生した時、以前よりも早く楽に一歩踏み出し行動できるようになった
ことです。（T さん・女性）

