ドリームマップファシリテーターは、資格取得後の実践とアップデートの継続により、あなた自身が進化し続ける資格です。

FAQ

Q

資格について

Ａ

資格認定後に登録料や会費は発生しますか？
取得される資格により発生する場合があります。詳細は、以下をご確認ください。
ドリームマップ for Business
https://for-biz.dream-map.co.jp/
facilitator-rules-forbiz/

認定資格者が、学校での「主体的に生きる力を育むドリームマップ授業」に
参加する場合は、別途、特定非営利活動法人こどものみらいプロジェクト
ゆめドリ（略称ゆめドリ）への登録が必要です。
詳細はゆめドリにお問い合わせください。
FAQ

Q

お申込みについて

Ａ

FAQ

Q

お支払いについて

Ａ

FAQ

Q

キャンセルについて

Ａ

ゆめドリ 公式サイト
https://yumedori.or.jp

連続講座の中に参加できない日がありますが、申し込みはできますか？
お申し込み可能です。
オンライン部分について受講できなかった講座は録画視聴（期限、課題提出あり）できます（ただし認定にはリアルタイ
ム参加 70％以上が必須となります )。詳細、ご相談は事務局へどうぞ ➡ toiawase@dream-map.co.jp
受講料の分割払いはできますか？
クレジットカードの分割払いをご利用ください。また一括支払いでもクレジットカードをご利用いただけます。
申し込み後のキャンセルや返金は可能ですか？
お申し込み後から講座開始まではキャンセルが可能です。
ただし講座開始 14 日前から、キャンセルポリシーに基づくキャンセル料が
発生します。詳細は受講規約をご参照ください。

ドリームマップ ® ファシリテーター養成講座

ドリームマップ for Business
➡ 認定ドリームマップファシリテーター for Business 規約
➡ 第３条、第４条、第５条

一般社団法人 ゆめのチカラ

資格の方針

ドリームマップ ® ファシリテーター

養成講座

受講規約
https://dream-map.co.jp/
learning-rules/

よくある質問を更に見る ➡ https://dream-map.co.jp/dream-map/faq/

受講者の声

ドリームマップファシリテーター養成講座でのお話は、ホントに引き込まれました。イメージしやすい例えはとてもわかり
やすく、かつとっても楽しかったです。ドリームマップをきっかけとして、自分のペースを大事にしながら種をまいていけ
たらという思いがそれこそ「湧き上がって」おります。
ワンデイドリームマップの行程実施の習得だけでなく、ファシリテートやコーチングの知識・スキルも学べた。
ドリームマップについて、自身がワンデイドリームマップを受講した時以上の、腹落ちがあった。
実践スキルを座学とワークの両面から学べる。ワークが多いので受講者同士の交流が図れる。受講者同士の交流が盛ん
になるので、受講後のドリームマップファシリテーターとしての繋がりの強化に結び付くように感じられた
講義の内容一つ一つが、深く納得することばかりで、ドリームマップづくりだけでなく、自分の人生に対する姿勢を教えて
くれるものでした。

世界へ、未来へ、夢のチカラで World Peace！

子どもたちは、ドリームマップの体験を通して、自分が何をしたいのか、どうありたいのかをじっくりと考え、描き、伝え
ることで、自分が唯一無二の存在であることや、未来に向けて自分で舵を取っていく自覚が芽生えるきっかけになると思
いました。

私らしい夢がつなげる 今と未来の Peace

体験された方の感想を更に見る ➡ https://dream-map.co.jp/dream-map/voice/

&

Happiness

ドリームマップファシリテーター養成講座には、いくつかのコースがあります。
養成講座は、あなたが夢を届けたいその方へ、より届きやすくなるようにプログラムされています。

・
・
・
・

15歳以下の子どもたちへ

〒453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町 1-3-602 TEL

●

050-3708-6637 E-mail

●

第5191155号

第5804464号

第6274749号

■本書に関する権利および責任は、著作権者である一般社団法人ゆめのチカラにあります。
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■ドリームマップ／Dream Map、ドリマ先生、Dream Creation Technologyは一般社団法人ゆめのチカラの登録商標です。
【登録番号】第4930204号

一般の大人へ

toiawase@dream-map.co.jp

［社会貢献コース］ドリームマップファシリテーター for junior

［自立コース］ドリームマップファシリテーター

地域も超えて、更に多くの方へ

［レクチャー講座］DCTショートワーク

更に幅を広げたい方は、企業をはじめとした組織へ

［for Business養成講座］ドリームマップ for Business

https://dream-map.co.jp

ドリームマップファシリテーターとは

認定資格と受講パターン
ドリームマップファシリテーター養成講座は、本案内に掲載の４つの認定資格があります。

ドリームマップで描く夢は「好き・ワクワクが源泉となって、思わず動き出したくなること」です。
ワークショップ（講座）では、参加者が自分の夢をアウトプットしていきます。
そんな場を届けるドリームマップファシリテーターが目指すのは「夢が湧き出る場をつくる」こと。
Dream Creation Technology®をベースに、参加者が心から願う「こうだったらいいな、こう
だったら幸せ」という“その人らしい”未来を描くお手伝いをしていきます。

START

本案内に掲載している講座の説明

ドリームマップファシリテーター for Junior

ドリームマップファシリテーター

社 会 貢 献 コース

自 立 コース

＊DCT/ Dream Creation Technology® とは

基礎編

2002年に誕生し、これまでに小学生から80代まで、のべ13万人以上が体験したプログラム「ドリームマップ®」の根幹にある理論です。

◆単発講座

オンライン 全 20 時間

どなたでも、何回でもお申込みいただけます。
ゴール

ドリームマップユーザー（ドリームマップの体験者）がドリームマップポリシーを理解し、実現に向けた行動を実践できる。
基礎講座では、DCT* についてを学びます。（DCT * については、左ページの DCT ショートワークをご覧ください。）
その上で、ドリームマップファシリテーターのクレドから在り方を知り、自身の立ち位置（視点）を、ドリームマップのいち体験者から
ファシリテーター側に少しずつ移していくことを目指しています。

ワン デイドリームマップ 講 座
参加者が、自分の夢を描く1日完結のワークショップです。
Dream Creation Technology®（DCT）のエッセンスを学びつつ、今の自分を感じ、整理するところから始めていきます。
その上で、見つけた夢をビジュアル化し、具体的なイメージにしていくことで、主体的な行動につなげていきます。

D C T ショートワー ク
参加者がDream Creation Technology®（DCT）のエッセンスを学びつつ、その仕組みを体感し、レッスンシートに想いを
アウトプットしていくワークショップです。
オンラインでの受講も可能です。（２時間半～）

◆認定資格講座

ワークショップを開催するための資格を取得する講座です。

ドリームマップファシリテーター for Junior

ゴール

大人を対象としたワンデイドリームマップ講座が開催できる認定資格を取得するコース

オンライン 8 時間

オンライン 20 時間 / スクーリング 7 時間

ドリームマップファシリテーターのクレドをベースに、
15歳以下の子どもたちに対してドリームマッププログ
ラムの目的に沿った関わり方がわかる

ゴール

オンライン 12 時間 / スクーリング 7 時間
ドリームマップファシリテーターのクレドをベースに、
15歳以下の子どもたちに対してドリームマッププログ
ラムの目的に沿ったファシリテーションができる

ドリームマップファシリテーター

ドリームマッププログラムで標準としている構成を理 解し、実践を通じて、
主体的・対話的で深い学びの時間となるファシリテーションを学びます。

for Business コース

◆認定を取得した後、更に学びを深め、対象を広げたい方のための講座
ドリームマップファシリテーター

for Business コース

企業・団体に向けて研修やセミナーのプログラムとしてドリームマップを開催できる認定資格を取得するコース

DCT ショートワークコース

認定

ワンデイドリームマップが開催できます！
※認定までに、ワンデイドリームマップ講座の受講が必須です。
※養成講座の受講前に、ワンデイドリームマップ講座で実際に
ドリームマップを作成していただくことを推奨しています。

上級編
ゴール

大人を対象にしたドリームマップ講座が開催できる
認定資格を取得するコース
※ドリームマップ講座の主催者又は依頼元が企業・団体の場合は
ドリームマップ for Business の認定資格が必要です。

認定

社 会 貢 献 コース

自 立 コース

実践編

プログラムの各コンテンツを理解し、実践を通じて、サブファシリテーター
としての関わりを学びます。

15歳以下を対象にしたワンデイドリームマップ講座が開催できる認定資格を取得するコース

ドリームマップファシリテーター

初級編

15 歳以下を対象にしたワンデイドリームマップ
講座が開催できます！
※小中学校でのドリームマップ授業に参加する場合は、
NPO 法人 こどものみらいプロジェクト ゆめドリ
への登録が別途必要です。 ゆめドリ ウェブサイト➡

養成講座
オンライン 39 時間 / スクーリング 12 時間
筆記試験・実技試験 / 実施審査
ゴール

レクチャー講 座
地域も超えて、更に多くの方へ
ドリームマップの魅力を伝える

DCTショートワーク講座が開催できる資格を取得するコース

自立 実 践コースまでの 学 び を実 務レベ ルで 深 め、
企業・団体の研修として運用できる。
案件開拓・提案から研修実施、研修後の報告会な
ど一連の企業対応ができる。
ワークブック各ページの意図や手順を十分に理解し、クライ
アントのニーズや状況に応じたプランニングと実践ができる
力を養います。
ファシリテーターとして「誰のために」「何のために」ドリー
ムマッププログラムを提供するのか、自分自身のビジネスモ
デルを構築します。

ドリームマップファシリテーター

DCT ショートワークコース
※受講には自立コースの認定が必要です
「夢が湧き出る場をつくる」
ドリームマップファシリテーターは、以下のクレドを大切にしています
１．私たちは、参加者が夢を自由に！ 大胆に！ 描くお手伝いをします♪
２．私たちは、参加者と接する時「待つ・聴く・受け止める」３つの姿勢を守ります♪
３．私たちは、参加者の想いを肯定し、のびのび発言できる場をつくります♪
４．私たちは、参加者の周りに夢を応援してくれる仲間を引き寄せます♪
５．私たちは、参加者に夢を持って行動している姿を示します♪

レクチャー講座
オンライン２.5 時間 / 動画審査
認定

DCT ショートワークが開催
できます！

認定

ドリームマップを用いた研修を企業・団体で
開催できます！
※実技試験合格で准認定、その後３回以上のドリームマップ
研修実施状況を審査し、本認定となります。
ドリームマップ for Business
ウェブサイト➡

