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小学生以上しか入部できないヨットクラブに入部した5歳の
幼稚園児。

この日は、すごい風で、ヨットが揺れて、小学生も乗りたが
らないコンディションでした。実際、強風で転覆しかかって
いる子もいます。

そんな時に「乗りたい！」と言い出した五歳児。

周りから、大丈夫？と心配されながらもスタート。風を読ん
で舵とセールを操作して‥一人で荒れた波の中、ヨットを操
作して無事帰ってきた。

クラブの先生も、「まさか今日乗るとは思わんかった！」と
驚く。そして、「凄いわ！もう今日は出る幕なしで普通や。
スーパー幼稚園児や！」と大絶賛。

柴田メソッドで
生き生き家族続々誕生



弟は、なかなか賢く育ってくれてます。ちゃんと言ってるこ
とを理解しているようで「おしっこ行く？」と聞くと、オム
ツを指さしてトイレを指さして「行く」と教えてくれたり、
「おしっこ出た、うんち出た」と指さして教えてくれたりし
ます。

長女も毎日幼稚園で頑張ってます！お友達と皆で仲良く遊ぶ
のが大好きなので、「ママ、今日は延長が良い！」と幼稚園
で居残りしてまで遊びたいと言っています（笑）

幼稚園から帰ってきても、近所のお友達と夕方5時まで遊ぶ
ので、毎日ぐっすり寝てます。

お料理のお手伝いをしたい！とよく言ってくれます。

弟と仲良く遊んでくれたりもするので助かります。

この先どんな風に成長してくれるのか楽しみでしかたありま
せん！

柴田メソッドで
生き生き家族続々誕生
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１歳４ヶ月になる娘の成長が楽しく、子育ての楽しみを存
分に味わえている気がします。

子育て大変で、自分の時間がなくて…なんて言っている周
りの言葉が本当に信じられません！

こんなにキラキラした目をして、色々やりたいことをアピ
ールしてくれて、沢山の表情をみせてくれる娘を見ている
と、育児が楽しくて、こんなに楽な育児でいいのかな？と
逆に不安になります(笑)

もう本当に文章滅茶苦茶でくどい話になってしまいました
が、つまりは本当に育児が楽しいってことです(笑)

柴田メソッドで
生き生き家族続々誕生



❤ 「柴田メソッドを知り実践すると、日々の遊びや子供と関わるポイン
トがわかり、心が通い合っているような感覚を覚えてどんどん育児が楽
しくなっていきました！」

❤ 「テキストは数多ある情報の中から、今必要なものを、より分かりや
すく記載されているので、すぐに取り組む事が出来ます。また、子供に
寄り添い、子供の好奇心を満たす！1番大切な事を気付かせてくれるメ
ソッドです」

❤「柴田メソッドを息子が0歳のときから実践し兄妹を育てています。子
供は親をみて育ちます。ママ自身が母親としての学びを深めていくと、
子育てがとっても楽しくなりますよ♪」

❤ 「ハワイでの子育てを充実させるものにするため、 妊娠１０週目
から柴田メソッドを実践しています。 子供に寄り添い、本気で遊び、
好奇心を満たすこと 大切なことに気づかせてくれるのが、柴田メソッ
ドです」

❤ 「現在２歳の娘のイヤイヤも柴田メソッドのおかげで、悩むことな
く対応できています 。１歳半頃には普通に会話ができていて、柴田メ
ソッドの効果に驚きました。」

❤ 「柴田メソッドは、『個』を見極め活かすメソッドです。数多くあ
る育児情報を良いとこ取りしたようなメソッドです。 また、柴田メ
ソッドを育児に取り入れることで、私自身が勇気づけられ気付かされ
、育自されています」



柴田メソッドを代表するテキストの
ご紹介

これ一冊あれば
他の育児書は

必要ありません！

妊娠中の
胎教の
大切さ

0歳～3歳
までの成
長と発達

月齢に応
じた遊び
としつけ

子育て不安に
追い回されなく
なるんです♪

赤ちゃんが
勉強大好きに
なる方法が

わかるんです！
育児が楽しくなる本



現在12冊。
長年の幼児教育コンサルタントとしての
経験と独自の育児メソッドを凝縮した本
は、これまで延べ１０，０００人以上の
ママに読まれています！
“日本初”育児相談顧問契約とのセットで、
より安心な子育て環境が整います。

大人気テキストのご紹介
“家族みんなで育児を楽しめる”と大絶賛のシリーズです！

年齢別IQを高める
本

自然出産を目指す本 いじめに負けない本

イクメンに改造本 きょうだい育児を
楽しむ本

恐怖の4歳育児を
乗り切る方法

※画像はイメージです。



柴田メソッドの理念

・柴田メソッドは、「知的好奇心」を育児の軸に、子供の才能

を最大限に引き延ばす育児法を世界に広めます。

・子供が「知ること」の喜びを見つけ、「学ぶ」ことが好きに

なる育て方を両親に身に付けてもらいます。

・育児に悩める母親を救い、子育てに夢と感動そして安らぎを

提供します。

・母親が「産んで良かった」、そして、子供が「生まれてきて

よかった」と思える子育てを支援します。

・母親に子育ての楽しさを堪能してもらいます。



柴田メソッドが挑戦する未来へのビジョン

子供をきつく叱ったあと、やり過ぎたな～と後悔したことはありませんか？

ようやく授かった大切な宝物のはずなのに、子育てってイライラの連続…

出口が見えない、自信が持てない、どうしたら良いのか全くわからない…

子供を育てることは、未来の地球を支える人材を育てることです。

私たちは、柴田メソッドを通じて、子育ての不安を解決し、正しい

人間への成長を支援し、世界の子供たちのやる気を応援します！

育児不安の増大 家庭内の教育力低下

過保護・放任主義 しつけ・子育ての不安



世界初コンテンツ
育児相談顧問契約

夫は朝早く出勤、夜遅く帰宅。
お互いの実家は遠く、毎日母
子の2人きり。誰にも相談で
きずに悩み苦しんでいる母親
の悩みを秒速で解決。

柴田メソッド

経験や勘に頼った子育ては卒
業！脳科学と発達心理学を元
に論理的に体系化された画期
的なコンテンツで世界の子育
てを支援！
実践者は1500人を突破

ＳＮＳブランディングで
女性の起業を支援！

SNSによるブランディング
で、在宅で収入を確保。小学
校に入学しても「おかえり」
と子供を出迎えられる安心家
庭を目指すママを支援。

カリスマ・ママとなる
インストラクター育成

ご自分の育児経験がそのまま
収入に繋がり、世界中のママ
から感謝される
育児の専門家を養成！
女性の自立を支援！

セミナー・イベント
開催＆企画運営

日本各地でインストラクター
がセミナーや茶話会を開催。
気軽に参加して専門知識を学
んだり。悩みを抱える母親と
の交流を深める。



私たちは、子供の成長と幸せ
を願う人を応援します

柴田メソッドのこれまでの歩み

現代は、核家族で孤育ての時代。旦
那様は不況で仕事に追われて家庭を
省みる余裕がありません。たった一
人で悩み苦しんでいる母親が巷には
溢れています。

柴田メソッドは、その悩み苦しんで
いる母親に子供の正しい育て方を教
えます。

時には母親の心の隅に押し込まれて
いるトラウマを癒やします。

子供の才能を引き伸ばし、笑顔あふ
れる家庭づくりを応援しています。

2010年 アメブロで情報発信開始。

口コミで話題となり、瞬く間にアクセス数急上昇

2011年 読者数1000名突破。お母さん方の要望に応え書籍化開始

第一号テキスト「この育児…」を販売開始

同時に日本初のコンテンツ「育児相談顧問契約」開始

2013年 熱烈なリクエストに応え続々と新刊本を執筆。

10冊目に突入

2014年 柴田育児アカデミーを設立。本格的な育児の学び場を提供

新刊本12冊目を販売開始

2015年 1年で12名のインストラクタターが誕生。

国内外含め1,500人の顧客実績。

テキスト累計販売数10,000部を突破。

顧問契約者数も累計800名。

セミナー参加者数1,000名突破。

2016年 Facebookで情報発信開始

アカデミー生70名突破



柴田 悦治 Etsuji Shibata

柴田コンサルタント事務所 代表

日本初！幼児教育コンサルタント

柴田育児アカデミー 校長

徳島県生まれ大阪育ち、現在千葉に30年在住。大学卒
業当時、第二次石油ショックの影響で世間は不況の
真っ只中。複数社の面接を受け何とか就職した先は商
品先物取引業界。

その営業ノルマの厳しさは周知の通りだが、持ち前の
行動力と粘り強さでメキメキと頭角を現し、26歳の時
に全社500名の営業社員でトップセールスとなり、年
収は1000万円を超える。

しかし、体調を崩し入院した事をきっかけに、これま
での価値観と人生が一変。人間の幸福には「幼児教
育」が大事だと確信し、日々研究に明け暮れ、ついに
自らのノウハウを体系化。



世界の子供の笑顔を実現する

“柴田メソッド ”

米国脳科学と発達心理学を元にした独自の柴
田メソッドを構築し、世界各国に配信中。累
計顧客数1,500名突破。

育児の悩みは千差万別です。それぞれの家庭
にはそれぞれの育児の方法があります。

その家庭に合った育児方法を探しだし、実践
してもらうことによって途方に暮れていたマ
マに希望を持ってもらい、泣き続けていたお
子様に飛びきりの笑顔を取り戻してもらって
います。

日本国内だけでなく世界各地でママと子供の
笑顔を広げています。

そして、あなたのお子様を世界の中心で活躍
する大人へと導きます。



日本初！ママの悩みを解決する

育児相談顧問契約

経験と勘を頼りに子育てしていた日本の現状。
そこに風穴を開けたのが日本で初めての育児
相談顧問契約。

脳科学と発達心理学に基づいてあなたの育児
を秒速で楽しい“仕事”に変えています。

また、“天才は天才の家からは生まれない”と
いう理念のもと、あなたのお子様をグローバ
ル社会でリーダーシップを取れるような大人
に育てるにはどのように育てればいいのかを
分かりやすく具体的にアドバイス。

小児科医や育児のプロからも驚きの目で見ら
れる柴田メソッドの子供たち。

IQ140は当たり前。IQ183やIQ170も出現。



「柴田育児アカデミー」
インストラクター養成

2014年7月柴田メソッドアカデミー設
立。柴田メソッドの専門家を養成。

柴田メソッドをご自分の子育てに取り
入れたママたちが、その成果を元に新
たに柴田メソッドを論理的に学んでい
ます。

その中から意欲のあるママは、コンサ
ルタントとして独立。すでに夫の収入
を上回るママも多数輩出。

アカデミー仲間が集まるオフ会も全国
で開催。



REALとWEBで世界に発信

柴田メソッドセミナー

子供の溢れ出る“好奇心”を満たす
ことで子供の意欲と集中力を伸ば
す柴田メソッド。

日本各地でセミナーを開催し、全
国の母親や父親に柴田メソッドの
素晴らしさ体感。

遠方や海外にはWEBセミナーを発
信。世界中どこにいても柴田メソ
ッドを学ぶことが可能。

柴田メソッドの裏付けを実例や研究結果を示して
解かりやすく解説。

webセミナーでも世界中に発信



「おかえり」と子供を迎え

られる在宅起業を支援中！

2010年よりアメブロで情報発信開始。他
の広告は一切使わず、アメーバ事務局の
幾度の記事削除にも耐えながら着々と売
上を伸ばす。

テキスト累計販売数も10,000部を突破。
日本で初めてのコンテンツ顧問契約者数
も累計800名。セミナー参加者数1000名。

などなどの実績を元に子育て中のママに
も在宅で収入が得られる方法を全面的に
バックアップ。

月収30万円以上を稼ぐママも続々誕生し
ています。



1.娘には、「いい加減にしろ！」とか「もう勝手にしろ！」とか怒りをぶつけてしまい、
怒りのあまり娘の前で、私が唸り声を上げながら自分の頭や太ももをボカボカ殴っている
姿を見せてしまい、娘を怯えさせて泣かせてしまいました。さらに、「もう嫌だ」と言っ
て、自分が押し入れに入って泣いたり。娘が私を追いかけて、泣きながら押し入れを開け
ようとしているのを見て、なんてダメな母親なんだと余計に泣けてきました。

柴田メソッドと出会う前

2.体調が悪すぎて、いつもの様に遊んでやれないときは、どんな
言葉かけをしてあげたらいいのでしょうか？こだわりは、この月
齢だからですか？私の気を引くためでしょうか？お時間のある時
で構いません。返信お待ちしています。

3.私自身、幼少時代は家族機能が働いていない育ちをしておりま
したので、我が子には同じ思いをさせたくないと育児には必至で
した。子供の前では、嘘でも夫婦仲良くしていたい。笑顔のママ
でいたい。この子にしてやれるうちは、全力でしてやりたい。し
かし、少し前に虐待しかねるような行動をとってしまい、私自身
アップアップでした。



久々の成長報告させてください。娘は１歳９か月になりました。まずは、す
ごく喋っています。２語文は当たり前。３語文も出ます。

「ごめんなしゃい」も最近言えるようになって、まずいことをしてしまったと思
うと、自分から言います。

運動能力もすごいです。毎日家の本棚に登って鍛えているおかげか、バ
ランス感覚がとても良く、公園の遊具でバランスを崩して危ないような場面
はほとんどありません。１歳児には無理そうな、はしご状の遊具もすいす
い登りますし、降ります。

見ているこっちの方が緊張します。ブランコも一人で乗り降りできます。こ
ぐのはまだ自分ではできませんが、周りのお姉ちゃんの真似をして、立ち
乗りもするようになりました。

それに器用で、たまに箸でごはんを食べたり、洗濯ばさみで上手にはさん
だり、自分でCDをセットしてリモコンで操作して聞いたりしています。

柴田メソッドを実践すると



さて、報告なのですが…ありすぎて困りました(((^_^;)

たった今なのですが、久し振りに積み木を持ってきたので（最近は絵本ばかりで
した）出してあげたら、あっという間に５つ積んでしまいました！

それから、小さな滑り台に挑戦したんですが、一度滑らせ、階段の位置を教えた
ら、階段を登る→滑るを繰り返すことができるようになりました。

他には、○のブロックを穴に落とす玩具も一日ずつ高度になり、赤ちゃんの学習
力のすごさにびっくりしました。

もしかして天才!?と夫婦で盛り上がっています(笑)

主人ともますます仲良しで、なんとこの間、二人で2時間ほど出掛けてくれまし
た。ありがたい限りです。

長くなってしまいましたが、どんどんお話したいことが出てきて困っています。
嬉しい悩みですね(*^^*)

柴田メソッドを実践すると



柴田メソッド発信中

柴田メソッドHP アカデミーweb講座

週刊メールマガジン

Facebook

Ameba blog オープン・セミナー アカデミー・セミナー

テキスト販売窓口

ニュースレター




