
2020 年セシリアからの手紙  

日本 MBL 協会は、米国 MBL 社の日本支部として発足し活動をしています。 

私、セシリア・ケスターは、22 年にわたり「特別な支援を必要とする人たちのためのブレインジム講座

（BG170 公式 4 日間コース）」を教えるために世界中を旅しています。現在、講座で使用するテキス

トは、13 ケ国語に翻訳され、その内容が多くの人たちに伝えられ広まりを見せています。日本において講

座を初めて開催したのは 2014 年で、たむらゆうこさん（NPO 法人日本教育キネシオロジー協会理事

長）に招聘して頂きました。 

私は講座のなかで、参加者が学ぶことの喜びを通じて、人生観がより豊かに変化していくことを目のあたり

にしてきました。参加者は、まず初めに周りの人（子供達）と、どのように関わっていくかについて学びます

が、徐々に心が開かれていくことで、私が想像した以上に素晴らしい成長を遂げる機会になることがしばし

ばあります。 

 

日本のみなさまは、私の講座やワークがいかにシンプルに提供されているか、ご存知のことと思います。この

4 年間で、3 人の BG170 インストラクターが日本には誕生しています。今後、米国 MBL 本部は、私が

考案したシンプルでありながら奥深いワークを提供するために、より多くの道を探す必要があると考えまし

た。そこで、特別支援者のための BG170 コースで提供した基本知識を、ビルディング・ブロック・アクティブ

ティー（BBA）と呼ばれる小さなプログラムとしてまとめました。そして、標準化された形式で、この内容を

教えることができるライセンスプログラムとして発展してきたのです。 

日本 MBL 協会は 2018 年に設立され、この協会は沢山の人達がムーブメント・ベース・ラーニングプログ

ラムを教えるためのライセンス取得できるようなシステムを提供しています。舞台裏の仕事は、計り知れな

いもので、現在理事含め協会で働いている人々により、MBL が日本で成功をおさめるための組織づくりが

ようやく出来上がりました。 

そして、現時点では日本 MBL 協会に所属する MBL インストラクターは 70 名になりました。私にとって、

インストラクターが優れた基準を維持していくことが最も重要な課題です。日本の皆様であれば、折り紙で

鶴を作るとすれば、正しい手順できちんと折り目をつけていかなければならないことはお分かりでしょう。もし

そうしなければ、別の作品である箱が出来てしまうかもしれません！ 

 

日本 MBL 協会は、MBL ワークショップを教えるための新規、更新ライセンスを取得する人たちをサポート

する為に設立された協会です。MBL の内容をより理解し提供できるようにインストラクターのためにサポー

ト講座も、協会主催で提供が始まっています。私は日本 MBＬ協会の人々の進展と継続的な多大な

努力に心から感謝しています。 

子供の人生に変化をもたらすために私達全員で行っているワークは、私達の住むコミュニティを支援しなが

ら生きているということです。私がいつも心にとめている素晴らしい言葉があります。 



「今から 100 年」 

どれだけ口座残高があったとか、どんな家に住んでいたとか、どんな車にのっていたのかは重要ではなく、子

供の人生においてどれほどの変化を生み出すことができたかが私にとって一番大切です。 

講座の最後にいつも私が言う言葉です。「Let us begin...」 さあ、みなさま始めましょう... 

 

MBL–Japan Association becomes a subsidiary of Movement Based Learning, Inc.–USA. 

 

I, Cecilia Koester, have now traveled the world teaching Brain Gym® for Special Needs, a four 

day workshop, for 22 years. My work has been translated into 13 different languages and has 

led me to many more countries. I was invited to teach in Japan by Yuko Tamura in 2014. I 

have watched people's lives unfold with the wonderment of learning.  When people first 

attend classes with me, they learn how to be present with another human being. Then, with 

this opening of the heart, comes opportunities for growth beyond what was first imagined. 

 

I have found the people of Japan to be deeply committed to the simplicity of the work that I 

offer. And within four years, three people became licensed to teach the four day Brain Gym® 

for Special Needs class. Subsequently, MBL–USA saw a need to explore more avenues to share 

the simple, yet profound work that I developed. The basic information that I shared in the 

Brain Gym® for Special Needs course, evolved into a sweet little package called the Building 

Block Activities.  A licensing program developed where people could teach this content in a 

standardized format.  

 

It was at this time that MBL–Japan Association was created.(20__) Aya, kindly fill in the blank. 

This Association provides a structure for many people to earn a license to teach the content 

of the Movement Based Learning program. The behind-the-scenes work has been immense 

and along with the people who now work in an administrative capacity, a structure has now 

been created for MBL to thrive in Japan.  

 

Presently, there are ___(Aya, fill in the number) licensed instructors in Japan of the MBL 

program and _____more who are stepping towards earning their license to teach.  

 

The structure is of utmost importance to me as it allows for the standard of excellence to be 

upheld. After all, every Japanese person comes to learn that if you want to make an origami 

bird, you must make the correct folds in the correct order or you might create an origami box! 



 

MBL–Japan Association is where the structure for Japan is created and people are supported 

to earn the license, or re-license, to teach the MBL workshop. Classes are also offered through 

this Association that provide support to become an effective instructor of the MBL material. 

 

I, Cecilia, am absolutely delighted with the progress and the continued hard work of the people 

at MBL–Japan Association! 

As we all work together to make a difference in the life of a child, we actually live in support 

of our community. And there is a wonderful saying that I live by: 

 

A Hundred Years From Now 

...it may not matter what my bank account was, the sort of house I lived in, or the kind of car 

I drove...but the work may be different because I was important in the life of a child. 

 

And as I say at the end of each workshop that I  teach: 

Let us begin... 

 


