グリーフサポートせたがや 行

ご注文書

FAX 03-6453-4926

ご注文日

年

額

注文個数

① サポコポストカード（3枚1組）

300円

② サポコピンバッジ

500円

③

グリサポせたがや

1,000円

④

グリサポせたがや

1,000円
3,000円

連続講座 2

「哀しみに寄りそい ともに生きる」

「わたしも大事 あなたも大事」

⑤ 教育現場におけるグリーフサポート DVD
⑥

「子どものグリーフとトラウマに寄りそう〜
ハワイの経験に学ぶ」

⑦

グリサポせたがや

⑧

グリサポせたがや

連続講座 3
連続講座 4

「 いま を生きる グリーフとともに」
「グリーフとわたしのなかの
生きるちから」

⑨
⑩

グリサポせたがや

連続講座 5

連続講座 6

1,000円
1,000円
1,000円

NEW

「映像でみるグリーフ」

グリーフサポートせたがや講演録

講演録第7弾完成！

「映像でみるグリーフ」

連続講座
<目次>

第１回『隣る人』
稲塚 由美子さん
（ミステリー評論家・ドキュメンタリー映像制作）
第２回『花はんめ』
金 聖雄さん（映画監督）
第３回『聴こえてる、ふりをしただけ』
今泉 かおりさん（映画監督・看護師）

1,000円

「わたしの気持ちとあなたの気持ち」

グリサポせたがや

日

メール griefsetagaya@yahoo.co.jp
金

連続講座 1

月

【特別収録】
『グリーフとわたしのなかの生きるちから〜さまざまな道をともに歩む〜』

1,000円

講演録 発行記念講演会

中島 幸子さん

新書判・本文 146頁（予定）

（NPO法人レジリエンス代表、
米国法学博士、
大学非常勤講師）

発行：一般社団法人グリーフサポートせたがや

1,000円
サポコ
これからも の物語、
続いていき
売上はすべ
ます!
てグリーフ
サ

※全てに送料が別途かかります。

お支払方法

品物到着後１週間以内にゆうちょ銀行の指定口座へお振込み下さい。

ポートせた
がやの
活動に使わ
れます。

※振込み手数料はご負担いただきます。予めご了承下さい。

ご注文者様情報
（発送先情報）

子どものグリーフと
トラウマに寄りそう〜
ハワイの経験に学ぶ

フリガナ

連続講座 1
哀しみに寄りそい
ともに生きる

連続講座 2
わたしも大事
あなたも大事

連続講座 3
わたしの気持ちと
あなたの気持ち

連続講座 4
いま を生きる
グリーフとともに

連続講座 5
グリーフとわたしの
なかの生きるちから

連続講座 6
映像で見るグリーフ

お名前

ご住所

電話番号
備考

ポストカード

@

メールアドレス

3枚1組

ブラックリボン

ピンバッチ

ブラックリボンはグリーフを象徴する国際的なシンボル

〒

「思い出は永遠です」

ー

ー

FAX

ー

ー

300円

※この製品は金属を使用しています
ので、誤飲等しないよう使用・保管
時には十分ご注意下さい。

500円

グリーフサポートせたがやの講演録・DVD
連続講座 1「哀しみに寄りそい ともに生きる」

ご支援ありがとうございます！ こちらの講演録・DVD・その他グッズの売上はすべてグリーフサポートせたがやの活動に
使われます。お買い求めの際は、裏面のFAX用紙にご記入頂くか、メール griefsetagaya@yahoo.co.jpまでご連絡下さい。

連続講座 5「グリーフとわたしのなかの生きるちから」

＜目次＞
第1回 悲しみを生きる力に 入江 杏さん（ミシュカの森）

＜目次＞
第1回 あいまいな喪失とトラウマからの回復
石井千賀子さん（ルーテル学院大学、
TELLカウンセリング)

第2回 死別を体験した子どもによりそう〜沈黙と「あのね」の間で
西田 正弘さん（NPO法人 子どもグリーフサポートステーション）
第3回 性暴力 その後を生きる 中島 幸子さん（NPO法人 レジリエンス）

第2回 子どものグリーフとあそびのちから
小嶋 リベカさん（国立がん研究センター中央病院・ホスピタルプレイスタッフ）

第4回「さよなら」のない別れ 別れのない「さよなら」
石井 千賀子さん（ルーテル学院大学、
東京女子大学大学院）

第3回 グリーフサポートとアートのちから
倉石 聡子さん（アートセラピスト、
臨床心理士、
アップコンセプト代表)

第5回「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を目指して 清水 康之さん（NPO法人 ライフリンク）
第6回 喪失を贈り物に変える
水野 治太郎さん（麗澤大学名誉教授、
NPO法人千葉県とうかつ「生と死を考える会」）

1,000円
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連続講座 2「わたしも大事 あなたも大事」
＜目次＞
第1回「わたしも大事 あなたも大事」にできるコミュニケーションとは？
袰岩 奈々さん（Kids Hurt Too Hawaii 理事）
第2回 再会への序論―止まった時間を動かす
熊谷 晋一郎さん（小児科医、
東大先端科学技術研究センター特任講師）
第3回 多様なセクシュアリティを生 きるということ 〜生きづらさの根底にある構造と私たちの視線〜
山下 梓さん（岩手レインボー・ネットワーク代表、
ゲイジャパンニュース共同代表）
第4回 自殺の心理、遺族の心理
張 賢徳さん（帝京大学医学部附属溝口病院精神神経科教授）
【特別収録】
1.「サポコハウス」オープン記念対談 入江杏さん＆保坂展人さん
2.『あいまいな喪失とトラウマからの回復』監訳者石井千賀子さんの出版記念講演

連続講座「わたしも大事 あなたも大事」講演録 発行記念対談

袰岩 奈々さん＆保坂 展人さん

【特別収録】
連続講座『わたしの気持ちとあなたの気持ち』講演録 発行記念講演会＆ミニライブ
近藤 卓さん（日本いのちの教育学会・会長、
日本学校メンタルヘルス学会・理事）

新書判・本文 235頁

ハワイにある「Kids Hurt Too Hawaii」で、
死別喪失だけでなく、
暴力家庭や養護施設で育った子ど
もたちや、
服役中の親を持つ子どもたちの支援活動を行なっている、
伊藤ヒロさんとシンシア・ホワイト
さんの講演録。シンシア・ホワイトさんの講演は英語と日本語訳を収録。

1,000円

1,000円

新書判・本文 221頁

新書判・本文 272頁

連続講座 6「映像でみるグリーフ」
<目次>
第１回『隣る人』
稲塚 由美子さん（ミステリー評論家・ドキュメンタリー映像制作）
第２回『花はんめ』
金 聖雄さん（映画監督）
第３回『聴こえてる、
ふりをしただけ』
今泉 かおりさん（映画監督・看護師）

1,000円

新書判・本文 227頁

連続講座 4「 いま を生きる グリーフとともに」
＜目次＞
第1回 哀しみに寄りそい ともに生きる〜地域におけるグリーフサポートとは？
入江 杏さん（ミシュカの森主宰、
上智大学グリーフケア研究所非常勤講師）
西田 正弘さん（あしなが育英会 東北事務所長）
第2回 死別による喪失体験とグリーフ
加治 陽子さん（グリーフサポートせたがやメンバー）
ケンタロウさん（「LGBT・いぞくの会」を行なうドント
・ウォーリー代表）
森 美加さん（暮らしのグリーフサポートみなと代表）
第3回 さまざまな喪失体験とグリーフ
鹿目 久美さん（「母ちゃんず」
メンバー、
福島からの自主避難者）
山本 潤さん（SANE 性暴力被害者支援看護師）
新澤 克憲さん（就労継続支援Ｂ型事業所「ハーモニー」施設長）

1,000円

講演録『子どものグリーフとトラウマに寄りそう〜ハワイの経験に学ぶ』

連続講座 ３「わたしの気持ちとあなたの気持ち」
＜目次＞
第1回 基本的自尊心と共有体験
近藤 卓さん（日本いのちの教育学会・会長、
日本学校メンタルヘルス学会・理事）
第2回 子どもたちが主人公の活動支援
甲斐田 万智子さん（NPO法人国際子ども権利センター（シーライツ）代表理事）
第3回 ひとりじゃないよ〜怒りは願いの裏返し〜
副島 賢和さん（昭和大学大学院准教授）
第4回 希望の回復
坂上 香さん（ドキュメンタリー映画監督）
【特別収録】

【特別収録】
『「いま」を生きる グリーフとともに』講演録 発行記念講演会 グリーフを社会全体で支えるために大切なこと
〜イギリスで見えた情景より〜 尾角 光美さん（一般社団法人リヴオン代表）

【特別収録】
『グリーフとわたしのなかの生きるちから〜さまざまな道をともに歩む〜』講演録 発行記念講演会
中島 幸子さん（NPO法人レジリエンス代表、
米国法学博士、
大学非常勤講師）

1,000円
新書判・本文 146頁（予定)

DVD『教育現場におけるグリーフサポート〜死別体験にどう向き合うか〜』
死別を体験した子どもたちをどのようにサポートすればいいのでしょうか。
『教育現場におけるグ
リーフサポート〜死別体験にどう向き合うか〜』は、
教育現場においてグリーフがどのような形で
現れ、
どのようなサポートができるのか、
3つの学校の実例（親、
教員、
同級生の死）をもとに、
さまざ
まな可能性を示してくれます。DVDをご購入いただければ、勉強会・授業・研修・上映会で自由に
上映できます。

1,000円

新書判・本文 197頁

制作：ダギーセンター
日本語版DVD 制作・販売：グリーフサポートせたがや

3,000円

アメリカ／2013／29分／英語／日本語字幕

