
日本全国、そして世界15か国以上に広がる 「ほめ育」 。
全国の幼稚園・保育園・こども園で、100園以上が学び、約 30園が
本格導入・実践をしています。ほめ育教育アドバイザーも約 150名となりました。
魅力ある未来のために、更に進化したオンライン版「ほめ育教育アドバイザー講座 Version2022」 。
職員の喜びと輝き、15年後の子供たちのために、そして、保護者も共に
学ぶほめ育。お待ちしております。

オンラインセミナーのメリット

参加
特典

教育現場における「ほめ育」

講座スケジュール 時間：全日程 9：00～16：30 （入室 8:30）

教育関係者
対象

第15～18期
2022年度

▶開催地までの往復の交通費や宿泊費が掛かりません
▶パソコンからでもスマートフォンからでも接続可能
▶研修の受講場所は自由に設定できます
▶周りを気にせず集中して受講できます
▶終了後、即、現場で実践できます
▶今後、園内のオンライン活用にも活かせます

▶各園の幼児教育の目的実現のための「ほめ育」
▶職員の幸福の実現のための「ほめ育」
▶園に関わる全ての家庭の幸福の実現のための「ほめ育」

▶ほめ育の理解と浸透
▶ほめ育の実践リーダー育成と実践アドバイスができるために 
▶“ほめ育導入園”と“ほめ育教育アドバイザー”の
　交流によるスパイラルアップ

慣れていない
という方でも大丈夫!!
弊社が責任を持って
サポートいたします

●カメラ付きのパソコン（スマートフォン・タブレット）
●インターネット環境　　●メールアドレス
●なるべく静かな落ち着いた環境

ご準備
いただくもの

目
的

内
容
・
ビ
ジ
ョ
ン

養成講座に
参加すると？ 特典❶

ほめ育教育アドバイザーを中心に

ステップ1・ステップ2
各1冊　3,000 円（税込3,300円）

※コピーしての使用は不可 
※全員で実施後報告し認定

特典❷ 特典❸

ほめ育財団からテキストを購入し
園内研修が可能 希望園には、原 邦雄氏

及び八田 哲夫氏が
訪問研修を行います

1日で、ステップ1&2を
実施することも可能です

訪問研修

『最上のほめ方』

『ほめ育アドバイザー』

参加者全員に
プレゼント!
書籍

テキスト

第15期

4月
令和4年 27日

水
28日

木

第16期
令和4年 18日

木
19日

金8月
第17期

12月
令和4年 21日

水
22日

木

第18期

1月
令和5年 17日

火
18日

水

1日目タイムテーブル  メイン講師：八田 哲夫 
9：00

9：30

Lecture1
ほめ育教育アドバイザーとは

16：30
16：00 質疑応答

終了（予定）

12：00 各自昼食

●ほめ育教育アドバイザーとは　
●ほめ育を通じて自らを高めるSTEP　
●考え方・実践法・あり方を学ぶ

Lecture２ 
幼児教育とほめ育
●ほめ育教育アドバイザー基本12の心得
●保育者の実践3つの心の軸　　
●幼児教育×ほめ育＝子供の心を育む

13：00 Lecture3
ほめ育の実践（具体的実践法を学ぶ）
●人間関係・人財育成のためのほめ育　
●こどもほめ育タイムの実践　
●保護者＆家庭での実践
●ほめシート理論の実践
●グループ討議

9：00

9：30

Lecture4
ほめ育とは  ほめ育のルーツ

16：30
15：45 修了証授与式・まとめ  質疑応答

終了（予定）

12：00 各自昼食

●「ほめ育のルーツ」　
●世界の中のほめ育　
●ほめ育未来へのビジョン

Lecture5
ほめ育の実践3大ポイント
●プラスの焦点　
●基準を持つ（ロジカルシンキング）　
●ほめ育シート理論と感謝シート

13：00 Lecture6
自分ほめ育の実践
●アドバイザー・プレゼンテーション
●自分をほめる習慣
●自らを振り返る成長グラフ

※二日間の内容と構成は、より良い講座とするため変更になる場合がございます。ご了承ください。

2日目タイムテーブル  メイン講師：原 邦雄
　各期2日間

開催
各期定員20名
先着順

ほめ育
教育アドバイザー
150名突破‼



ほめ育 教育アドバイザー養成講座2022【第15期～第18期】オンラインセミナー　開催概要

講師紹介

料  金 ※表記は1名分の料金です

実施までの
流れ

対象

時間

メールにて

1 2お申し込み
弊社のオンライン
環境に接続完了

4 接続
オンライン
セミナー実施

5 講座実施
オンラインセミナーで
使用する情報（URL）を
弊社から園へ送信

講座詳細送信 3
画面に出てきた必要情報
（名前・メールアドレスなど）
を入力

参加者情報入力

※お申し込み後、詳しい参加のご案内をお送りいたします。　※事前に接続テストをすることも可能です。
※使用機器、システムによっては機器にソフト（アプリ）をインストール（導入）する必要があります。
※各セッションの録音、録画は禁止とさせて頂きます。※各セッションの接続に必要な情報（URL）は園関係者のみ
　のご利用となります。
※スマートフォン、タブレット使用の場合、パケット通信料が発生する場合がございます。（Wi-Fi 環境推奨）

申込締切日（開催21日前）を過ぎた場合は受付ができません。予めご了承ください。

メールにてお申し込みをお願い致します。
後日、参加費の振り込み用紙をお送りします。
開催の1週間前までにコンビニよりお振込みください。
開催日までにお振込の確認がとれない場合は
ご参加頂けませんのでご注意ください。

第1日・第2日ともに9:00～16:30 

教育関係者

第15期
2022年（令和4年）

4月 27日 水 28日 木

第16期
2022年（令和4年）

8月 18日 木 19日 金

第17期
2022年（令和4年）

12月 21 水 22日 木

第18期
2023年（令和5年）

1月 17日 火 18日 水

※再受講者………テキスト・書籍・修了書はありません
※キャンセル料 …7日前～2日前：30%　前日：40%　当日朝：50%　開始後：100%

1名
150,000 円（税込165,000円）

再受講
75,000 円（税込82,500円）

2名目～
120,000 円（税込132,000円）

　日本全国の園を回り、講演・研修等、年間200回
以上を15年以上継続。累計講演・研修回数4400回
以上の実績を持つ幼児教育界の革命講師。原氏と
共にほめ育を実践し、ほめ育プラチナ・コンサルタ
ントとして全国の園で圧倒的な結果を引き出す。
海外講演は、米国・豪州・インド・シンガポール・
カンボジア・台湾等７か国で実施。

八田 哲夫
幼児活動研究会/日本経営教育研究所 所長

　世界中の人たちを輝かせることをミッションに
財団を設立。日本発の”教育メソッド”ほめ育
【Ho-Me-I-Ku】は、世界15カ国以上に広がってい
る。企業への導入だけでなく、幼児教育をはじめ教
育界でも導入が加速している。著書は15冊。英訳、
中国語訳に。テレ朝 報道ステーション、NHKに登
場。日本人として初、英語でのTEDスピーチを2回
実現させている。

原 邦雄
一般財団法人 ほめ育財団 代表理事

お申し込み方法 

一般財団法人 ほめ育財団メールにてお申し込みください。
申込締切日（開催21日前）

申込締切日（開催21日前）

e-mail : info@ho-make.com

①　貴園名（フリガナ）
②　ご連絡担当者
③　ご住所
④　TEL
⑤　FAX　
⑥　参加人数
⑦　ご参加者名（フリガナ）・役職やご担当等　
　    参加希望日程　第○期  または再受講
⑧　事前接続テストを希望する / しない　

件名に「ほめ育教育アドバイザー養成講座」 、本文に下記必要事項の記載お願いします。


