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♪♪♪Music Key Lesson レポート♪♪♪
岩瀬洋子・田村智子

「ピアノ教師ってやっぱり最高！」出版のお知らせ
　うれしいご報告で～す この春、私たちにと
りまして初めての単行本「ピアノ教師ってやっぱり最
高！」（ハッピーレッスンレシピ集）が音楽之友社より
出版されました。これは一昨年からムジカノヴァで連
載していた8コマ漫画を更に詳しく「どんな状況でそ
れが起こったのか」「教師はどう思ったのか」「生徒は
どうだったのか」「親としては何を思ったのか」の4つ
の区分をつけて新しくデビューします！今までのレッ
スンで起こった様々な出来事…嬉しかったこと、悲し
かったこと、悔しかったこと、目の玉が飛び出るほど
ビックリしたこと…そして穴があったら隠れたいく
らい、今思い出しても恥ずかしいこと…などなど満載
です。8コマまんがの思わず笑ってしまうような微笑
ましい描写は読者の皆さんの心をガッチリつかむの
では…と密かに期待しています。その時その時にでき
ることを精一杯考え対処してきたつもりですが、今に
なって思うと、「もっと良い方法があったのでは…そ
うしたらあの生徒は変わっていたのでは…？」などな
ど反省することが多々あります。そんな申し訳なかっ
たという気持ちも込め、今だったらこうできたのに…
という正直な気持ちをまとめてみました。
　そんなわけで嬉しい春になりましたが、生徒たち
にとっては新しい環境がスタートしたばかりの新学
期です。レッスン時間もまだまだ定まらない非常に
不安定なときではありますが、期待を胸にワクワク
ドキドキの生徒たちの笑顔を見ているとこちらまで
幸せな気持ちになります。どの子もみ～んな新しい
環境にうまく溶け込んでほしいな…と強く願ってい
ます。ミュージックキーでは5月の連休明けまで変則
的な時間割になりますが、前もって親御さんにお伝
えしてあるので混乱もなく、お互いが気持よくチｴン
ジしあったり…教師もしばし落ち着きませんが…まっ、
これも長くレッスンを続けてほしい…そんな生徒へ
の思いから考えた苦肉の策の一つです

講座のご案内
講師：岩瀬洋子
●魅力的なピアノ教室実現のための「導入指導マスター講座」
今、「ピアノのおけいこ」のあり方（練習しない/親子で根
気がないなど）に多くのピアノ教師が悩んでいます。そこ
で現状を踏まえた「魅力的な教師（指導）、教室作り」が今
真剣に求められています。
　この講座はそのために何が必要か、実践できる「指導者
としてのテクニック」を学べる、まさに今の時代に求め
られる講座です。
　受講者は[Music Key認定証]を取得できます。
【東京】第13期 4/9（木曜日）

[会場]東京芸術劇場第5会議室10：00～12：00
【大分】 《リズム編》 7/17.9/18
【広島】 《譜読み編》 4/15
 《リズム編》 7/8, 9/9
 《テクニック編》 11/11, 12/9
 《実践編》 2010年2/3, 3/3
【船橋】 《譜読み編》 7/14, 9/8
 《リズム編》 10/13, 11/10
 《テクニック編》 12/8, 1/12
 《実践編》 2010年2/9, 3/9

●魅力的なピアノ教室実現のための「ディプロマコース」
　これは上記講座修了者がさらに深く学習できるよう実
践的な内容で進められます。
　30分のレッスンの具体的な進め方や指導の押さえ所、
長期プランなど、具体的に分かりやすく進めていきます。
　受講者は[Music Key Diploma]を取得。
【名古屋】4/8, 5/13, 9/2, 10/7（水曜日）

講師：田村智子
●アルフレッド認定講座[基礎]
【金沢】4/17
【福岡柳川】9/10, 10/8, 11/12

上記講座のお問合せ／お申し込み：
E-mai l : musickey@musickey-piano.com
Tel/Fax：055-989-3900
ミュージックキー・ホームページ：
　http://www.musickey-piano.com/

News88のバックナンバーが、プリマ楽器ホームページから
ご覧いただけるようになりました！
閲覧・ダウンロードはこちらから

    h t t p : / / w ww. p r i m a - g a k k i . c o . j p / pub l i c _ h tm l / i n d e x . h tm l

青木 理恵の「コーチング・レッスン」　最終回

期間限定全国ツアー『見てビックリ 聞いて納得の指導法』
講師：田村智子&岩瀬洋子

4/23小川楽器（福岡柳川）, 5/21函館ヤマハ（函館）,
6/3十字屋（京都）, 6/5銀座ヤマハ（東京）,
6/9伊藤楽器（船橋）, 6/10島津楽器（鹿児島志布志）,
6/11三好屋楽器（山口）, 6/12平和楽器（大分）,
6/15ヤマハ郡山（郡山）, 6/17広島カワイ（広島）,
6/18大東楽器(大阪枚方), 6/19開進堂（金沢）,
6/23塚本楽器（滋賀）, 6/24大阪カワイ（梅田）,
6/25タニタ楽器（熊谷）, 6/26北越楽器（新潟）,
7/1名古屋カワイ（名古屋）, 7/6ヤマハつくば（筑波）
詳しい情報は、ミュージックキーホームページへ！

Step 24 幸せな先生になる
　2年間お読みいただいた「コーチング・レッスン」も最
終回を迎えることになりました。最後までお読みいた
だき、ありがとうございました。
　さて、最終回は「幸せな先生」についてお話したいと
思います。
　皆さんの周りに、素晴らしいスピードで成果を出し、
生き生きと輝いている幸せな人はいませんか？
　そんな人は、自分の中にしっかりとしたビジョンを持っ
て生きています。
● あなたは、人生の時間をどのように使って生きたい 
 ですか？
● あなたの夢や実現したいと思っていることは
 何ですか？【仕事・プライベート】
● あなたは、どんな人とつきあいたいですか？
● あなたは、どんな家庭を築きたいですか？
● あなたは、どんな人になりたいですか？
● あなたの手に入れたいものは何ですか？
　そして、そんな人は、自分の「価値観」も大切にしてい
ます。人は、自分の価値に沿って生きていると最も自分
らしくいられると言われます。つまり、安心した状態の
中で、素の自分でいられること。例えば、成果を出さなくっ
ちゃ！もっと頑張って！もっと完璧に！もっと早く！
もっとみんなを喜ばせたい！・・と思いながら、無理し
て頑張る仕事は、苦しく、大量のエネルギーを消費して
しまいます。でも、自分の価値に基づいた仕事だと、あ
りのままの自然な状態で、得意なことを仕事としてい
るので、とても軽やかに成果が出せます。成果を出そう
なんて思わなくても、知らないうちに出来ちゃっている・・
そんな感じなんです。ですから、自分の価値が何なのか
を知っておくといいですね。
　では、自分の価値を知るにはどうしたら良いのでしょ
うか？
　次の質問に答えてみてください。
●あなたが子どものころ大好きだったことは何ですか？
●ワクワクしたり、喜びを感じて、時間を忘れるほど 
 熱中したことは何ですか？
●他の人よりも楽に、そして上手に出来ることは
 何ですか？
●一生やり続けても飽きないことは何ですか？
●もっともっと知りたい、勉強したいと思うことは
 何ですか？
　例えば、私のクライアントさんは、子どものころから、
世の中をもっと平和にしたい、そのために人の役に立
ちたいと思っていました。困っている人を見かけたら
自分から声をかけたり、お年寄りや松葉杖をついてい
る人を見かけたら、荷物を持って家まで送ってあげる
ような小学生でした。また、貧しい人がいることに心痛
めていた彼女は、家の押入れに眠っている毛布や自分
の給食のパンを食べずにホームレスの人に持っていく
ようなこともして「いい加減にしなさい！」と親から怒

られることも度々でした。でもそれは、
彼女にとってそれは、ごく自然な行
為でした。褒められたいなんて微塵
も思わずに、そうしたいと思うと同
時に体が動いていたのです。彼女の
価値は「手を取り合う」「力を貸す」「や
り遂げる」「役に立つ」こと。彼女は将来、
国連で働きたいと大きな夢を膨らま
して、前向きに勉強しています。
　また、こんな価値を持つクライアントさんもいます。
それは、「専門家となる」「卓越」「指導する」「工夫する」。
彼は、小さいころから、ひとつのことを調べだすと、時
間を忘れるほど熱中する少年でした。「今で言うオタク
だったんです・・」と、彼は笑いますが、現在、国際弁護士
として活躍しています。
　人には、人それぞれの価値観があります。その価値観
を認識していくことで、新しい人生が始まります。
また、自分の価値観を受け容れると、人の価値観も尊重
したくなってきます。
　つまり、自分を大切に、人も大切にできるようになる
のです。
　私の夫は、大変お洒落な人です。私は、それを誇らし
くも思っていました、でも、ネクタイを色別、模様別に
揃えていることや、同じ生地で裏地の違うスーツを5着
も持っていること。裏地に合わせた色のポケットチー
フをすることなど、「全く！気障なんだから!」と笑い話
のネタにしていました。ところが、コーチングで価値を
学び始めて気づいたのです！夫には、私にない「洗練さ
れている」「エレガントな」といった価値があることを・・
私は、心底反省しました。それどころか、夫のお陰で、私
はいつもセンスの良いものに囲まれていることに気づ
き、感謝の気持ちがわいてきたのです。
　私の作った、ぴあれんキッズ、ぴあれん手帳では、子
どものころに養われる価値観を大切にして欲しい、ビジョ
ンを明確にして欲しいと、子どもの夢、大好きなこと、
夢中になれることを書くページを沢山作りました。
　どうぞ、皆さんもご一緒に、今一度、自分の価値やビジョ
ンをクリアにして、幸せな先生の道を進まれますことを、
お祈りもうしあげます。
　2年間、お付き合いいただき、ありがとうございました。
感謝をこめて、筆をおくことにします。　　　
 青木理恵

青木　理恵
（アーティスト・コーチ）

ピティナ正会員、国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ。
財）生涯学習財団認定プロフェッショナルコーチ。
共育コーチング研究会会員。国立音大卒。アーティスト・コーチングサロン主宰。
各種大学、企業にもコーチとして招聘され、さまざまな方面から高い評価を受
けている。日本ではまだ数少ないプロコーチの資格を持つピアノ教師の一人。

青木 理恵　Rie Aoki

■青木先生の本

「とっておきのぴあれんキッズ」VOL.1/VOL.2

「とっておきのぴあれん手帳」VOL.1/VOL.2
共同音楽出版社刊　お求めは全国の楽器店で！


