
①『きつねやぶのまんけはん』（中川正文/作、伊藤秀男/画）

②『おかあさんもようちえん』（梅田俊作・佳子/作）

③『おじいさんもようちえん』（梅田俊作・佳子/作）

④『絵本・わたしの旅立ち』（中川正文/著）

⑤『たましいをゆさぶる絵本の世界』（飫肥糺/著）

⑥『絵本を読んであげましょう』（森ゆり子/著）

⑦『絵本講師の本棚から～わたしの心のなかにある絵本たち』（絵本講師の会/編）

⑧『続 絵本講師の本棚から』（絵本講師の会/編）

⑨『続々 絵本講師の本棚から』（絵本講師の会/編）

⑩『こども・えほん・おとな』（松居直/著）

⑪『絵本とジャーナリズム』（むのたけじ/著）

⑫『子どもに絵本を届ける大人の心構え』（藤井勇市/著）

「絵本で子育て」センターは12点の絵本、書籍を
出版いたしました。これからも積極的な出版活動
を続けてまいります。

NPO法人「絵本で子育て」センターからひろがる絵本講師活動

https://www.ehondekosodate.com/　　E-mail　info@ehondekosodate.com

https://www.ehondekosodate.com/　　絵本と子育て情報紙『絵本フォーラム』
を隔月発行しています。毎回、絵本や子ど
もを取り巻く環境について、第一線で活躍
されている方々からの、絵本講師活動に役
立つ記事が満載です。 開設しています。

大阪会場

絵本講師の会

〒533-0033大阪市東淀川区東中島1-19-4
TEL 06（6160）5888

CIVI研修センター新大阪東 新大阪NLCビル

JR新大阪駅下車
東口から50m

「絵本講師会員」に登録 文化講演会・絵本講座の開催
子どもの育ちの問題・読書指
導・教育論・絵本論などの文
化講演会や、絵本のちから・
絵本の可能性、親子の絆、読
み聞かせの楽しさなどを伝え
る絵本講座などへの参加がで
きます。

年 6 回の特別講座の継続受講（有料）
や、絵 本 講 師・会 員 交 流 会（実 費）
を通して、最新の絵本事情や、各現
場における子育ての状況をリアル
に継続して把握できます。

写真説明
・左上　アーサー・ビナード氏（詩人・翻訳家・エッセイスト）
・右下　森ゆり子（「絵本で子育て」センター理事長）
・右上、左下　講座会場風景（芦屋会場）
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吉井康文

2020 2 15

（よしい・やすふみ）（アーサー・ビナード氏）

大阪会場30名、東京会場30名は先
着順にて優先的に受講していただけるようにいたしました。

(故）中川正文 氏
（なかがわ・まさふみ）

Arthur Binard

　　　　　　　　乳幼児期は一生の土台、その出発だ。

　　　　　　　まともに充実させないと一生がダメに

　　　　　　　なる。世の人たちは幼な児に「よく目

　　　　　　　を見開いて世の有り様をごらんなさい、

　　　　　　　それに学びながら立派な人間になって

下さいよ」と励ますべきだ。それと反対のことをやって、

愛児とか、親心だなんて思うとしたら、とんでもありま

せんな。どうです！「絵本で子育て」センターの仲間に

なりませんか。親子で一緒に楽しく育つために。

（故）むの　たけじ氏
ジャーナリスト

DVD講義 故中川正文氏・松居直氏

　NPO 法人「絵本で子育て」センターは、2004

年より「絵本講師・養成講座」を開講しました。

私たちも「絵本講師・養成講座」を推薦します

講師 養成

88,800
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「絵本講師・養成講座」について

2020

2020 2021 年 2 ～ 3 月4 ～ 5

2020

4/25（土）

2/20（土）

2020

6/27（土）

2020

8/22（土）

2020

2020

12/19（土）

10/24（土）

2021

2020

5/30（土）

2020

7/25（土）

2020

9/26（土）

1/23（土）

2020

2021

11/28（土）

2021

3/27（土）

私の絵本講座

〈大阪会場〉
〈東京会場〉

2020
2020

3 15
4 15 水

日

会場はCIVI研修センター新大阪東（大阪会場）、飯田橋レインボービル（東京会場）を主会場として開催いたします。
開催時間は、10時30分から16時00分が基本スケジュール（編によっては30分前後の変更もあり）となります。

（CIVI研修センター新大阪東）

吉井康文 氏（元 こぐま社 社長） 吉井康文 氏（元 こぐま社 社長）

松居直 氏（児童文学家）DVD講義 松居直 氏（児童文学家）DVD講義

藤井勇市（専任講師） 藤井勇市（専任講師）

アーサー・ビナード氏（詩人・翻訳家・エッセイスト） アーサー・ビナード氏（詩人・翻訳家・エッセイスト）

大阪会場 50 名、東京会場 50 名

　絵本フォーラム 1 年間無料配付、修了証書・修了式記念写真、その他各種資料。
※テキスト（5 編・5 冊）、課題リポート（5 編・5 回）毎回講評してお返しします。スクーリング費用（6 編・6 回）、副読本、

大阪会場

応募締切

ご本人宛に通知いたします。
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