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ドリドリ通信
ドリームマップ

DREAM MAP®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５号」をお届けいたします。
ド リ ー ム マ ッ プ

2014 年 12 月

職場に夢を！

また、終了後のアンケートで、
「企業の中
で夢は必要か？」という問いかけに対し
て、様々なコメントをいただきました。
------------------------------・企業の中で、夢は必要・重要。右肩上
がりとはなりにくい時代、
「なぜ働くの
か」
「なぜこの仕事を続けるのか」 自分
自身で確信する必要があり、その中で、
自分自身の「夢」を考えることが必要・
重要。

職場に夢を満たすべく、企業
向けのドリームマップ®の説
明会を実施しました♪
2014 年は「企業向けドリームマッ
プ元年！」
その第一歩として企業様向けにド
リームマップの説明会を 11 月、
12
月で 3 回実施致しました。
何れの会も沢山の企業人に参加い
ただきました。

会の中では、大きく分けて「①企
業内での事例紹介」と「②プチド
リームマップの体験ワークショッ
プ」の 2 つを実施しました。
印象的だったこととしては、①の
パートは説明中心であったことも
あり、参加者の『企業人』として
の固さが見受けられたのですが、
②の体験ワークショップの終了時
点で、
『一人の人』として、生き生
きと今大切にされていることを語
ってもらったことでした。

・企業活動や経営の中で大事なのは、
「何
のために何を為すか」だと思い、その裏
づけにあるのは、個人の夢や大義だと思
います。これを際立たせないと、方法論
や数値を追うだけで長持ちしない。そう
いう意味で、経営層こそまずは夢を最初
に語るべきでしょうね。
------------------------------「企業の中で夢は必要か？」
みなさんはどうお考えになるでしょう？
1 月以降も企業向け説明会を実施しま
す。詳しくは以下 HP まで。
http://www.dream-map.info/conmpany/

描こう 2015 年の夢！
2015 年はこう過ごす！
実現したい夢、達成したい目標
をウィッシュドリマに宣言し
て、実現を引き寄せる！
やりたいこと、かなえたいことを、
頭の中でなんとなく考えているだ
けでは、実際の行動になかなか移せ
ません。自分でもよく見える形に表
すことにより、行動が起こしやすく
なります。

種類は 5 種類
モダン・エレガント・シンプル・キュート・和柄
各 1800 円（税込） ネットショップ URL https://dream-map.stores.jp/
A４サイズのデコレーションさ
れたウィッシュドリマを活用す
ると、充実の 2015 年をイメージ
し、目標や夢を４つ書き表すこと
ができます。
切抜きなどの事前準備は不要！
届いたキットに含まれる説明書
に従うと気軽に作成できます。
一人でも、家族や仲間たちと一
緒にワイワイと、イベントでな
どの場でもかわいい台紙が気
分を盛り上げます。大切な方々
へのギフトとして選ばれるか
も☆

ウィッシュドリマは、売上げから必要
経費を除き、公立の小中学校でのド
リームマップ授業の活動助成金とし
て充当しています。
ウィッシュドリマ月間（2014 年 11 月）
には５００名を超える方が 2015 年の
夢を描きました。ウィッシュドリマは
みなさんの夢も子ども達の夢も応援し
ます！
ウィッシュドリマ
は、「愛すくらっ
ぷ」の皆さんが、
一つずつ手作り
で作っていま

す。

教室に、夢を！
キャリア教育にドリームマップ
１００校１万人を超える児童・生徒さんが授業を
受ける見込み。県内・市内初実施の学校も多数。
今年度、学校でのドリームマップ授業は昨年度の８１校を
大きく上回り、１００校を上回る見込みです（協会認定の
ドリマ先生が外部講師として、実施しているケース）
。そし
て、今年度は県内初開催、市内初開催というケースが増え
てきています。県内初は秋田県、宮城県、神奈川県、大阪
府、兵庫県、高知県、福岡県、沖縄県と、日本全国に拡が
りつつあります。
高校や大学でのドリームマップ授業も増えてきています。
愛知教育大学での新たな試みは、先生の卵さんへのドリー
ムマップ授業。進路指導専攻でキャリア教育を専門に勉強
している学生１７名がキャリア教育ドリームマップ授業
を二日間かけて学びました。ドリームマップを作成する子
どもたちにどう関わるか様々な場面を設定し、ロールプレ
イで実践し、コーチングマインドを意識しながら模索しま
した。授業を受けた学生さんたちは今後、実際の学校現場
でのキャリア教育☆ドリームマップに参加します。学生を
指導されている高綱睦美先生は、公教育の中でこの授業が
展開されていくことにより、様々な環境で育つ子どもたち
に将来のことを前向きに考える機会を均等に提供できる
意義を感じていらっしゃいました。
今年度はおかげさまで実施数は１００校を超えますが、全公
立小中学校約３１,０００校のうち、わずか０.３２％に過ぎ
ません。これからを生きる子どもたちが一人でも多くドリー
ムマップと出会い、６時間かけて自分や自分の将来とじっく
りと向き合う時間を持てるように一つ一つの授業を大切に行
い、ドリームマップ授業への信頼を積み重ねて参ります。

2014 年夏のキャンペーン
小・中・高現役教師限定キャリア教育
ドリームマップ講座開催
キャリア教育ドリームマップ授業を詳しく知り
たい！自校に導入したい！というご希望にお応
えし、現役教師対象の特別講座を初めて開講し
ました。
教師対象の「SENSEI PORTAL サイト」に開催を
告知、全国の先生方に参加を呼びかけたところ、
広島３名、東京５名、大阪１１名、名古屋１５
名の現役の先生方が研修に参加。ご自身のドリ
ームマップを描きながら、ドリームマップ授業
について学び、自校への導入について検討しあ
う場となりました。『
「生徒に夢を持て」と言う

教員自身が夢を明らかにしていないと生徒に語
れないなぁと実感しました。』という感想が印象
的。先生自身が将来に対して前向きに考えてい
る方が子ども達も夢を描きやすい、という研究
結果もあります。先生方の夢に子どもたちもワ
クワクすること間違いなしです。
この秋、早速この講座を体験した先生の学校で
キャリア教育ドリームマップ授業が実施されま
した。夏のキャンペーンに参加されなくても、
現役の先生が勤務する学校でのドリームマップ
授業を行うためのステップは次のとおりです。
①各地で開催しているドリームマップワークシ
ョップに参加。②学習指導計画書等を提出。③
学校ドリマ先生として認定。学校でのドリーム
マップ授業の詳細は、
「学校応援サイト」でご紹
介しています。

http://www.dream-map.info/school/

ドリームマップ®アジアツアー
報告：秋田稲美
2014 年 7 月～8 月にかけて、アジア五カ国を訪問し、日本語学校に
通う現地の方たちとドリームマップづくりをして来ました。ベトナム、
ミャンマー、シンガポール、タイ、カンボジアの五か国です。実はこ
の前に日本の屋久島にも滞在したので、アジア六か国訪問です。
成長著しい各国でしたが、国によってまた同じ国でも地域によって
（日本でも東京と屋久島は同じ国とは思えません！）違いがあり、多
様性をもった社会がネットや携帯電話で繋がる時代の可能性を実感し
ました。
中でも印象に残っているのはシンガポールの中心とタイの田舎の
違いです。今年のアジアツアーには 16 歳の姪を同行させたのですが、
彼女の言葉によると「シンガポールでは夢のような一週間（すべてが
揃っていた）を過ごし、タイの田舎では（現代っ子の自分には）悪夢
のような一週間（何もなかった）を過ごした」そこで分かったのは、
「シンガポールの幸せは言葉に表すことができて目に見える幸せだっ
た。一方タイの幸せは言葉に表せず目に見えない幸せがあった」こう
言いながら目に涙を浮かべる姿を見て、幸せは形ではなく感じるもの
だということを改めて知らされました。
また、姪は日本では「汗かいた！」と言っては日に 3 回も着替えた
り、顔を拭いただけのタオルをポンッと洗濯機に投げ入れ「暑い、お
腹すいた～～～つまんない」と、今どきの女子高生ですが、タイの田
舎にある孤児院では川の水で頭を洗い、同じ T シャツを三日も着続け
ながら子どもたちと泥だらけになってバレーボールに興じるのです。
体験がもたらす教育的な意味合い、そのパワフルさにも驚きました。
ドリームマップを通じて世界中の子どもたちが交流できるように、
機会の創出に尽力したいと思います。

タイの孤児院『虹の学校』にて

四日市市教育研究大会でご紹介！
盛岡市教育委員会

後援決定！

岩手県盛岡市で初めてキャリア教育ドリ
ームマップ授業が小学校に導入されたの
は５年前。授業をご覧になった現場の先生
方のご支持を受け、導入校は年々増加。活
動を始めて５年目の今年度は市内１４の
公立小学校での実施が決定しています。
その活動実績が認められ、このたび、盛岡
市教育委員会から後援を頂戴することに
なりました。キャリアカウンセラーでもあ
る盛岡支部長大村洋子を筆頭に、授業を届
けている盛岡チームは感謝の気持ちにあ
ふれ、力が湧いています。

三重県四日市市教育研究大会キャリア教育分科会で約５０名の
先生方にドリームマップ授業の主旨や実践例などを三重支部長
川戸江利子から紹介させていただきました。

「子どもたちの学力問題の一つに、自分の将来の夢、目標が持
つことが出来ない現状があります。ドリームマップ授業はこれ
を改善する一つの手法だと感じました。」「将来の夢をなかな
かうまくかけない生徒もいるので、講師として来てもらいたい。
ワークブックは、スムーズに道筋をしっかり考えていけるので、
良いと思いました。」「4 年生の 2 分の１成人式、6 年生職業体
験前に重ねてやってみると本校の教育目標と重なる取り組みに
なると思いました。」など多くの先生からドリームマップを自
校でも取り入れてみたいと感想を頂戴しています。
三重県内の小学校も１２校がドリームマップの授業を導入する
など徐々に拡がってきています。

子どもたちが生きる力を育む、自分の未来を主体的に考えるきっかけをつくる活動に
一緒に活動してくださる方、活動を援助してくださるスポンサーのみなさまをいつでも
募集中です。ぜひ、ドリームマップ普及協会事務局までお気軽にお問い合わせください！

ご寄付、ありがとうございました！
『ユースサポートカレッジ石巻 NOTE』と『まき
ビズ』さんとの共催による東日本大震災の復興支
援のためのチャリティドリームマップ☆ワークシ
ョップ＠石巻は、無事に開催させていただきまし
た。当日は、石巻、古川などから参加した若者た
ちが、ドリームマップに将来の夢を描きました。
みなさまからのご寄付に感謝申し上げます。
また、
「教室に、夢を！」プロジェクト～キャリア
教育ドリームマップ授業の実施のための寄付も今
年度も頂戴しております。みなさまのご支援に深
くお礼申し上げます。

「教室に、夢を！」プロジェクトへの
ご寄付は以下のとおり募集しています。
ゆうちょ銀行 〇八九支店（当座）
口座番号２１５４８１
一般社団法人ドリームマップ普及協会
ドリームマップ授業は文部科学省「「小学校キャリア教
育の手引き(改訂版)」にも記載されているキャリア教育
プログラム。未来の自分を台紙の上にビジュアル化して
表現し、クラスで発表して同級生と夢を共有します。六
時間の授業を終えた子ども達が「自分にも夢があるとわ
かった。」「みんなの夢を応援したくなった。」と晴れや
かな表情で語る姿に先生方が驚かれます。公立学校のワ
ークブックの助成等、授業実施の活動資金に寄付による
応援をお待ちしています！

女性の起業準備講座にドリームマップ
名古屋の女性たちの起業を応援する名古屋市の女性活躍推進の事業として、
「ドリームマップで夢をカタチに！女性の起業準備講座」が開催されました。
集まったのは、
「これから自分で何かを始めたい」
「今やっている仕事をもっと広げ
ていきたい」という２０代から５０代の女性たち３０名。
５回の講座を通して、起業するとはどういうことかを学び、起業を通して実現した
いビジョンはなにかをドリームマップを使って表現していきました。講座には、ド
リームマップをきっかけに起業し、活動の幅を広げている名古屋在住の先輩女性た
ち（いずれもドリマ先生）もゲストスピーカーとして参加。世の中の課題を解決す
ることが、仕事につながるという視点での体験談に参加者それぞれのイメージも膨
らみました。最後には、一人ずつ作ったドリームマップを発表。同じ想いを持った
人が集まることで仲間としてのつながりもできました。
「新しいサービスのチラシを作りたい」というメンバーをデザイン系の仕事で独立
したい、という別のメンバーがチラシ作成という形で応援したり。講座が終了した
後も、オフ会等で刺激をしあって前に進んでいく女性たち。「ドリームマップに描
いたことが実現しました！」という報告会も遠い未来ではないでしょう。

第３・４期理事が就任しました！
夢をかなえる目標達成ツール「ドリー
ムマップ R」は 2002 年誕生。株式会社
エ・ム・ズの CSR 事業としてスタート。
経済産業省「起業家教育促進事業」で
教育プログラムの一つとして採択され
たことをきっかけに、全国の小・中・
高校で授業が行われてきました。2012
年誕生 10 周年を記念し、認定ドリマ先
生の有志が発起人となり、一般社団法
人ドリームマップ普及協会が設立・登
記されました。
2014 年 7 月に無事 3 期目を迎え、新
たに 14 名が理事として就任しました。
私たちの理念「世界へ 未来へ 夢の
チカラで World Peace！」を目指し、
それぞれが 2 年間の目標を掲げ、ドリ
ームマップを広めるドリマ先生を応援
します！
早速、新たなニーズに応える「企業☆
ドリマ」
「リトリート☆ドリマ」などの
理事グループが立ち上がっています。
どうぞお楽しみに！！

認定ドリマ先生養成講座各地で開催中！
ドリームマップ普及協会が開講している認定ドリマ先生養
成講座（ICP）はベーシックとアドバンスの二つのコースに
分かれています。
ICP 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。認定ドリマ先生養成講座を認定要
件を満たして修了すると、認定ドリマ先生として活動する
資格を取得し、ドリームマップ☆ワークショップを開催で
きます。

http://www.icp-coach.info/

協会では、認定ドリマ先生のゴールイメージとして社
会起業家を位置づけています。社会起業家は従来の利益
を追求するビジネスではなく、また、寄付や助成やボラ
ンティアに頼る非営利活動とも違う、社会の問題や課題
をビジネスによって解決するビジネスの事を示し、『ソ
ーシャルビジネス』を興す人。

アドバンスコースは社会起業家としての心構え・志の
明確化や個人事業主・起業家に必要な５つのマインドの
育成・オリジナルの事業計画や書籍企画書（目次）の完
子どもたちに「どうしたら幸せな人生が歩めるのか？」若 成を目指して実施しています。
者たちに「激動する社会で、自分を見失わず生きるために」
必要なキャリア教育を提供したい。大人たちに「いくつに コースの中で、講師との 1 対１のコンサルティングの
なっても夢は描けるし、叶えられる！」シニアの方々へ「生 機会も持ち、それぞれの強みを活かした自立・独立の仕
き甲斐をもって社会と繋がり生涯を楽しむ」そのことを呼 方を見つけ、ドリマ先生自身の目標達成や行動スピード
び覚ますキャリアデザインを提案したい。それを可能にす を加速させます。講師はドリームマップの発案者でプロ
るのが、認定ドリマ先生です。
コーチ・社会起業家・著者として活動する秋田稲美。急
がず、比べず、競わず、継続的に自立・独立に向けたサ
春のベーシックコースは全国６会場で８回開催します。
ポートをします。

一般社団法人ドリームマップ普及協会 世界へ、未来へ、夢のチカラで World Peace!
本社 〒108-0075 東京都港区港南 3-6-21 コスモポリス品川 3508 Mail info@dream-map.info
事務局 愛知県名古屋市昭和区山手通１－１７－１ シャンボール山手Ａ棟２０４
支部 岩手支部 東京ハート支部 静岡支部 三重支部 大阪支部 広島支部
公式 HP http://www.dream-map.info/ 認定ドリマ先生養成講座 HP http://www.icp-coach.info/
学校応援サイト http://www.dream-map.info/school/ 職場応援サイト http://www.dream-map.info/company/
＜2012 年設立時理事＞川村 紀子（東京都）佐藤 惠子（東京都）結城 実喜（茨城県）若林 明子（栃木県）菰田 明子（千葉県）池崎 晴美（愛知県）高
野 亜紀子（静岡県）廣井 仁利（静岡県）玉井 陽子（兵庫県）伊藤 加奈子（ブラジル・サンパウロ）
＜第 3 期より理事に就任＞兼吉 知子（東京都）原口 佳典（東京都）松村 直人（東京都）山根 浩子（東京都）渡辺 せつ（宮城県）賀來 裕子（神奈川
県）福島 宏（神奈川県）安川 裕子（神奈川県）武内 範登（埼玉県）三輪 裕子（愛知県）板倉 大介（愛知県）光信 嘉久（大阪府）瀧井 智美（兵庫県）
上野 紀夫（広島県） ＜代表理事＞秋田稲美 ＜監事＞吉村博 私たち全員、ドリマ先生です。

