一般社団法人ハッピートークアカデミー協会

小学3年生〜中学生対象

「言葉の大切さを学ぶ授業」
友達と仲良くなる言葉
自分を好きになる言葉
周りを明るくする言葉
みんなで楽しく学びましょう
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私たちの思い

ハッピートーク®「言葉の大切さを学ぶ授業」は 「前向きで優しい言葉を使いましょう」というだけでは
ありません。良い言葉は 自分にも良い影響を与え、いずれ自己肯定感へとつながります。
すると、人は 自分の可能性感じ、夢や目標を持つことができるのです。
さらに、夢を実現する日々を送る社会人と交流をする機会をキャリア教育の一貫として導入しています。
子どもたちにもわかりやすく、興味が湧くようなプログラムで、
子どもたちの未来の為にハッピートークを伝えています。

①出前授業 （1コマ45分/オンライン可）

まずは
みんなで
ら
出前授業か

●授業形態 クラスごと教室で開催（推奨）もしくは 学年や全校生徒で体育館開催
●担当講師 ハッピートークトレーナー 1クラス1名
●授業目的 〜言葉の大切さを知ろう〜
「言葉」
は一言で友達を勇気づけたり、元気にすることもできますが、一言で傷つけることもあ
ります。
それはまるでナイフと一緒。少し強い表現ですが、
ハッピートークの授業で子どもたち
が少しでもより良い言葉環境で、のびのびと生活できるようにとの願いから
私たちは小学校の出前授業を行っています。
●授業内容 *脳科学をベースにした オリジナルワークシート付
①いい言葉のお話 ②脳の仕組みと言葉の引き出しのお話

②ハッピートーク朝礼 （15分程度/6-10回/オンライン）
●開催頻度 月1〜2回（合計2〜10回）
●授業形態 クラスごと教室で開催（推奨）
●担当講師 ハッピートークトレーナー1名
●授業目的 〜良い言葉を定着させ 1人ひとりの未来へつなげよう〜
出前授業で見つけたハッピートークを繰り返すことで、
「良い言葉」
を定着させてます。
朝から元気に声を出して 体も心もエネルギーアップ！
また、2〜3回に1回は、国内外問わず、
ハッピーに生きる様々な職業の社会人を
ゲストに迎え、子どもたちの視野を拡げるキャリア教育プログラムも行っています。
●授業内容 *毎回15分程度で①もしくは②を実施
①ハッピートークの意識づけ(挨拶・笑顔で発声練習・今日の行動宣言)
②教室と世界をつなぐ15分（多彩なゲストを迎えて LIVEインタビューをします）
【他校との交流朝礼もはじまっています】

2021年は、沖縄県と愛知県の中学校を
オンラインで結び 合同朝礼スタイルを実施しました

【こんなゲストが来ました!!】

オリンピックメダリスト・冒険家・海外で働く日本人・市長
元劇団四季パフォーマー・元シルク・ドゥ・ソレイユ団員

キャリア教育、SDGsにも
つながるゲストが登場！
世界と教室を繋いでいます

＊時間や回数は、変更可能です。お気軽にお問い合わせください。

③ハピネスMAP（2〜3コマ/オンライン可）
●授業形態 クラスごと教室で開催（推奨）もしくは 学年や全校生徒で体育館開催
●担当講師 ハッピートークトレーナー（基本1クラスに講師1名）
●授業目的 〜自分だけのハッピーな言葉をビジュアル化しよう〜
出前授業や朝礼で出会った良い言葉たちをMAPに集めて、最高の自分の姿をいつでも
目にできるようにします。MAPにすることで 良い言葉に囲まれた毎日を送れるようになり、
自己肯定感も高まります。
●授業内容
４つの項目
（大切な言葉、感謝の言葉、私を現す言葉、学校の一員としての言葉）
と
クラス写真を１枚の紙にまとめ、生徒1人ひとりのオリジナルMAPを作成します

で
、色、絵、写真
大切な言葉
現してみよう
ハピネスを表

ある日の15分朝礼の様子(中学生のクラス)
8:30- クラス名を呼び双方コミュニケーション
8:35- ストレッチ＆発声練習
（身体も動かし、マスクの中は笑顔に）
ハッピートークレッスン又はゲスト
（毎回１つ幸せになる勉強）
8:40- シェアタイム(夢/応援/感謝)

オンライン授 業の経験
が豊富な
トレーナーが行うので
先生方も安心です♪

サンプル動画はこちら

こどもたちの感想
自分がハッピーだと周りの人も元気に笑顔になると学んだので、
これからの学校生活では笑顔で過ごそうと思いました。(中学生)

人にどのような言葉をかけてあげればいいのか分かりました。
これから人をハッピーにする言葉をいっぱい伝えたいと思いました。 (小学５年生)

ハッピーワード（いい言葉）をたくさん使ってみんなを笑顔に、
そして自分も笑顔にしていこうと思えるようになりました。(中学生)

自分の好きな言葉は何か、自分ことをどう思っているのかを知れてよかったです。
好きな言葉を頭の中の引き出しの上に入れて たくさん言いたいです。 (小学５年生）

ハッピートークを知らなかった時から、一年間ですごく自分の考え方が変わり、
毎回とても楽しかったです。(中学生)

先生方の感想

朝いつも元気が出てよかったです！(中学生)
色々なゲストさんの話を聞いて、挑戦することの大切さやそれぞれの生き方に
感動しました。新しい発見のある良い学習の場となりました。(中学生)

マイナスの言葉をプラスに変換する方法を身につけること、これを知っているのと
知らないのでは人生が大きく違ってくるのではないかと思いました。子どものとき
にハッピートークを聞くことができ、子どもたちにとって非常にプラスになったと思
います。
（小学校教諭）

いろんなことを体験してきたゲストの話を聞いて、すぐネガティブに
考えてしまう僕も前向きになれてとても楽しかったです。(中学生)

ポジティブな言葉の大切さは頭では分かっているようでも、実際にはこのように時
間をとって子どもたちに体験させることでコミュニケーションの好循環を生むのだ
ろうと感じました。
（小学校教諭）

ゲストさんから職業の話などを聞いて、
将来について考えるきっかけになりました。(中学生)

出前授業後、自分の決めたハッピーワードを１日５回言おうと心掛けており、教室
内の雰囲気が全体的に明るくなりました。(教諭）

2022年1月
過去10年で85校 約35,000人の児童・生徒へ出前授業を実施
2021年公立小中学校25校で「ハッピートークオンライン朝礼」を開始

2021年度は

40校 4020名 の

経産省「第１1回キャリア教育アワード」
優秀賞受賞
愛知県知事 表敬訪問をいたしました

児童・生徒にリアル出前授業を届けました！
地域別実施状況 （詳細は公式サイトをご覧ください）

【あま市】甚目寺小学校 甚目寺東小学校 甚目寺南小学校 篠田小学校 秋竹小学校 宝小学校 七宝小学校 美和小
学校 伊福小学校 正則小学校 美和小学校 美和東小学校 【津島市】神守小学校 東小学校 高台寺小学校 神島田小
学校 西小学校【蟹江町】須西小学校 新蟹江小学校 舟入小学校 学戸小学校 蟹江小学校 【愛西市】永和小学校 佐
屋小学校 北河田小学校 立田北部小学校 八開中学校 永和中学校 【北名古屋市】師勝小学校 師勝南小学校 師勝
北小学校 師勝東小学校 西春小学校 粟島小学校 鴨田小学校 五条小学校 白木小学校 師勝西小学校 【名古屋市】
名北小学校星崎小学校 上野小学校 名東小学校 天白小学校 大和小学校 西山小学校 大須小学校 常安中学校 猪
高中学校 矢田中学校 有松中学校【小牧市】三ツ渕小学校 陶小学校 米野小学校 小牧中学校 小牧西中学校 光が
丘中学校 桃陵中学校 【その他地域】大口町立大口中学校 大治町立大治小学校 春日井市立勝川小学校 弥冨市立
白鳥小学校 日進市立西小学校 阿久比町立南部小学校 知立市八ツ田小学校 愛知県立惟信高等学校 大府市立大
府中学校 （北海道）札幌市立屯田北小学校 （福井県）坂井市立三国西小学校 （福井県）ボーイスカウト福井第
１２団 （東京都）町田市立金井中学校 （東京都）世田谷区立砧中学校 （岐阜県）岐阜東中学校 （岐阜県）且格
小学校 （島根県）益田市立戸田小学校 【海外】日本語補習校あさひ学園 （ロサンゼルス） リセケネディ・育英
学園（ＮＹ）

愛知県大村知事より「優秀賞
おめでとうございます。コロ
ナで厳しい時だからこそ、子
どもが笑顔になるよう 引き続
きお願いします。」
と お祝いと
激 励 を い た だ き まし た 。

（2022/2/20)

団体概要

法人名：一般社団法人ハッピートークアカデミー協会
代表理事：池崎晴美
設立：2014年10月
所在地：愛知県名古屋市
事業概要：小学校への出前授業 / オンライン授業/ハッピートークトレーナー/
ハッピートーク講演 / 書籍出版

著書
『12歳までに身につけたい「幸せな人づきあい」の習慣』ＰＨＰ研究所
『話し方ひとつで思考が変わる 行動が変わるハッピ〜トークトレーニング』すばる舎
『親子ではじめる ハッピートークトレーニング』すばる舎

ハッピートーク®を授業に取り入れたい 学校や教育施設・団体様
本活動をサポートしてくださる 企業団体様
ぜひご連絡ください

▼お問い合わせはこちらから▼

詳細が
こちらからも
けます
ご覧いただ

公式サイト https://happy-talk.jp/
わたしたちが目標とする2030年の未来像

あらゆる子どもが笑顔で幸せを感じる 幸福度指数満点の社会
「ハッピー」をキーワードに 自己肯定感と心のグローバル化をあらゆる子どもに

一般社団法人ハッピートークアカデミー協会は、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

TEL：052-433-8630
FAX：052-433-8631
Mail：oﬃce@hi-from30.com

