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DREAM MAP®大好き
大好き！(^^)！
(^^)！

『世界へ、未来へ、夢のチカラで World
Peace！』を合言葉にDREAM MAP®を
広めている一般社団法人ドリームマッ
プ普及協会(ドリマ協会)から、
「ドリドリ
通信第４号」をお届けいたします。
ド リ ー ム マ ッ プ

2014 年初夏

学校ドリームマップ
学校ドリームマップ®授業 受講者数７２７０
受講者数７２７０名
７２７０名！ 前年度比２５０
前年度比２５０％
２５０％増
平成 25 年度のドリームマップ®
授業（小学校・中学校・高校）で
の実績がとりまとまり、開催校 84
校、受講生徒数 7270 名と前年度の
２倍以上の増だったことがわかり
ました。
主体的に生きるチカラを育むド
リームマップ®授業に魅力を感じ
た認定ドリマ先生のご縁でこれま
で導入されていなかった青森県、
広島県などでも授業が実施されま
した。都立高校や海外（ドイツ・
モンゴル）でも初開催。中学校で
の導入件数が増えたことも昨年度
の特徴です。

ドリームマップ授業は、経済産業省
の起業家教育促進事業（平成 16 年度
～平成 18 年度）に採択されたことを
きっかけに小中学校で活用されてき
ました。
最近では、キャリア教育ツールとし
て注目され、文部科学省の「小学校
キャリア教育の手引き（改訂版）」に
は「自分のよい所に自信をもたせる」
ことをねらいとした 1/2 成人式での
ドリームマップ®授業が事例紹介さ
れています。
実施校のアンケート結果でも、ド
リームマップ授業の位置づけはほ
とんどの学校（81％）でキャリア教
育の一環として実施されています。

ベネッセ教育情報誌「VIEW21」中学
版（2013vol.4） に、ドリームマップ
®をキャリア教育に活用する名古屋市
立千鳥丘中学校の事例が具体的に紹
介されました。１年生でドリームマッ
プを描き、将来の夢を視覚化すること
で、生徒に目標を持って中学校生活を
進むベースを作っています。
7 月 26 日には広島市でキャリア教育
にドリームマップをどう活かすかを
テーマにフォーラムを開催します。学
校の先生方の期待と信頼にお応えで
きるようにプログラムを精査しなが
ら、全国の児童・生徒さんの生きる力
を育む支援をしていきます。

モンゴル現地校
モンゴル現地校でドリームマップ
現地校でドリームマップ®！
モンゴルでのドリームマップ®授業実施
しかし、そのすべてが杞憂に終わりまし
の立役者は、独立行政法人国際協力機構
JICA の青年海外協力隊員として派遣され
ていた飯島
飯島淳一
飯島淳一さん
淳一さん。勤務していた静岡
さん
県の小学校でドリームマップ ® 授業を導
入していた縁から、モンゴルでの授業に
つながりました。
授業が行われたのは首都ウランバート
ル市内にある小中高一環の私立学校
「LOGARITHM ロガリズム」
。約 120 人がバ
ラエティ溢れる夢をドリームマップ ®に
描きました。
実は、飯島先生は実現に至る前には不安
も抱えていらっしゃいました。

「モンゴル語の書籍やインターネットサ
イトは少なく、子どもたちが得られる情
報はごくわずかです。また、モンゴルの
公立学校にも日本の生活科や社会科、総
合的な学習の時間に該当する教科はあり
ますが、キャリア教育の視点を採り入れ
た授業は行われていません。ですから、
モンゴルの子どもたちが世の中にたくさ
んある仕事をどのくらい知っているのか
不安でした。
また、モンゴルの授業は教師の教え込み
が中心で、図工でさえお手本通りに作る
ことを求められ、自由な発想で創作活動
をするということがほとんどありませ
ん。そんな実態の中、ドリームマップ®の
ような自由度の高い活動が成立するかも
疑問でした。

た。最初は戸惑っていても、いざドリーム
マップ®を作り始めたら大人も子どももす
っかり夢中になり、目を輝かせて夢を語る
姿は、日本もモンゴルも同じでした。子ど
もたちが描いた夢も、世界に目を向けたも
のが多くて驚きました。これは、モンゴル
でも先進的な教育を推進し、教員の質も高
いロガリズム学校だから実現できたのか
もしれません。

六年生の授業

いずれこの学校がモンゴルにおけるドリ
マ普及の拠点となり、公立学校にもドリー
ムマップ®の輪が広がっていくことを期待
しています。私としても、ウランバートル
の公立学校に通う子どもたちや、地方都市
に住む子どもたち、遊牧民の子どもたちが
どのような夢を描くのか興味津々です。
初めての現地校でのドリームマップ®とい
う記念すべき瞬間に立ち会えたことを光栄
に思います。夢の持つ力の大きさを目の当た
りにし、ドリームマップ®が世界を変える可
能性のあるツールであることを実感した３
日間でした。きっかけをくださった静岡のド
リマ先生高野亜紀子さん、実現を支えてくだ
さった日本・モンゴル両国の方々に心から感
謝いたします。」

ドリマ先生と飯島先生（右）

授業の通訳を務めたバイエルンマンさんは、 通訳バイエルンマンさん
モンゴルにドリームマップ®を広めたい！と
2014 年 5 月春認定ドリマ先生養成講座を受講。ロガリズムの先生方と
モンゴルにいかに広げていくか、夢をふくらませています。飯島先生、
バイエルンマンさんやモンゴルの先生方の夢を応援することも私たち
ドリームマップ普及協会の夢のひとつとなりました！

青森県でドリマ授業初開催！
青森県でドリマ授業初開催！
青森県上北郡六ヶ所村第一
中学校で初となるドリーム
マップ®授業が実施されま
した。導入のきっかけを作
り、8 ヶ月にわたる全授業
のファシリテートをした津
村征広さん（チームフロー
認定プロコーチ）。

「生徒の中には、夢がドンド
ンあふれ出す子もいれば、夢
なんかなにもない…って、
うつむいていた子もいました。欲しいものはない？行きたいところ
はない？会ってみたい人はいない？そんなふうに根気よく問いか
けていくと、小さなカケラが見つかったりします。「本当はこんな
ことをやってみたいんです…」って、恥ずかしそうに小さな声で話
す子どもたち。消え入りそうな言葉でも、自分の口で夢を語った瞬
間、スイッチが入ります。

祝誕生！
ドリマ先生キャラクター
ミリオンセラー『キッパリ！－たった
５分間で自分を変える方法』の著者とし
ても有名なイラストレーターの上大岡
トメさんが、ドリマ先生のイメージイラ
ストを描いてくださいました！描き文
字もトメさんの直筆です。子どもたちを
応援するドリマ普及協会のためにと、無
償でご提供くださいました。

夢を描き、夢を信じて、夢を語るとき、人生の方向が変わる。そ
して、何十年か経ったあと、こう思うんです。「ああ、あの日がタ
ーニングポイントだったんだ」って。六ヶ所一中のみなにとって、
ドリームマップ®の発表がどういう意味だったのか、その答えはこ
の先の未来にあるような気がします。若者たちが、これから、どん
な夢を描いていくのか本当に楽しみです。」
日本中の若者たちが夢を語り合う日
を夢見る津村さんは 2013 年甲子園初出
場で二勝、日本一経験校にも勝ち、話
題となった弘前学院聖愛高校をメンタ
ルコーチとして支えています。聖愛高
校野球部員もドリームマップを描きま
した。
今年度も青森県でドリームマップ®授
業を広めながら、心のスイッチを入れ
る方法、エンジョイしながら結果を出
す方法を伝え、若者たちを応援します。
津村さんのブログ「笑売繁盛会議」
先生の
http://syoubaihanjou-kaigi.cocolog-nifty.com/blog/

このステキなイラスト付の認定 ドリマ
先生の名札を作成しました。
ドリームマップ ® 授業で訪れる学校の
生徒さんの反応が楽しみです！

ドリマプロジェクト２０２０
ドリマプロジェクト２０２０始動！
２０２０始動！
2020 年、東京オリンピック開催。
新しい時代の波がやってくる。

Dream oriented society
夢を原点として考えたとき、
社会はどう再構築されるんだろう
国が、地域が、企業・団体が、
個人が、それぞれのビジョンを持ち、
関わりながら訪れる節目の年を迎えたとき、
Happy な社会で繋がり共存している姿を思い描いて、
「ドリマプロジェクト 2020」を立ち上げました。
私たちは夢のチカラで
全ての人の多様な 2020 年ビジョンを応援します！
「ドリマプロジェクト 2020」は、人と人が夢でつながり、
夢のチカラが広がっていくことで実現に近づくと考えます。
実現には多くのみなさまの夢とチカラが必要になります。
自分らしいカタチでぜひ、ご参加ください！

2014 年春の講座は再受講者を含め約 100 名の方が受講し、各地で認定
ドリマ先生が続々と誕生しています。ドリームマップ®を活用し、
「みん
なの夢を応援しあう社会」がどんどん広がっています！

宮城県 渡辺 せつさん

秋田県
秋田県 青山 鈞さん
長年のお勤めを経て、セカンドライフにドリマ先
生を選ばれた青山さん。
「今まで受けてきた恩恵を
すべて社会に恩返しする。ドリームマップ®のチ
カラで笑顔の方が増えてほしい。70 代のこれから
の人生、夢に溢れ楽しい！」とおっしゃいます。
セカンドライフは『夢実現のチャンス』と実感
する青山さんがドリームマップを勧めたいのは、
夢を持ちたいけど具体的になっていない方、何をやりたいのか分か
らない方、不満はないが満たされない方、自分を信じたい方、気持
ちを充実させたい方、もっと行動的になりたい方、自分の思いや考
えを整理したい方、セカンドライフや子育て終了後のプランを作り
たい方。充実したセカンドライフを過ごす青山さんだからこその説
得力を受講される方は感じるでしょう。
青山さんは、毎月第 2 土曜日に「ランチセミナー・夢の叶え方」
を開催しています。詳しくはブログをご覧ください。
http://yamatoito.blog.fc2.com/

建築デザイン事務所を
経営する渡辺さんは「す
べては“人”。“人”を大
切にする活動を通して復
興に参加したい。」とドリ
マ先生になりました。
ドリマ先生仲間と共に、
『Dreammap
Miyagi』を立ち上げ、ワンディ☆ドリ
ームマップを定期開催しています。
「仙
台を中心に宮城を盛り上げたい！」夢
がふくらみます。
次回の開催は８月３日（日）。
詳しくはＦＢページを下さい。
https://www.facebook.com/dreammap.miyagi

大阪府 光信 嘉久さん
関西エリアの大学を中心とする国際協力系団体の
新入生歓迎イベント最終日に各参加団体が団体毎に
作成したドリームマップ®を語り、盛り上がりまし
た！このイベントの様子はドリマ普及協会動画サイ
トでご覧いただけます。
ドリームマップ®作成のファシリテートを務めたのは
学生向けのキャリア教育プログラムを開発している会社ＭＥＴＩ
Ｓ代表取締役光信嘉久さん。夢は日本とアジアの高校生たちをドリ
ームマップ®でつなげ、日本の大学にアジアからの留学生を増やし、
日本とアジアの絆を深めること。モンゴルでのドリームマップ授業
にも参加し、モンゴル内の広がりに力を尽くすと燃えています！
HP www.metis-inc.co.jp ブログ http://ameblo.jp/metis001/

広島県 對川 道香さん
広島からはキッズドリームマップ®ワークショップの
報告です。
「小学校 3 年生から中学校 1 年生、14 人
のソフトボール仲間が楽しく夢を描きました。野球
選手になりたい気持ちは一緒でも、どんな選手にな
りたいかにはそれぞれの想いがこめられていました。
夢がかなったら、貧しい国の子どもたちにバットや
グローブを送る！野球を教えてあげたい！と語ってくれました。一人
ひとりと向き合い、語りあう時間からパワーをもらいました！
ご縁から次は、少年サッカーチームでのドリームマップ®ワークショ
ップのご依頼をいただいています☆」
子どもたちの思いが素直に夢として描け
たらいいなぁという想いを胸に、對川さん
はキッズドリームマップ®に加え、広島の
学校にドリームマップ®授業を広める夢の
実現に向け邁進中です☆

静岡県 富士山夢育プロジェクト
静岡の認定ドリマ先生 13 人が活動す
る「富士山夢育プロジェクト」（リー
ダー：篠崎美保さん）は富士山麓に住
むすべての人が夢を描き、信じ、伝え
ることをサポートすること、大人たち
が夢の花を咲かせ、子どもが夢を描け
る社会をつくることをミッションに
掲げています。
大人向け、親子向けのドリームマッ
プ®ワークショップの開催や、小中学
校でのドリームマップ授業を広める
活動などを行っています。夢を育て、
叶えるために夢育ランチ会なども開
催。
7 月 21 日富士宮市で開催されるお母
さんの「夢」がテーマの「ファミリー
めっせ 2014～お母さんも蒔こう、夢の
種」に出展が決まり、親子で楽しめて、
ママの「夢宣言」ができるようにワク
ワク企画中です。

富士山夢育成プロジェクト
http://fujisan-yumeiku.jimdo.com/
新規メンバー大歓迎です！

自分も周りもハッピーにするスキル、
あなたはどう活用しますか
あなたはどう活用しますか?
活用しますか?

２０１５年の願いがかなう
２０１５年の願いがかなう
ウィッシュ☆ドリームマップ
ウィッシュ☆ドリームマップ

ドリマ普及協会に寄付商品ができました！
一年間の夢を明確にするウィッシュ☆ドリ
ームマップ。Ａ４サイズのボードに一年間の
夢を四つの願いを文字であらわします。数々
ある夢の中で今年一年にかなえたい夢の優
先順位が明確になること、文字のみであらわ
すため、短時間で気軽に作成し、簡単に決意
表明できます。
サンケイリビングに「夢をカタチに！“ド
リームマップ”で子どもと描く未来予定図」
とご紹介いただいたこともあり、おかげさま
で、たくさんの方にご活用いただいていま
す。家族や、サークル仲間、職場の同僚で夢
を語りあったり、イベントなどでも盛り上が
ります。ギフトとしても好評です。
ウィッシュ☆ドリームマップはネットで購
入できます。
https://dream-map.stores.jp/
売上から必要経費を除いた全額を、主に公
立の小中学校でのドリームマップ授業実施
の助成金に充当します。ウィッシュ☆ドリマ
に夢を描きながら、子どもたちの夢を描く機
会増を支える喜びも感じられる商品です。

公式ホームページ
全面ﾘﾆｭｰｱﾙです！
ドリマ普及協会の公式ホームページを
全面リニューアルしました！！見てく
ださる皆様にとって、より分かりやす
く、使いやすいサイトへ。
「ドリマ先生一覧」や「ココだけの、ド
リマ誕生秘話」も掲載！意外と近くに住
んでいるドリマ先生仲間を発見！？ド
リマ先生もびっくりのドリームマップ
の秘密が明らかに！他にも見どころた
くさん！早速のぞいてみてください。
http://www.dream-map.info/

「自分らしく輝く人生を歩みたい」。「子どもの夢をはぐく
む社会を創りたい」。そんな思いを「ドリマ先生」はより具
体的にすることができます。ドリームマップ®を通じて生まれ
た夢のチカラで世界や未来が元気になりたくさんの笑顔がつ
ながっていく。World Peace な未来を創るのが、ドリマ先生の
仕事です。
2014 年春までに 500 名超の方々がドリマ先生として認定さ
れました。認定ドリマ先生の本業は様々。根っこが理念で繋
がった自立した大人の緩やかな連携を目指しています。
ドリマ先生を養成する「認定ドリマ先生養成講座ベーシック
コース」では、ドリームマップ®のメソッドを学び、ファシリ
テーターとして受講者の夢や思いを引き出す基礎スキルを養
います。「なぜ私が、ドリマ先生を目指すのか？」、「ドリ
マ先生になって、何を実現したいのか？」という自身の活動
理念を明確にし、ワークショップの進行に必要なコンテンツ
とファシリテーションスキルを身につけます。ともに学んだ
受講生同士は、講座修了後も夢を応援しあうかけがえのない
仲間になります。
2013 年からご要望にお応えし、養成講座の開催場所や開催
数を大幅に増やしています。今秋は仙台、京都での開催も検
討中。学びと共に観光＆新たな土地での人とのつながりを得
ると、味わいが増しそうですね☆
【認定ドリマ養成講座 2014 年秋日程】
東京ハート会場： 9 月 13 日・14 日・15 日
12 月 5 日・6 日・7 日
東京品川会場： 9 月 26 日・27 日・28 日
11 月 1 日・2 日・3 日
仙台会場：
10 月 24 日・25 日・26 日
静岡会場：
11 月 16 日・30 日・12 月 14 日
名古屋会場：
10 月 11 日・12 日・13 日
三重会場：
11 月 7 日・8 日・9 日
広島会場：
11 月 22 日・23 日・24 日
開催時間はいずれも 10：00～17：00

認定 ドリマ先生 実践勉強会開催中
実践勉強会開催中
ドリマ先生としてスキルアップを図るため、各支部等で勉強会を
開催し、コーチング、ファシリテーションスキルなどを学び合っ
ています。仲間の環が広がることも魅力！認定ドリマ先生はお近
くの支部にお問い合わせください。

メルマガであなたの夢を応援します！
関心のある方によりわかり
やすく情報をご提供するた
めに公式 HP に加え、３種類
の HP を展開しています。

大きな夢をかなえるには、日々の習
慣や気づきがとても大切。小さな積み
重ねが、やがて大きな夢をかなえるチ
カラに育ちます。朝７時に届く「夢が
かなう魔法のドリームマップ（毎日）」
であなたもいつのまにか夢がかなう
体質に！
ドリームマップ®の最新情報が知り
たい方には、「ドリドリ通信（メール
版）」こちらの配信は月 2 回。ご登録
はドリマ普及協会ＨＰからどうぞ。

一般社団法人ドリームマップ普及協会 〒108-0075 東京都港区港南 3-6-21 コスモポリス品川 3508
世界へ、未来へ、夢のチカラで World Peace! 公式 HP http://www.dream-map.info/ Mail info@dream-map.info
＜理事＞池崎 晴美（愛知県）/池邉 実喜（茨城県）/伊藤 加奈子（ブラジル）/川村 紀子（東京都）/菰田 明子（千葉県）/
佐藤 惠子（東京都）/高野 亜紀子（静岡県）/廣井 仁利（静岡県）/玉井 陽子（兵庫県）/若林 明子（栃木県）
＜代表理事＞秋田 稲美 ＜監査＞吉村 博 ＜事務局＞三輪裕子 私たち全員、ドリマ先生です。
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