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全体概要
第１章
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全体概要の説明

• 私たちが製作したのはセルフコーチング（6P）サイトで
使うコンテンツを制作しました。

• 種類は知力UP・感情力UP・身体力UP・文化力UPの４
種類です。

• 知力UPでは知力アップ教材とアドラー心理学初心者
編

• 感情力UPでは

• 身体力UPでは

• 文化力UPでは

• コンテンツの対象は大学生と留学生で学生の人が共
感できる内容にし、ストーリーテリング（6P）の仕法を
使い製作しました。
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それぞれの担当紹介
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卒製で使用した専門用語説明 （※）

• コーチングとは質問する人とその質問対して答える人
がその質問

• セルフコーチングとは自分に対して

• ストーリーテリングとは伝えたい思いや考え方、方法
などを物語に聞き手に強く印象付けることが出来る手
法です。
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自己の分担内容
第２章

7



担当した項目 （知力UP教材）

• 私が担当した項目は（※）知力UP教材を2つと動画の
編集をしました

• （※） （アドラー心理学初心者用）

• （※） （知力アップ教材）

• 知力アップ教材の製作で意識したことは（いらすとや）
のイラストを使ったストーリーテリングの手法を使い聞
き手に対してわかりやすく理解できるように意識して
作りました。

• そしてスマホやタブレットで観る教材なので字だらけ
にせず説明も簡潔にイラストと図解を入れて説明して
います。

• いらすとや （https://www.irasutoya.com/）
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アドラー心理学初心者用サンプル
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どうすれば克服できる
のかまで書いています
が正し実践をするには
勇気がいります。

別名個人心理学とも呼ばれて
いる
人間はいかに生きるべきか？

を考える心理学なので実践の心
理学と言われている。

え～

アドラー心理学を実
践するには勇気が
いるんですか～



知力アップ教材サンプル
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対策１

やりたくないことをやるための障
害をなくすこと

対策２
必ずやる時間を
決めておくこと

とにかくやり始めましょ
うと口で言うのは簡単
なのでやりたくないこ
とがやれるように環境
を整理しておきましょう。
そしてやる時間を決め
ておきましょう

なるほど

障害をなくしておくこと
でやりたくないこともや
れるように仕込んでお
くんですね。あと時間
も決めておくと。



知力アップ教材利用端末イメージ画像

11

iPhone使用画像 iPad使用画像

使用アプリ PowerPoint



担当した項目 （動画編集と投稿）

• 動画編集のほうでは2018年9月に行われた匠ゼミ合
宿の社会人ゲストに来ていただいた人材研究所の安
藤さんの行動コーチングのプレゼンテーションをスマ
ホに三脚をつけマイクを装着してもらい録画しました
プレゼンテーションの映像は別のスマホを使い録画そ
の映像を前編10分後半10分にわけYouTubeに投稿し
ました。
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社会人プレゼン編集画像
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使用ソフト Wondershare Filmora



社会人プレゼン動画端末使用イメージ画像
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iPhone使用画像 iPad使用画像使用アプリ YouTube



活動のプロセス
第３章
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活動のプロセスの説明

• ここでは私が匠ゼミのイベントや匠先生のセミナーに
参加しどう感じ、どう考え、どう成長したのかを書いて
います。
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7月から12月の実践項目

1. ２０１８年7月4日に卒制内容が決まる

2. ２０１８年7月21日に匠先生のセミナーに参加しゲス
ト成沢先生のセミナーを受ける

3. ２０１８年９月１８日合宿に参加

4. ２０１８年９月１９日合宿に参加

5. ２０１８年１０月２７日卒製スタイルのヒントをゲット
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①２０１８年 ７月４日匠ゼミで卒製内容が決定

• この日から卒製内容が決
まりました。

• ただこの時点ではどのよ
うな作品になるのかはイ
メージ出来ていませんで
した。
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②２０１８年７月２１日成沢先生のセミナー

• 匠先生のセミナーのゲスト成沢先生のセミナーを受け
ました、そこで今後の目標を書く課題が出たので書き
ました、正直目標を額縁に書いて飾るなんて古くない
かと思いましたでも飾ってみてその額縁を毎日見てい
るとこの額縁の目標をやらなければならないという気
持ちが湧き上がってきていてこの額縁に目標を書くと
いうはバカにできないなと思いました。

• 先生に言われたとおり額縁の目標は毎日見えるところ
に置いています。
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成沢先生のセミナーで製作した目標額縁
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③２０１８年９月１８日合宿に参加

• 合宿で社会人ゲストの安
藤さんの行動コーチング
のプレゼンを聞いて

• 自ら行動して見せないと
人は動いてくれないと言
うことを学びました。

• 今後のゼミ長の行動の
糧になりました。
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④２０１８年９月１９日合宿に参加

• 合宿で社会人ゲストの
成沢先生の授業の課題
で今後の目標を描きま
した。

• 匠先生が言っていたこ
とをヒントに書きました、
意味は失敗など考えず
挑戦することです。

• そこで私は失敗など考
えずとりあえずやってみ
ることを学びました。
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⑤２０１８年１０月２７日卒製スタイルのヒント

• この日は匠ゼミのメン
バーと匠先生による卒
製会議がありました、こ
の会議の中で匠先生が
本を持ってきてくれまし
た、この本の内容が今
回の卒製のスタイルを
決定づけました、図解
（いやすとや）と文字で
製作することです。
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アドラー心理学を知って
気づいたこと

第４章
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アドラー心理学を知って気づいたこと壱

• アドラー心理学を知って私自身が最初に感じたのはポ
ジティブなことをいう心理学だと感じました、例えば相
手に目をそらされて嫌われたと思うのはあなたがその
ように意味づけをしているからですよ、相手はあなたの
目をそらしたのは恥ずかしかったのかも知れません、
つまり意味づけによって相手の印象を変えることがで
きると聞いた時、ポジティブ過ぎやしないかその考え方
と思いました。

• ですが意味づけによってタイムマシンを使わないと変
えられない過去も変えることを教えられたとき気付きま
した、私は高校時代に階段から突き落とされたりほぼ
毎日尻を蹴られたりしました。
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アドラー心理学を知って気づいたこと弐

• その過去をなかったことには出来ないが意味づけに
よって変えられるなら嫌な思い出にせずその出来事
があったおかげで強くなろうというきっかけになったし
空手を習うきっかけにもなったと意味づけをしたら楽
になりました。
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完
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