
ハッピートークトレーニング®

実績資料

⼀般社団法⼈ハッピートークアカデミー協会代表理事
慶応義塾⼤学⼤学院システムデザイン・マネジメント研究科研究員

代表 池崎晴美



ハッピートーク出前授業とは～概要～

● 対象

● 授業時間

● 授業形態

● 担当講師

● 授業内容 ～２コマ（９０分）の場合～

①じゃんけんゲーム

②言葉の引き出しをのぞいてみよう

③好きな言葉を書いてみよう

④言葉送りゲーム

● 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達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。

● 私たちの思い

ハッピートーク®出前授業は「前向きで優しい言葉を使いましょう」と言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、それはいずれ自己肯定感へとつながります。
すると、人は自分の可能性を感じ、夢や目標を持つことができるのです。
子ども達にも、わかりやすく、興味が湧くようなプログラムで、子ども達の未来の為に
ハッピートークを伝えています。

● 沿革 ２０１１年 愛知県あま市甚目寺小学校で最初のハッピートーク出前授業を行う

２０１２年 ハッピートーク出前授業の活動を本格的に開始する

２０１４年１０月 一般社団法人ハッピートークアカデミー協会を設立

一般社団法人ハッピートークアカデミー協会として活動を開始

２０１４年１１月 世界ユネスコ会議にてハッピートーク出前授業か紹介される

２０１５年 愛知県あま市にて特色ある学校づくりの授業を行う

２０１６年 愛知県蟹江町全小学校で出前授業スタート

2018年 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネージメント研究科
付属SDM研究所地域活性ラボ・ヒューマンラボ研究員

２０１９年 愛知県北名古屋市全小学校で前授業スタート

2020年 海外在住のトレーナー誕生

2021年 オンラインにてハッピートーク朝礼スタート
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共通の内容
※①～④までは共通して実施します

小学３年生～中学生

１コマ（４５分）～２コマ（９０分）

※子供たちに楽しみながら、しっかりと理解していただくために

２コマ（９０分）での授業をお勧めしております。

□ １クラスごと各教室で行う〈推奨〉

□ 学年もしくは全校生徒で体育館で行う

ハッピートークトレーナー（基本１クラスに講師１名、アシスタント１名）



ハッピートーク出前授業～過去実績校～

◆ 依頼校数の推移

2012
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

延べ人数 857 1044 1687 2209 2027 2938 2851 5473 1561

延べ日数 9 15 25 31 26 25 27 45 21

学校数 9 13 22 27 24 22 23 35 18
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◆ 地域別実績校一覧
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【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
⽇進市⽴⻄⼩学校
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
（北海道）札幌市⽴屯⽥北⼩学校
（福井県）坂井市⽴三国⻄⼩学校
（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）益⽥市⽴⼾⽥⼩学校
（静岡県）森町⽴三倉⼩学校

【津島市】
神守⼩学校
東⼩学校
⾼台寺⼩学校
神島⽥⼩学校
⻄⼩学校

【蟹江町】
須⻄⼩学校
新蟹江⼩学校
⾈⼊⼩学校
学⼾⼩学校
蟹江⼩学校

【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

【愛西市】
永和⼩学校
佐屋⼩学校
北河⽥⼩学校
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
⻄春⼩学校
粟島⼩学校
鴨⽥⼩学校
五条⼩学校
⽩⽊⼩学校
師勝⻄⼩学校

【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
⻄⼭⼩学校
⼤須⼩学校

【小牧市】
三ツ渕⼩学校
陶⼩学校
⽶野⼩学校
⼩牧中学校
⼩牧⻄中学校
光が丘中学校
桃陵中学校

【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）



ハッピートーク出前授業～授業内容の詳細～

2018年度からは、オリジナルワークブックを使用し
より分かりやすい出前授業となりました。

また、継続的な取り組みをしていただくためのワークシート
を取り入れるなど、日々進化しております。
実施する学年や先生方のご要望に合わせ

授業内容の一部を変更することにも対応しております。

〈オンライン活⽤のメリット〉
☑ハッピートークトレーナーが実施することで、安定した

授業が可能です。
☑ 教室と世界をオンラインでつなぎます。
☑ ⼦どもたちがオンライン授業の良さを知ることができます。

①じゃんけんゲーム（アイスブレイク）
このゲームは後出しじゃんけんで行います。
勝つ・負けるバージョンで行いますが、

負けるバージョンがとても難しいです。
いつもやっているじゃんけんとは違う事をすると難しい。
つまり、いつもやっている事と違う事をするのは「難しい」と
実感してもらうことと、学ぶ意欲を高めるためのゲームです。

②言葉の引き出しをのぞいてみよう「言葉の引き出し理論」
「言葉の引き出し」とは、
大脳生理学の考え方を用いたハッピートーク®オリジナルの考え方です。

学習机と同じように、人の頭の中にも「言葉の引き出し」があり、
口癖のようによく使う言葉は上の方に、
使わない言葉は下の方に入っているという考え方です。
一段目に何が入っているかで考え方も決まるのです。

③好きな言葉を書いてみよう
3分間で、言われて嬉しい言葉、好きな言葉を書いてもらいます。
なかなか書けない児童もいますし、30個以上書く児童もいます。
クラス全体で良い言葉について考える事により、
プラスワードが黒板一杯に並べられます。
見た人は笑顔があふれ、幸せな気持ちになります。
良い言葉を見たり聞いたりするだけで、

身体にもいい影響があるホルモンが分泌されます。

ハッピートークを深める(意識づけ）
オンライン会議システムzoomを活⽤して、
ハッピートークトレナーが毎⽉1〜２回、
ハッピートーク朝礼授業を15分間実施しま
す。

⼦どもたちが常にハッピートークを意識で
きるように働きかけを⾏います。

①
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②オンライン授業 ハッピートーク朝礼
教室と世界をつなぐ15分間
多彩なゲストを招き、日本国内のみならず、世界
と教室をつなぎます。

オンラインで教室と世界がつながり、視野を広げ
るとともに、幸福学の4因子を噛めて行きます。



ハッピートーク出前授業～先生へのアンケート結果（２０２０年度）～

◆ハッピートーク出前授業で得られると思う効果

● 実施対象 ハッピートーク出前授業を受けた児童の担当教諭

● 回答時期 ハッピートーク出前授業実施後１週間～半月以内

● 回答数 10校 17名の先生

◆ハッピートーク出前授業を行っての満足度（有効回答17名）

＜ご記入いただいた評価の理由＞

□ 他人と比べてしまう時期だが自己肯定感が

低下する抑制に繋がると感じられた

□ 子ども達の考え方の変化が見られたため

□ 子ども達が前向きな言葉を使って
いこうとする意欲が高まったと感じられたため

□ 普段の生活で使っている言葉がプラスの言葉か
マイナスの言葉かをあらためて考える
よいきっかけになったため
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満足度94％

アンケート情報

（非常に満足・満足）14名

（普通）1名

１位 自己肯定感が高まる （12名）

２位 他人を思いやることができるようになる （11名）

３位 物事を前向きに捉えることができるようになる （10名）
コミュニケーション能力をアップする （10名）

当協会が考えているハッピートーク出前授業で得られる効果としては、

「自己肯定感を高める」 「いじめを抑制する」 「クラスの雰囲気が良くなる」
「コミュニケーション力がつく」 「自信がつく」 「前向きになれる」

などがあげられますが、中でも先生方に『効果がある』と感じていただき、アンケートでお答
えいただいた効果の上位は、以下の３つになります。



ハッピートーク出前授業～感想～

◆ ハッピートーク出前授業を受けた子どもの感想（感想・お礼の手紙より抜粋）

□ ハッピートークでは人を幸せにする言葉を教えてもらって、多くの人を幸せにする言葉が、

自分の頭の引き出しの上の方に入ったと思います。（小学6年生）

□ 友だちの新たな一面が発見できました。（小学６年生）

□ ハッピートークのおかげで、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）

□ ハッピートークの授業をしてから友達、家族と話す機会がふえたので

とてもうれしかったです。（小学５年生)

□ 自分の好きな言葉は何なのか、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）

□ 5年生になってなやみも増えてネガティブに、なることが多かったけど、

前をむかなきゃ！と思うような授業で、自分がいいな！うれしいな！
と思ったことは伝えられるようにします。 (小学５年生）

□ 言われて一番うれしい言葉は「ありがとう」を選んでいる人が多かった。
みんなが使う大切な言葉なんだなと思った。（中学年生)

◆ ハッピートーク出前授業を受けた先生の感想（アンケートより抜粋）

□ 体験型の授業であり、子どもたちも楽しみながら取り組んでいました。

□ 出前授業の後、子どもたちは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。

□ みんなで話したり、考えたりする時間もあり、その時にハッピーワードを使う児童が見られ、

嬉しい気持ちになった。

□ 子ども達の意欲が高まる授業でした。

□ 教師側もたくさん学ぶことができ、有意義な時間を過ごすことができました。
具体的で分かりやすい話に納得できる子どもが多く、理解が深まったと思います。

□ 毎回思うのは５年生だけでは、もったいないということです。小さなころからハッピーな
言葉についての学習があれば、互いに傷つけあう言葉や汚い言葉が減るのではと思います。

忘れたころに２回目、３回目があると、子どもたちの励みになるのではと思っています。

□ 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。

□ ふだんあまり表情にもあらわさず口数の少ない子も、他の子と同じように言われたらうれしい
言葉が分かり、書いてあった言葉をかけていこうと思いました。

□ 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。 5

□ みんなのハッピーワードを知ることができたからそれでみんなを笑顔にして
いきたいです。（小学4年生)



ハッピートーク出前授業～２０１９年実施状況～
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実施日 学校名 対象学年 人数

5月10日（金） あま市立篠田小学校 5年生 62名
6月4・5日 小牧市立小牧中学校 【１回目】 1年生 277名
6月12日（水） 蟹江町立学戸小学校 4年生 94名
6月19日（水） 春日井市立勝川小学校 4年生 153名
6月22日（土） 蟹江町立新蟹江小学校 4年生 52名
6月26日（水） （静岡県）森町立三倉小学校 1年生 7名
7月2日（火） （東京都）世田谷区立砧中学校 2年生 201名
7月10日（水） 岐阜市立且格小学校 5.6年生 78名
7月12日（金） あま市立宝小学校 【１回目】 5年生 20名
7月17日（水） あま市立甚目寺小学校 【１回目】 5年生 109名
7月23日（火） （福井県）春江東コミュニティーセンター 5.6年生 20名
9月4日（水） 北名古屋市立師勝南小学校 5年生 110名
9月6日（金） 北名古屋市立栗島小学校 5年生 65名
9月9日（月） 北名古屋市立師勝小学校 5年生 104名
9月12日（木） 北名古屋市立西春小学校 4年生 115名
9月13日（金） 北名古屋市立師勝西小学校 5年生 100名
9月18日（水） 北名古屋市立白木小学校 5年生 69名
9月19日（木） 北名古屋市立鴨田小学校 5年生 53名
10月1日（火） 津島市立神島田小学校 3年生 64名
10月10日（木） 蟹江町立蟹江小学校 5年生 116名
10月16日（水） 津島市立西小学校 5年生 81名
10月24日（木） 蟹江町立須西小学校 【１回目】 5年生 59名
10月26日（土） 大口町立大口中学校 1-3年生 688名
11月6日（水） 小牧市立光が丘中学校 1-3年生 233名
11月7日（木） 愛知県立惟信高等学校 1-3年生 982名
11月15日（金） あま市立宝小学校 【２回目】 5年生 20名
11月15日（金） 愛西市立永和中学校 1年生 85名
11月19日（火） 北名古屋市立師勝東小学校 6年生 90名
11月21日（木） 津島市立神守小学校 4年生 87名
11月29日（金） あま市立正則小学校 4-6年生 144名
12月2日（月） 知立市立八ツ田小学校 5年生 57名
12月13日（金） あま市立秋竹小学校 5年生 24名
12月17・18日 小牧市立小牧中学校 【２回目】 1年生 277名
12月18日（水） 北名古屋市立師勝北小学校 5年生 75名
12月19日（木） 北名古屋市立五条小学校 4年生 92名
1月10日（金） 蟹江町立舟入小学校 5年生 13名
1月21日（火） あま市立甚目寺小学校 【２回目】 5年生 109名
1月23日（木） あま市立甚目寺南小学校 3年生 152名
2月14日（金） 蟹江町立須西小学校 【２回目】 5年生 59名
2月17・18・20・21日 小牧市立小牧中学校 【３回目】 1年生 277名

延べ人数 ５４７３名実施校数 ３５校延べ実施日数 ４５日



ハッピートーク出前授業～２０２０年実施状況～
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実施日 学校名 対象学年 人数

7月2日（木） あま市立宝小学校 【１回目】 5年生 20名
8月28日(金） 蟹江町立学戸小学校 4年生 76名

9月4日（金） 北名古屋市立師勝南小学校 5年生 100名

9月17日（木） 蟹江町立須西小学校【１回目】 5年生 56名

10月1日（木） 津島市立神島田小学校 3年生 67名

10月14日（水） あま市立秋竹小学校 5年生 19名

10月27日（火） 蟹江町立蟹江小学校 5年生 111名
10月28日（水） 大治町立大治西小学校 5年生 96名

11月2日（月） 北名古屋市立五条小学校 4年生 71名

11月10日（火） あま市立甚目寺小学校 【１回目】 5年生 114名
11月27日（金） 津島市立神守小学校 4年生 84名

11月30日（月） 知立市立八ツ田小学校 5年生 75名

12月15日（火） 北名古屋市立師勝北小学校 5年生 58名

12月23日（水） 北名古屋市立師勝西小学校 5年生 121名
1月15日（金） 北名古屋市立西春小学校 4年生 78名

1月22日（金） あま市立甚目寺西小学校 5年生 63名

2月3日（水） あま市立宝小学校 【2回目】 5年生 20名

2月5日（金） 蟹江町立須西小学校【2回目】 5年生 56名
2月9日（火） あま市立甚目寺小学校 【2回目】 5年生 114名

2月10日（水） 北名古屋市立師勝小学校 5年生 124名
9月9日（水） 北名古屋市立鴨田小学校 【延期】

コロナの為

延べ人数 1561名実施校数 17校延べ実施日数 20日



研修・講演会 実績一覧

東海農政局
近畿農政局
地方農政局職員研修
市役所 （豊田市・あま市・名古屋市南・大治町）
名東区地域女性活動促進事業実行委員会
商工会（吉田三間・大口町・周桑）
商工会議所（新居浜・春日井・名古屋・伊勢）
商工会連合会（岐阜県・埼玉県）
倫理法人会（大阪天王寺区・春日井市・

名古屋市名東区・名古屋市緑区）
名古屋中小企業投資育成株式会社
財団法人あいち産業振興機構
社団法人刈谷法人会女子部会・青年部会

◆ 企業
オリックス生命保険株式会社

株式会社インテリジェンス
株式会社ダスキン

株式会社福祉の里
株式会社リファイン
株式会社リブドゥコーポレーション

日本たばこ産業株式会社
医療法人 愛生館記念病院
医療法人済衆館済衆館病院
社会福祉法人 千歳会
株式会社パソナ

プルデンシャル生命保険株式会社
日本生命保険相互会社

◆ 学校関連
教育委員会（小牧市・北名古屋市・弥富市）

教頭会（あま市・志摩市）
蟹江町教職員研修会

愛西市教職員会
愛知県職員組合連合会
名古屋市立大須小学校 教職員

金井中学校研修会
社団法人名古屋市私立幼稚園協会

春日井市保育連盟
愛知県保健師会
海部地方教育事務協議会

愛知県公立小中学校事務職員研究会
学校法人恵峰学園全体会

〈PTA講演〉
敦賀市立気比中学校

愛知県あま市七宝中学校
愛知県小牧市立篠岡小学校

愛知県名古屋市立天白小学校
名古屋市立中央高等学校
茨城県立日立商業高校

愛知県名東区小中学校PTA協議会
他多数

◆ その他団体

大阪府歯科保険医協会
西田会
桑名理容師組合
JAIFAアリコ会
JAM日本金属工業労働組合
公益社団法人日本プロボウリング協会
全国ブランズウィック会
東海ボウリング場協会
東春信用金庫りんどう経営研究会
西尾ロータリークラブ
あまロータリークラブ

他多数

新幹線メンテナンス東海株式会社
トーテックアメニティ株式会社
西尾張CATV株式会社
株式会社義津屋
加藤建設株式会社
丸正クレーン作業株式会社
日本光電北関東株式会社
名光電気工事株式会社

中日新聞 新生会
一般社団法人ライフクリエイティブ協会

（株式会社アクションパワー）
株式会社エスワイフード（世界の山ちゃん）
ニシカワヤ株式会社

他多数

かちがわ大學

学校法人菊武学園
名古屋柳城短期大学附属柳城幼稚園
名古屋ビューティーアート専門学校
公益社団法人兵庫県専修学校各種学校連盟
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コラム➀：心に響く話し方伝え方

コラム実績～中部経済新聞社

◆ コラムタイトル一覧

第一話 最高のコミュニケーションは言葉
第二話 あがり症を克服
第三話 母音で始まる言葉に注意
第四話 理想の話し方は脳が創る
第五話 第一印象は一生変わらない
第六話 磨こう、ボディーランゲージ
第七話 始めと終わりが肝心
第八話 言葉選びの癖が分かれ道
第九話 話題のポケットをいつも一杯に
第十話 聞く力を身に付ける
第十一話 成功のカギは入念な準備
第十二話 質問力アップで話し上手
第十三話 相手の心に響く褒め方とは
第十四話 好印象はスタートが勝負
第十五話 基本は正しい姿勢
第十六話 イメージを左右する色効果
第十七話 世界を広げる自己紹介
第十八話 クレーム対応の基本は共感
第十九話 効果的なエピソードとは
第二十話 説得力のある話し方①

第二十一話 説得力のある話し方②
第二十二話 言葉のダイエットの極意①
第二十三話 言葉のダイエットの極意②
第二十四話 あいさつ上手の秘訣
第二十五話 正しい敬語の習慣
第二十六話 敬語美人・紳士を目指そう
第二十七話 プレゼン・スピーチ成功の秘訣
第二十八話 理想の声になるトレーニング
第二十九話 パーソナリティが語る「一生懸命」
第三十話 あなたの思いを言葉に託して

コラム掲載イラスト

・ 自分に必要な名言を探す
・ ポジティブワードで明るく
・ 注意を素直に聞く方法は
・ 上手に話すおまじない法
・ 印象を良くする名刺交換
・ 具体性のある話し方が大切
・ 「マイナスワード」心と身体に悪影響
・ 動作が感情へ大きく影響
・ 言葉の引き出し「最上段」
・ 質問力アップで目標叶える
・ 言葉は行動を促す原動力
・ 話す前に一呼吸おいて
・ 走って、歩いて、ホルモン分泌
・ 私を認める作業「承認シート」作成
・ 高まる自己イメージ
・ 聞き上手で好感度アップ
・ 否定語の口癖に注意
・ 一日の行動書き出し“忙しい”を”充実“に
・ 仕事力アップするには笑顔で表情筋鍛えること
・ 身振り手振りで養う表現力
・ 言葉の持つパワー プラスワードが意識を変える
・ 仕事後の会話が人生を左右
・ 良い言葉使えばどんどん元気に

コラム②：Happy Talk
・ コミュニケーション力上げたい
・ 良い印象を与える声とは
・ 人に好かれる表情は？
・ ボディランゲージについて
・ 言葉の引き出し①
・ 言葉の引き出し②
・ 聞く事の大切さ①
・ 聞く事の大切さ②
・ 言葉かけでコミュニケーション改善
・ 声の印象を良く伝える方法
・ 質問や頼み事 上手く伝える方法
・ 会社の印象を良くするあいさつのコツ
・ 話をうまくまとめる
・ 人生を楽しくする言葉選び
・ あがり症を克服する
・ 友人の披露宴 スピーチを頼まれたら？
・ 日常の話し方 これでいい？
・ 送別会で添えるメッセージは？
・ 人生にミラクルを起こす言葉
・ あいさつに一言添えて好印象
・ 苦手な人と接するには
・ 電話対応 基本は「丁寧、正確」
・ 第一印象を決める自己紹介
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● 掲載期間 ２００６年１１月～２００７年２月（週３回）
● 掲載回数 全３０回

コラム実績～中部経済新聞社～

◆ 掲載紙中部経済新聞 ※中部経済新聞社ＨＰより

【コラム特徴】

話し方に自信をつけたい人、周りの人とのコミュニケーションをうまくとりた

いと思っている人に向けたコラム。

身近な例を用いて、上手な話し方・伝え方について分かりやすく説明。

あいさつや敬語、発声・表情・ボディランゲージなどの具体的な方法はもち

ろんのこと、会話をする上での心構えや、イメージング、意識の向け方など、

気持ちが大切であることを伝えている。

● 掲載期間 ２０１２年４月～２０１３年１０月（週４回）
● 掲載回数 全４６回

購読世帯職種購読者年齢構成

発行部数 ： ９４７００部
配布エリア： 愛知・岐阜・三重の

東海４県が主力エリア
掲載内容 ： 経済・行政ニュースを中心に

地域の話題・文化など

※データは2017年時点のデータです

媒体特性：

中部経済新聞は伝統・実績・信頼性が
ある中部地区唯一の経済新聞です。

発行部数94,700部と部数は少なめで
はありますが、経済新聞ならではの回読
率・保存性が高く部数以上の効果が期
待できます。

◆ 掲載コラム

コラム➀：心に響く話し方伝え方

【コラム特徴】

会社員をメインターゲットに、仕事でのコミュニケーション力や、モチベー

ション、プレゼン力をアップさせる方法について、コーチングや脳の仕組み

を取り入れて述べている。

内容は、言葉の選択・使い方、表情、ボディランゲージ、発声方法など話

し方・伝え方に加え、自己の意識改革、自己肯定感を高めるなど、まず己

を承認することが大切であると伝えている。

コラム②：Happy Talk
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● 掲載期間 ２０１４年４月～２０２１年 現在継続中（月１回）
● 掲載回数 第３２回目（２０１７年８月掲載回）

コラム実績～名古屋リビング新聞社～

◆掲載紙① ＬＩＶＩＮＧ名古屋（新聞） ※名古屋リビング新聞社ＨＰより

【コラム特徴】
子育て中のママに向けたコラム。

「ハッピートーク」の観点から、子供にどんな言葉がけをすると良いのか、
またその言葉が子供に与える影響について述べている。

自身の子育て経験にも触れ、身近で分かりやすい内容となっている。

発行部数 ： ３６万６２００部（各エリア約９万部）
配布エリア： 名古屋圏（４エリアに分けて発行）

掲載内容 ： 主婦の暮らしに直結する総合生活情報新聞。

◆ 掲載コラム

コラム：ママも子どもも輝くハッピートークトレーニング

発行部数 ： 東海版７万１７１７部

配布エリア： 東海エリア
掲載内容 ： 東海3県の幼稚園約400園を介し配布。

子育て情報のほか、絵本など子ども
向けコンテンツも満載。

コラム：ママも子どもも輝くハッピートークトレーニング

◆ コラムタイトル一覧

（2014年12月発行「園児とママのデータ集vol.12」より）

全部読む
59.4％

N＝
261

ざっと読
む

34.9％

拾い読みをす
る

5.7％

「あんふぁん」をどの程度読みますか？

・ 朝の言葉は人生に影響する？
・ 言葉のスキンシップ
・ 言葉の引き出し理論
・ 元気になるポーズ
・ ハッピーミーティング
・ 素直だね～！大作戦
・ 承認シートを作成しよう
・ マイナスを引き寄せる言葉
・ ミラクルが起こる“ありがとう”
・ 観葉植物にもハッピーワードを！
・ マイナスには学びがいっぱい！
・ マラソンのご利益
・ お掃除シートでお部屋も心もピッカピカ
・ 言葉の引き出し整理整頓術

・ 夢を応援して自分もハッピーに！
・ おばあちゃんの話を聴く
・ 新入社員研修～敬語と電話対応
・ ブスっとしているとブスになる？
・ 家族ワクワクプレゼン大会
・ 親切を趣味にする
・ 自己肯定感を上げる方法
・ 早起きと運動でハッピー体質に！
・ ウサギとカメ
・ ピグマリオン効果
・ ハッピートークで心のエステ
・ 夢を描こう !

2015年5月掲載記事

◆掲載紙② あんふぁん（フリーマガジン） ※名古屋リビング新聞社ＨＰより

※データ：2013年読者アンケートより
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http://en.bloguru.com/TJS/query/?search=happy+talk&go=

ハッピートーク®ラジオレギュラー番組実績

2013年6月3日～2014年5月26日

2回/月 1回3分番組 全24回

【パーソナリティー】 池崎晴美
2013年ロサンゼルスで講演会を8回開催し、その講演会に参加していた日本語ラジオ局ＴＪＳの
社長からの依頼により1年間レギュラー番組を担当。
【内容】 ロサンゼルスに住む日本人に向けて言葉の大切さを伝える番組。
幸せになるための言葉の選び方
脳と言葉の密接な関係
毎日の言葉で人生が決まる
ラッキー・ハッピー・可愛いが家族の合言葉
口癖が変わると人生が変わる など
月に2回3分番組を日本で収録しネットで送り放送。

♫ 『Ｈａｐｐｙ Ｔａｌｋ』 ロサンゼルスの日本語ラジオ放送局ＴＪＳ

ＴＪＳの番組を上記から視聴いただけます

♫ 『池崎晴美のＨａｐｐｙ Ｔａｌｋ』 愛知県のコミュニティーＦＭななみ

【期間】 2013年4月～2015年3月
1回３０分番組 6回/週（再放送含む）

【パーソナリティー】 池崎晴美
【内容】 池崎晴美の日々の気づきを中心に、毎日が
幸せになるための、ハッピートークトレーニング®
言葉の引き出し理論、ｐｏｓｉｔｉｖｅワードゲーム、
ありがとう特集など、ハッピーな話題をお届けし、
聴いているだけで元気になる30分番組。

♫ 『ななみアフタヌーンバラエティー』 愛知県のコミュニティーＦＭななみ

【期間】 2015年4月～現在
2時間/週 生放送番組 （毎週火曜日放送中）

【パーソナリティー】 ハッピートークトレーナー・池崎晴美 他
【内容】 ハッピートークトレーナー®による生放送番組。
地域の情報とハッピートークで、聞く人を元気に、幸せにする番組です。

【期間】
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『心をギュッとつかむ話し方入門』

かんき出版

【内容】

話し方で人生を変えよう
①発声以前で勝負～第一印象トレーニング
②好かれる言葉づかいレッスン！～言葉選びのトレーニング
③話し上手は聞き上手！～聞き方トレーニング
④とっさのときでもバッチリ！～状況別の話し方
⑤いざ本番！～勝負トークトレーニング
⑥ＣＤでみるみる上達！～発声トレーニング

池崎晴美著書紹介

2008年3月21日（第１刷）
2011年9月 1日（第３刷）

『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

【内容】
①小学生のうちに身につけさせたい挨拶
②小学生のうちに身につけさせたい話し方
③子供の表現力をのばすお母さんの心得10箇条2014年3月19日（第１刷）
2014年12月1日（第３刷）
④「ハッピートーク」で言葉選びのセンスみがき
⑤親子で一緒に！トレーニング

2014年3月19日（第１刷）
2014年12月1日（第３刷）

『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

【内容】
①「いいことば」が「いいこと」を引き寄せる
②言葉しだいで仕事もプライベートも180度変わる
③1日10秒！？ハッピートークトレーニンング
④一生ものの幸せ習慣をつくる！ハピネスワード集

2015年3月29日（第１刷）
2015年5月19日（第2刷）

『親子ではじめる
ハッピートークトレーニング®』

すばる舎

【内容】
①これがイマドキの小学5年生の授業「みんな、毎日どんな言葉を使っている？」
②理論編～お母さんの関わり方しだいで子どもはどこまでも伸びる
③実践編～「ステップ1」毎日ハッピーお母さんの言葉かけ
④実践編～「ステップ２」親子で楽しく！ゲームでハッピートーク
⑤実践編～「ステップ３」アナウンサー式！きちんと話せるトレーニング

2016年1月27日（第１刷）
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