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日本コーチ名鑑
コーチングバンク 登録コーチ プロファイル

あなたの人生にコーチングを！

コーチングバンクとは、 職業コーチとクライア ントとの出会いのマッ チングを行うサービスで す。
職業コーチとは、 コーチを行うことを専業であれ、副業であれ、対価を取って 行うもののことを言い
ます。 プロのコーチ、 という意味で す。 プロで すから一定の資格やス キルを持ち、守秘義務を守る
など、コーチとしての約束事を果たすことについて信頼で きます。

各登録コーチの詳しいプロフィールは、
下記、ウェブサイトをご覧ください。

http://www.coachingbank.com/

はじめに
日本コーチ名鑑をお手にとっていただいてありがとうございます。
コーチングバンクとは、職業コーチとクライアントとの出会いのマッチングを行うサイトです。
職業コーチとは、コーチを行うことを専業であれ、副業であれ、対価を取って行うもののことを
言います。プロのコーチ、という意味ですね。プロですから一定の資格やスキルを持ち、守秘義務
を守るなど、コーチとしての約束事を果たすことについて、信頼できます。
人生のさまざまな場面で、その目的にあったコーチング・プログラムを得られやすいように、さ
まざまなコーチを紹介することを目的としているサイトです。
多くの人がコーチングを人生に取り入れ、より豊かな人生・よりハイパフォーマンスな人生を送
ることができるようになることを願っています。
コーチングバンクでは、
「プログラム・コーチング」という考え方を取っています。子育ての神様
が企業の経営者に対するコーチングのプロであるとは限りません。コーチならなんでもいい、とい
うのではなく、あなたに合ったコーチを自分で選ぶため、コーチのプロフィールを掲載したものが
あれば便利なのに。そう考えて、このサイトは作られました。この「日本コーチ名鑑」は、その登
録コーチのうち、プロフィールを公開しているコーチのプロフィールを集めて冊子にしたものです。
皆様にぴったりのコーチに是非、めぐりあってください。
コーチングバンクではコーチとクライアントの橋渡しをしながら、よりよいプログラムを開発し
て参ります。ぜひ皆様、お気軽にご利用ください。
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登録コーチ紹介
登録コーチ（2023 年 1 月 6 日現在、517 名）
山口有紀子コーチ 井上礼子コーチ Juni Shimizu コーチ 渡邊真理コーチ 出口郁子コーチ 久保田恵子コーチ
土信田由利子コーチ Chika Bullock コーチ 大場枝里コーチ 北野まなみコーチ ヴィランティ牧野祝子コーチ 八島あつこコーチ
山田真伸コーチ 高野優子コーチ 船戸愛コーチ KaoriTeixeira コーチ 山本愛コーチ 井上正夫コーチ
高橋美希コーチ 生嶋幸子コーチ 松田美幸コーチ 福井俊治コーチ 秦公一コーチ 伊藤仁美コーチ
高橋一彰コーチ 熊澤典子コーチ 金岡祐介コーチ 秋山康二郎コーチ 黒栁育子コーチ 須田珠恵コーチ
黒澤千美コーチ 厚川ひろみコーチ 藤田治子コーチ 和光良一コーチ 大橋徹コーチ 斎藤浩コーチ
吉森浩一コーチ ホイスラー愛コーチ 関澤ゆりコーチ めがゆかこコーチ 渥美貴生コーチ 冷牟田直子コーチ
高原亜紀コーチ 平林秀滋コーチ 入江詩子コーチ 折原英明コーチ 関根由佳コーチ 平貞隆史コーチ
小林和彦コーチ 松本華哉コーチ 江口正勝コーチ 津村和寿コーチ 大原亜希コーチ 森田明彦コーチ
山本和宏コーチ 林原りかコーチ エルモア築山佳子コーチ 大野貴之コーチ 鈴木佳代子コーチ 高本由美子コーチ
大谷恭子コーチ 河合麻美コーチ 阿部聡子コーチ 越智友規コーチ 大坂和美コーチ 山本敏行コーチ
福田雅人コーチ 横山麻己子コーチ 木村和宏コーチ 油井秀人コーチ 櫻木友紀コーチ 福岡正一コーチ
手計仁志コーチ 斉藤知江子コーチ 飯野洋介コーチ 磯野茂コーチ 山本素子コーチ 深澤理恵コーチ
ありおかひでおコーチ 田辺さちえコーチ 石原瑶子コーチ 森琢也コーチ 丸本昭コーチ 遠藤良子コーチ
宮田純子コーチ 井口ゆきよコーチ 本田賢広コーチ 野口和馬コーチ 谷脇まゆみコーチ 堀正仁コーチ
秋田稲美コーチ 島崎湖コーチ 佐藤健コーチ 吉田英夫コーチ 中西実和コーチ 小笠原豊道コーチ
野田パメラコーチ 谷元重智コーチ 今井英貴コーチ 松尾奈緒コーチ 浅井真帆コーチ 今西正和コーチ
林美里コーチ 岸本行央コーチ 仲田明希子コーチ 土屋佳瑞コーチ 原田昌司コーチ どてうちまなみコーチ
良岡侑宙コーチ 西内華朱美コーチ かざまなほこコーチ 味岡律子コーチ 林亮太郎コーチ 赤穂圭子コーチ
伊藤ひろみコーチ 北島孝弘コーチ 岡俊宏コーチ 津野恵美子コーチ 渡辺千春コーチ 稲垣未来皇コーチ
みつはしあきこコーチ 桑原雅美コーチ 中尾仁美コーチ 大津達朗コーチ 渡辺照子コーチ 服部哲茂コーチ
砂村義雄コーチ 青木栄明コーチ砂川恵コーチ 稲葉直彦コーチ 高野慎吾コーチ 宮本敦子コーチ
谷雅之コーチ 眞橋今日子コーチ 福田真一人コーチ わかばやしゆかこコーチ 山原すすむコーチ 花岡司コーチ
鳥羽きよ子コーチ 大井きさこコーチ 水田真由美コーチ 井澤満美コーチ 垂水克己コーチ 渡辺一廣コーチ
茂木ゆういちコーチ 酒井秀介コーチ 長田純一コーチ 竹内正美コーチ 中村菜津子コーチ 松枝修コーチ
関口詩乃コーチ 五十嵐久コーチ 大野文仁コーチ 藤沢由美子コーチ 河西克彦コーチ 宍戸美香コーチ
和氣頼子コーチ 松枝由紀子コーチ 小泉正信コーチ 木村史子コーチ 中平次郎コーチ 倉田隆弘コーチ
笹崎久美子コーチ 荒木まさえコーチ 鈴木太一コーチ 武内範登コーチ 宮田知子コーチ 松下じゅんこコーチ
沢啓コーチ イチローコーチ 林紘子コーチ 中澤文美コーチ 國本絵美子コーチ 西村慶子コーチ
鈴木るみ子コーチ 石榑隆典コーチ 佐々木ユウココーチ 杉本英宣コーチ 川村ひとみコーチ 河口竜行コーチ
福島規久夫コーチ 小澤真理子コーチ 七倉廣香コーチ 熊谷まさかずコーチ 中川久美子コーチ 保志和美コーチ
谷岡賢一コーチ 大澤ゆう子コーチ 立石哲也コーチ 亀岡伸江コーチ 遠藤律コーチ 田中智子コーチ
しぎはらゆきコーチ 鴻池亜矢コーチ Kucoro コーチ 福井利恵コーチ 藤田美紀コーチ 青山鈞コーチ
鳥合紀代コーチ 伊藤勝彦コーチ モレッティ長舩夏子コーチ 大垣俊司コーチ 清水穰コーチ 松脇美千江コーチ
馬場陽一コーチ 矢沢たかのりコーチ 富川ようじコーチ 塩野貴美コーチ 木村友美コーチ 小森圭太コーチ
藤田由紀子コーチ 鈴木マグラクレン美保コーチ 山本喜平太コーチ 前田典子コーチ まつしたじんコーチ 渡部敦志コーチ
川口信光コーチ 浜島美樹コーチ 板倉由美子コーチ 和氣裕之コーチ 長岡繁仁コーチ 森大河コーチ
小林淳コーチ 小林英雄コーチ 黒田晴美コーチ 籠橋輝子コーチ 溜香世子コーチ 石崎舞子コーチ
小川由佳コーチ 坂上浩コーチ 松本亜樹子コーチ 加藤公也コーチ 山口麻利コーチ 加賀屋繁コーチ
鈴木安子コーチ いたにまゆコーチ 宇都宮勇治コーチ 多賀恵子コーチ 田中直子コーチ 新宅美樹コーチ
青木智子コーチ 山崎利子コーチ 中澤香織コーチ 高野まゆみコーチ 山田正和コーチ 天野春貴コーチ
原村和子コーチ 栂村雅美コーチ 渡辺朋子コーチ 庭田真理子コーチ 竹下哲司コーチ 田口宏美コーチ
ナカムラトモココーチ 金井郁子コーチ 壹岐公晴コーチ 北原寿コーチ 矢沢大輔コーチ 吉田裕美子コーチ
伊東治美コーチ 延原典和コーチ 世古詞一コーチ 薮内妙子コーチ 松浦聖子コーチ 田中敬子コーチ
甲斐誉司コーチ 渡辺久美子コーチ 富澤慎一コーチ 鈴木美智子コーチ 長谷川哲夫コーチ 林日奈コーチ
市原郷子コーチ 田中裕子コーチ 宇野紳一コーチ 長谷真子コーチ 土方奈々絵コーチ 加藤懸一コーチ
小泉邦明コーチ 上前拓也コーチ 相澤俊幸コーチ 高橋和子コーチ 落合拓人コーチ 谷川知コーチ
詫摩浩一コーチ 仲井圭二コーチ 神原雅人コーチ はっとりさちこコーチ 関口ひさ子コーチ 石谷二美枝コーチ
富永秀一コーチ 岩崎忍コーチ 寺尾真樹コーチ 林英利コーチ 中山北斗コーチ 山川紀子コーチ
水谷朋子コーチ 山田光一コーチ 山上晴美コーチ 弘中里佳コーチ 吉武利恵コーチ 小紫真由美コーチ
川本祥未コーチ 藤本薫コーチ 副島眞由美コーチ 葉月美香コーチ 大石稜子コーチ 山崎理恵コーチ
野口聡志コーチ 柴山良春コーチ 鈴木真奈美コーチ 小林弘司コーチ 若林睦子コーチ 山本茂樹コーチ
笠井和夫コーチ 野本果甫コーチ 高諒子コーチ 遠間毅コーチ 高橋澄子コーチ 前田しのコーチ
苅谷高宏コーチ 天笠淳コーチ 中村祥紀コーチ 曽根原秀典コーチ 小松エマコーチ 加島祐子コーチ
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松山繁博コーチ えりざコーチ 徳留せつ子コーチ 君塚由佳コーチ 林健太郎コーチ 庄司善彦コーチ
佐藤明香コーチ 小林真理子コーチ 谷益美コーチ 岩瀬玲コーチ 吉野晶子コーチ 相樂美和コーチ
飯村亮コーチ 服部兼一コーチ 白橋潤治コーチ 硲道子コーチ 北川秀子コーチ 太田恵美コーチ
渡辺安昭コーチ 高田寛美コーチ 内田優子コーチ 松栄英美子コーチ 藤本梨恵子コーチ 若狭喜弘コーチ
馬場真一コーチ 岩本啓コーチ 齋藤明子コーチ 鯨岡栄一郎コーチ 臼井良太コーチ 松原和代コーチ
粟谷裕子コーチ 松野かおるコーチ 土方良子コーチ 大川郁子コーチ 加藤典子コーチ 猪狩ゆみこコーチ
松原美里コーチ 久保田守コーチ 鈴木核コーチ 小林久美コーチ バリー・ナイツコーチ 板垣信二コーチ
南マーサコーチ 西村雅司コーチ 佐藤真一コーチ 福島智子コーチ 大洲早生李コーチ 高野潤一郎コーチ
田子千鶴子コーチ 三石美和コーチ 宮本美和子コーチ 鮎川詢裕子コーチ 安海玲子コーチ 荒木一美コーチ
中村公子コーチ 横田幹雄コーチ 棚瀬あづさコーチ 大迫香寿枝コーチ 高橋和平コーチ 石田恵介コーチ
畑さち子コーチ 大谷佳子コーチ 井上奈緒コーチ 若杉民世コーチ 萬谷純子コーチ 白石エリカコーチ
白石順子コーチ 五味鉄勝コーチ 小田秀幸コーチ 宮澤美恵子コーチ 森有規コーチ 中村航コーチ
守屋文貴コーチ 井手芳美コーチ 馬岡孝行コーチ 市村一よしなりコーチ 倉田みゆきコーチ 松本円摩コーチ
三木恵子コーチ 奥田裕子コーチ 岩田雅明コーチ 井上マリココーチ 中村雅子コーチ 沖本るり子コーチ
鱸伸子コーチ 梶博幸コーチ 佐藤創紀コーチ 紅緒コーチ 遊道直美コーチ 廣世紹瑛コーチ
竹田和矢コーチ 星山裕子コーチ 林忠之コーチ 鮫島宗哉コーチ 水田智士コーチ 坂本田鶴子コーチ
飯田和孝コーチ 島袋十史樹コーチ 橋本真由美コーチ 佐々木のり子コーチ 寺田由美コーチ 井上妙子コーチ
深谷志乃コーチ 松下弘幸コーチ 泉本竜太コーチ 新関裕二コーチ 高取しづかコーチ 太田枝理コーチ
滝井いづみコーチ 岩崎良雄コーチ 小林耕次コーチ 鈴木結子コーチ 小宮山真吾コーチ 安海将広コーチ
勝然武美コーチ 鹿子木進コーチ 岩下じゅんいちコーチ 小林一石コーチ 灰谷孝コーチ 市村富美恵コーチ
福良よしのコーチ 藤田潮コーチ 中村治美コーチ 最上輝未子コーチ 虫鹿恭正コーチ 森浩介コーチ
山本かおるコーチ 矢嶋美由希コーチ 長瀬勝美コーチ 井上美穂コーチ 蘇原利枝コーチ 浅沼真由美コーチ
石橋美や子コーチ 伊藤那美コーチ 山﨑みどりコーチ 根岸文コーチ 石川りつこコーチ 藤原恵津子コーチ
石井亜由美コーチ 安部斗与コーチ 山口真未コーチ 安澤直樹コーチ 鈴木孝佳コーチ 齊藤翠子コーチ
阿部みどりコーチ 中川宏司コーチ 大塚智史コーチ 児玉幸子コーチ 原島純一コーチ 高山葉子コーチ
葛巻直樹コーチ 平沢永子コーチ 高田天朗コーチ 保坂公美子コーチ 青木秀樹コーチ 平本幸久コーチ
原田さゆりコーチ 中村郁視コーチ 清水舞コーチ 須貝光一郎コーチ 山家正尚コーチ 長岡高生コーチ
秋元真由美コーチ 白石たかねコーチ 三角香代コーチ 荒井清勝コーチ 田辺信子コーチ 芳賀あゆみコーチ
十川智美コーチ 田淵真知子コーチ 木村健郎コーチ 岡本文宏コーチ 成田万寿美コーチ 斉藤真一郎コーチ
竹内義晴コーチ 坂本芳雄コーチ 秋間建人コーチ 大森隆コーチ 石川聡コーチ 田口愛味子コーチ
岩元佳子コーチ 水原真由美コーチ 友松恵子コーチ 西條恵理コーチ 原島敏郎コーチ 田中薫コーチ
鈴木輝子コーチ 角田知行コーチ 村上由美コーチ 多田雅彦コーチ 日比野俊之コーチ 完山剛コーチ
原口佳典コーチ
各登録コーチの詳しいプロフィールは、下記、ウェブサイトをご覧ください。
http://www.coachingbank.com/
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コーチングバンク・ファウンダー

原口佳典
株式会社コーチングバンク 代表取締役
ビズナレッジ株式会社 代表取締役
一般社団法人日本支援対話学会 代表理事
一般社団法人国際コーチング連盟日本支部 事務局長
アカデミック・コーチング学会 理事
一般社団法人ＥＭＳ 理事
International Coaching Federation（ICF）Member
応用情報技術者（AP-2010-04-01035）
ＩＴストラテジスト（ST-2012-10-00310）
特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会認定ファンド
レイザー
TLC 認定プラクティショナー
1971 年福岡県生まれ。愛知県立旭丘高等学校卒。早稲田大学第一文学部社会学専修（宗教社会学・物
語社会学） 卒業後、株式会社三省堂書店に入社。医学書販売を担当。その後、店舗設計に携わり新店を
開発した後、1999 年 2 月、インターネットの世界に魅力を感じ転身。
2000 年 1 月、デジハリ（デジタルハリウッド渋谷校）のウェブプロデューサーコースに一期生として参加、就
学中の 2000 年 5 月には図書館流通センター、日経ＢＰ、アスクル、富士通、日本経済新聞社、電通出資の
和製オンライン書店ｂｋ１にスタートアップメンバーとして入社。
退社後、2004 年 9 月より 2005 年 10 月まで弁護士を中心とした士業のワンストップサービスを提供する団
体、戦略法務研究会事務局長を務め、商法、個人情報保護法、不動産証券化、コンプライアンス、コンピテ
ンシー、事業承継、商標登録等のセミナーの企画・運営を行う。傍ら、明治大学起業家・ベンチャービジネ
ス人材養成コースに就学し、新規事業経営について学ぶ。2005 年 1 月 個人事業としてＩＴを活用したコン
サルティング事業を開始。2006 年 7 月 出版編集事業立ち上げに伴い、ビズナレッジ株式会社として法人
化。
2005 年 11 月より、国際コーチ連盟（ICF）が定める規定をクリアした認定プログラム（ACTP 認定プログラ
ム）である CTP（Coach Training Program）を受講開始、その後、3 年間で、のべ 1000 人以上のコーチ養成
に携わる。2006 年 9 月 コーチングバンクを開設、法人化して現在に至る。
一方で、1980 年代の米国経済の復活に寄与したとされる米国国家品質賞「マルコム・ボルドリッジ国家品
質賞（ＭＢ賞）」を範として 1995 年よりスタートしている日本経営品質賞にも取り組み、2006 年より経営品質
協議会認定セルフアセッサー、2008 年度より日本経営品質賞審査員、2009 年度より 2012 年度まで、経営
品質アセッサーフォーラム理事。2012 年度は、出版部会リーダーを務める。
2011 年よりコーチングの学問的探究とエビデンス収集のために、一般社団法人日本支援対話学会を設立、
代表理事となる。2013 年 8 月、国際コーチ連盟日本支部設立に際し、理事に就任。2015 年 8 月より事務
局長。2015 年 9 月、教育界へのコーチングの普及と研究を推進するために、アカデミック・コーチング学会
を設立、理事に就任。
2012 年より、株式会社キャリアクリエイツ監査役を務め、2014 年～2018 年 4 月は代表取締役として、研修
企画・教材開発・業務改善に携わる。2018 年 4 月株式会社両輪経営研究所取締役就任、2020 年 7 月より
代表取締役。
2018 年 10 月より、本質行動学を学ぶ社会人向けスクールである Essential Management School の立ち上
げに参画、2020 年 7 月より運営団体として設立された一般社団法人ＥＭＳの理事に就任。
講演・研修・セミナーも多数。著書に、『人の力を引き出す コーチング術』（平凡社新書 404）（2008 年 1
月）、『１００のキーワードで学ぶコーチング講座』（創元社）（2010 年 1 月）、共著に『コーチング心理学概論』
（ナカニシヤ出版）（2015 年 9 月）がある。
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公認会計士／エグゼクティブビジネスコーチ

完山 剛
公認会計士・税理士
昭和４０年８月に西宮で生まれる
高校卒業後、プロサーファーを目指し湘南に住む
２３歳で軌道修正し大学の通信教育で会計士の受験資格を得、
公認会計士２次試験に合格
監査法人朝日新和会計社（現あずさ監査法人）に入所 様々な
業種の会計監査及び経営指導に従事
平成６年、公認会計士３次試験に合格後、税理士登録 顧問先
０件から開業する
現在、顧問先数１２０件 従業員６名 毎期、増収増益を達成
経営計画の策定とその達成を追及すること十数年。中小企業の経営計画の達成の鍵は「社長力」にあり
それを伸ばすにはコーチングが有効であることを確信。
平成１７年１０月 コーチ２１ コーチトレーニングプログラムにてコーチングスキルの習得
平成１８年６月にコーチ＆ＣＯＡＣＨ（株）を設立
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言語聴覚士（Speech Therapist）／コーチ

村上由美
上智大学文学部心理学科卒業、国立身体障害者リハビリテーシ
ョンセンター学院聴能言語専門職員養成課程卒業。卒業後２年
間非常勤で様々な施設で勤務。全般的な言語聴覚士サービスに
ついて実務経験を積む。この間第一回言語聴覚士国家試験を受
験し、言語聴覚士資格取得。
その後、常勤で重症心身障害児施設の外来部門で発達障害児（広
汎性発達障害中心）
、肢体不自由児（脳性麻痺中心）の言語聴覚
療法や発達相談業務に従事。 2005 年重症心身障害児を退社後は
フリーで活動。発達障害関係の掲示板管理、原稿執筆、自治体
の発育・発達相談業務（委託派遣）、テレビ出演、セミナーや講
演などを行う。
資格
言語聴覚士（Speech Therapist）
日本言語聴覚士協会会員
日本支援対話学会学会員
認定コーチング・スペシャリスト®
医療コーチング研究会会員
コーチ歴
平成 17 年９月 コーチトレーニングプログラムにて学ぶ
その後発達障害関係や声のコーチングを行う
研修
山王教育研究所（心理臨床入門講座 I、ＩＩ）
国立精神・神経センター武蔵病院画像解析室（もの忘れ外来）
国立身体障害者リハビリテーションセンター病院（失語症、頭部外傷、グループ訓練）
東京小児療育病院（入所者グループ訓練、心理評価）
学会発表
2001 年 日本聴能言語学会「視知覚認知と聴覚認知に差のある小児の特徴と対応の検討」
2003 年 日本言語聴覚士協会「質問－応答関係が不良な症例 －問題の背景とその指導について－」
これからの目標
発達障害関係は平成 17 年に発達障害者支援法が施行され、平成 19 年度から特別支援教育が始まり
ました。しかしまだまだ理解が進んでおらず、特に成人当事者への支援が今後の課題になっていま
す。少しでも当事者とほかの立場の人たちにつながりが持てる役割ができたら、と考えています。
また、言語聴覚士のスキルはほかの業界の方にも役に立つものがあります。それを色々な形で発信
していけたら、と考えています。
コーチングにおけるモットー
モットーは自分に本音に気付き、次のステップへ踏み出せる勇気が持てるコーチングです。また自
分のコミュニケーションについて考えるきっかけになれば、と思っています。
コーチからのメッセージ
医療従事者同士のコミュニケーション状況の改善や医療従事者と患者さんやご家族たちとの距離を
縮める上でコーチングはとても大事なスキルだと考えています。
また療育経験のある発達障害当事者でもあり、言語聴覚士という支援職で働いてきた経験からより
よいコミュニケーションのスキルを身につけることの大切さや困難さを実感しています。その支援
にもコーチングのスキルが活用できることもあると考えています。
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コーチ

角田知行
一般財団法人 生涯学習開発財団 認定コーチ
社団法人 日本コーチ協会 会員
特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会 会員
＜略歴＞
1956 年東京生まれ。東京造形大学デザイン学科映像専攻卒業。そ
の後ソフトウエアエンジニアリングの世界に入り、システムエンジニ
アとして働き現在に至る。一方で、1983 年に集団討議手法の LENS
（ICA）、SR 手法（Self Reliance Supporting Method:小岩明）、LENS
（柴田祐作）に出会い、集団での合意形成や意思決定のプロセスに
興味を持つ。SR 手法をベースにした集団討議セッションのデザイン
およびファシリテーションを 1985 年より始める。1988 年より「問題解
決技法」「企画立案」「政策立案」などの研修講師を始める。さまざま
な集団討議セッションのファシリテーション経験、地域活性化ワークショップなどのファシリテーション経験を
経て、「個人の目標達成支援」に関心が向かい、コーチングに興味を持つ。
2006 年 2 月コーチ 21 の CTP プログラムを始める。2006 年 6 月クライアントとのコーチングセッションを始
める。
現在、東京の練馬区在住。

コーチからのメッセージ
私は、”ファウンデーション・コーチ”です。
自己基盤の確立とその強化を取り扱います。
自らの価値に従って
自分らしく生きたいと願うあなたの人間的成長を、
学習と行動を促す対話で支えます。
自分らしさを見つめ、
自分のスタイルを確立し、
自信を持って胸を張り未来に向かうあなたを
サポートします。
自分の強みを生かし、
自分が最も光り輝く舞台を手に入れることを
サポートします。
使命に目覚め、
あなたらしい命の使い道を見つけることを
応援します。
どんなにやっても疲れることなく夢中になれる、
そんな素敵な自分に出会う旅に
私と共にでかけましょう。
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講師／Professional Coach

鈴木輝子
青山学院大学経営学部卒業後、KIKKOMAN 海外マーケティング部
と EU 海外事業部で活躍し、 日欧の業界トップ企業のマネージャー
としてのキャリアを積む。
帰国後、大手広告代理店でプランナー＆プロデユ－サ－として活躍
しその後コンサルタントとして 企業人からプロフェッショナルとしての
飛躍を遂げる。
プロコーチとしてパーソナル（強味・価値・自己基盤・キャリア向上）
からビジネスまでのコーチングを独自に展開。
ベンチャー起業家や学生社長、２代目社長、事業承継などのコーチ
ングにも傾注し、コンサルタントや会計士など 数多くのクライアント
実績と共に解りやすく実践的なトップレベルのコーチとして高い好評
とリピーターを得ている。
コーチからのメッセージ
「夢や目標を実現したい、問題や悩みを解決したい！解っているけど行動や実行へ移せない」と思うあなた
のお話を 聴いて、あなたの強みを発見し、今の自分から一歩進み出すお手伝いをします。Your dream
comes true!
＜コーチングを通じ私が大切にしている事＞
１、あなたとの出会い
２、愛と尊敬と信頼
３、共感と応援
どんな人でも生まれながらにダメな人はいません。
生まれた時は無限の可能性と夢と希望に満ちていたはずの私ですが、家庭や周囲の環境が影響を及ぼし
た事もありました。
失敗や思いがけぬ事件や天変地異災害に見舞われ逆境に遭遇しましたが、周囲の人に助けられ自分の
気持ちと輝ける明日を信じ今日に至りました。
＜コーチングしている皆様からいただく声＞
１、「不思議と昔からの友人のように話ができる。」
２、「話を聴いてもらうと元気が出る。」
３、「話してみて、自分の気がつかない自分が発見できた、
今までの自分の気持や考え方が昨日と変わってきた。そして人間関係や問題に対する見方が良い方向へ
進んでいる。」等など。
一歩踏み出している皆様のお声を聞くと私は大変嬉しいです。
皆様の問題解決や成功が自分のこと以上に嬉しいです。
＜コーチングとの出会い＞
1990 年代に CNN のニュースでコーチの存在を知りコンサルタントに必要なコーチング要素に目覚める。
EU 海外勤務後、日本で希薄なコミュニケーション能力、人間関係を円滑にし高める必要性を実感しコーチ
ングを開始。
異文化コミュニケーションやボランテイアに参加している経験からも、マイノリテイ（弱者）や失敗・挫折から
立ち上がる 人をサポート。特に起業家・後継者・女性支援のプログラムに数多く参加しています。
＜私のモットー＞
あなたの夢や目標を実現したい・悩みや問題解決したいと思う答えは"あなた"の心の中にあります。
私はあなたの中に眠っている強みや答えを発見し、今のあなたが一歩前に進み出すお手伝いやサポート
をします。
コーチングを通じて新しい出会い・人の輪が広がる事にワクワクしています。
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メディカルコーチ、エグゼクティブコーチ

田中 薫
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
プロフェッショナル認定コーチ（ＰＣＣ）
日本コーチ協会正会員
日本コーチ協会北海道チャプター会員
医療コーチング研究会会員
接遇マナー(ビジネスマナー)研修講師
北里大学衛生学部卒業
臨床検査技師免許取得
神経生理学二級臨床病理士 資格取得
日本語支援コーディネーター
千葉県出身 北海道在住
現在は夫が理事長を努める医療法人の理事として、医療施設経営、医療スタッフ、事務スタッフのマネジメ
ントに従事している。
医療現場におけるコーチングの必要性を実感、確信し２００５年６月よりコーチ２１の CTP プログラムを履修。
また医療施設の接遇の重要性を認識し、(株)ツリー・オブ・ジェムズ主催の接遇研修講師養成講座を受講、
第１期卒業生。
現在はプロコーチ、そして接遇マナー(ビジネスマナー)研修講師として活動中。
経営者という視点と接遇マナー研修講師いう視点、そして２児の母としての３つの視点を持って、現在ビジ
ネスコーチング（コーポレートコーチ、エグゼクティブコーチ）、メディカルコーチングそして子育てコーチング
を実施しています。
その他、幼稚園、学校 PTA などで、先生方、保護者の方々対象にコーチングスキルを用いたコミュニケー
ション力アップセミナーを開催いたしております。
また、病院、銀行、一般企業に「好感度アップトレーニング」接遇マナー研修を行っています。
コーチからのメッセージ
私生活でも職場でも、もっとも豊かで自然な成功を手にしませんか？
人は夢を叶えるために生まれてきました。
挑戦を恐れず、向上心を持ってください。新しいステージが必ずあなたを待っています。
私はあなたを全力で応援します。
そして、あなたの力を信じ、サポートします。
“選ばれる医療施設を目指して”
医療施設が正確で高度な医療技術、情報を伝えるのは当たり前のことです。患者さまのことを一番に考え、
より良い医療を提供する場です。
医師、ナース、その他のコメディカルの知識、技術向上の他に人間的資質が問われる時代となりました。
医療従事者ひとりひとりがセルフコントロールする力を高め、接遇力を持つことにより、ホスピタリティのあ
る医療サービスを提供できると考えます。
また医療現場のコミュニケーションには、コーチングの応用が必要不可欠です。対患者さま、そして医療チ
ーム、あらゆる医療現場の人間関係にコーチングは有用です。
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有限会社 原島マネジメント研究所 代表取締役

原島敏郎
一般財団法人 生涯学習開発財団 認定プロフェッショナルコ
ーチ
株式会社コーチＡ CTP（ｺｰﾁ・ﾄﾚﾆﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）クラスコーチ
米国ＮＬＰ™協会認定マスタープラクティショナー
1980 年 青山学院大学 経営学部 卒業
1980 年 大日本製薬株式会社（現 大日本住友製薬株式会
社）入社
大阪支店 営業部（医薬品卸店担当 営業セールス）
1993 年 営業本部 営業推進部
（マーケティング戦略企画推進担当、全社企画『企業革新プロ
ジェクト』の営業部門リーダー としてプロジェクトメンバーを務
める）
1999 年 人事部 採用・研修担当（部長職）マネジャー
2005 年 住友製薬株式会社と合併。大日本住友製薬株式会社となる。
人事部 採用・人材開発マネジャー（部長職）
2006 年 退職
2008 年 有限会社 原島マネジメント研究所 代表取締役 就任
・コーチングをベースとしたマネジメント、リーダーシップ、キャリア開発などの企業研修講師。
・ビジネスを軌道に乗せたいと願っているビジネスパーソンの皆さん、特にエグゼクティブ、マネジャーの
方々を中心としたコーチを行っています。
コーチからのメッセージ
私たちは、2008 年から、企業の経営者、マネジャーの方々の「組織目標の達成」、「部下育成」、「チーム
ビルディング」をサポートしています。
環境の変化が激しい現在では、素早く環境の変化に対応していくことが必要になってきます。そのために、
だれしもがそれぞれの立場で、自ら考え判断し、行動し、また周りの人たちになんらかの影響を与え、目標
に向かって行動を促すリーダーシップを強化していくことが求められています。
私たちは「リーダーシップは開発できる」と考えています。
すべての人がリーダーシップのシーズをもっています。メンバーの人数だけリーダーシップのスタイルが
ある、とも言えます。
そこで、私たちは、コーチングを通じて、経営者やマネジャーの皆様一人ひとりの特性に合ったリーダーシ
ップを開発して、開花していただくことを目指しています。
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ネイチャーコーチ

西條恵理
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
ＩＳＤ個性心理學協会認定講師
日本メンター協会認定メンター
総合商社で外国為替予約を担当し、特に為替の変動が著しいときは異
様な雰囲気に包まれるという職場の中で経済の仕組みや社会の厳しさ
を教わることとなる。
1981 年 家業を継ぐことになった夫と共に、小樽に移住。生まれてはじめ
ての地方での生活に戸惑いながら家事、子育てに専念する。
思春期を迎えた息子の対応に悩んでいるときに個性心理學と出会い、１日にして息子の見方が変わるとい
う衝撃的体験をする。
その後、同じように子育てや家族問題で悩んでいる人の助けになればと 2003 年ＩＳＤ個性心理學協会認定
講師資格を取り、同時にコーチング、カウンセリング、ＮＬＰなどの勉強も始め、2004 年（一財）生涯学習開
発財団認定コーチ資格、2005 年日本メンター協会認定メンター資格を習得し、現在は一人でも多くの方に
自分の強み、そして人生の目的（使命）に気づいてもらい、社会、家庭、職場において輝いて生きることの
お手伝いをすべく、勢力的に活動をしている。
ネイチャーコーチング
個性心理学による個性診断（約１０３万６８００通りの統計の中から個性、能力、生き方を導き出します）を
参考に、自発的な行動を促進させるコミュニケーション・スキルやＮＬＰの手法を用いながらコンプレックス
や不安を“強み”や“やる気”に変え、生まれながらにして備わっている力を仕事や家庭において最大限に
発揮できるようサポートします。
個性心理學講座
「知らないと悲劇、知れば喜劇！」 子育て、人間関係（親子、嫁姑、夫婦、友人、職場 etc）からくるストレス
を愉しく解消できる実学です。1000 人以上の個性診断、リズムの検証をさせて頂き、個性心理學のすごさ
を日々実感しています。
【講座・研修】
小樽青年会議所・小樽市経友会・小樽倫理法人会・上川町・ホスピタリティー研修・小樽市小・中学校 そ
の他
【講
師】
道新カルチャーセンター： 「おもしろ自己発見」講座・ＩＳＤ個性心理學 初級・中級・上級・活用講座、コミュ
ニケーション・トレーニングセミナー、“子育て・個育て・心育て”講座
【その他の活動】
・パーソナルコーチング
・社内コーチング
・ＦＭおたる、ＦＭカルロス出演
コーチからのメッセージ
地球が自転して１日、月が地球を一周して１ヶ月、地球が太陽の周りを一周して一年。
地球は常に動いて歴史を刻んでいるのです。
自然界におけるすべての生きるものが、６０億とも言われる世界の人々も含め同じ時間、
同じ場所［軌道（オービット）上のポイント］で 生まれたものはいないという事実。
すべてのものが唯一無似の存在として生まれてきています。
わたしはお一人お一人の存在価値を大事にまだ意識化されていないその方の潜在能力に焦点を当
て、それを輝かせるお手伝いができたらと思っています。
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コーチ

友松恵子
東京都在住、技術コンサル会社にて技術・経営企画（人財戦略中
心）を経験、現在マーケティング・営業職に従事。
大阪府立大学 大学院 工学研究科 修了。
【コーチング 歴】
コーチング実績：クライアント数約 60 名・コーチング時間約 500 時
間
コーチ A の運営する CTP を受講（2006 年 5 月～2009 年 3 月）し、
2008 年 7 月～2011 年 4 月 コーチ A の運営するコーチトレーニング
プログラム（CTP）にてリーダシップへのコーチング活用支援に携わ
りました。
その後は、人の強みにこだわり、現在 Gallup 認定ストレングスコー
チ（2014 年 1 月認定／トレーニング 2013 年 5 月・2014 年 2 月受講）
として
・強みを活かしあうチームの構築
・リーダ・マネージャへの上記支援コーチング
・個人で強みを活かしたい方へのサポート
・専門職への自身の強み展開
・女性の能力発揮
・起業・独立ブランディング
をサポートしています。
【職 歴】
・マーケティング・営業職従事(2011- ):主に担当する 2 つのソリューションに関してマーケティング・セー
ルス・プリセールスを幅広く担当。 また、関連ソリューションのセールス・プリセールスとして業務範囲を広
げています。
現在の興味は、「本来の意味でのマーケティング」＝役に立つものを役に立つところに素早く届ける。
「営業プロセスの本当の意味での見える化」＝使える営業 TIPS を誰でもパくれる環境の構築。売れる
営業マンが何をしているかを可視化。組織としての営業。
現業・管理・営業とビジネスプロセスのそれぞれの現場を経験したことにより、実感を持って多角的な視野
で物事を捉えられる強みを得ましたので、如何に現役割・コーチングに意識的に活かし、さらに活用すると
いうこともテーマです。
・人財開発担当者(2007-2011):人事・経営企画系部署にて人財関係を担当。
傍ら社内風土改革・社内コミュニケーションのバージョンアップも手掛ける。
この時の興味は、社員が生き生きと働ける環境・管理系部門の付加価値とは。経営とは何をする機能か。
・エンジニアリングコンサル (1998-2007):OR（オペレーションズリサーチ）を用いた研究開発の技術支援、
意思決定支援関連を経て、 製造業ビジネスプロセスに対する工学的課題解決の仕事に従事。
このときの興味は。。。顧客要件の自由度が高く、短納期であった経験から、 顧客要求を満たすための
開発手法およびチームの力を引き出すコミュニケーション。
（アジャイルとか好きです。野中郁次郎先生など好きです。）
【その他興味があること】
自然・スキー・対話の力・雑談・人
【コーチングにおける特徴】
ニュートラルに聞く姿勢・セカンドクエスチョンによる背景の深堀
ブレスト・情報提供パートナーとして。
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コーチ

水原真由美
株式会社ニューベル・フルール代表
ソワンドゥボーテ オーナー
一般財団法人 生涯学習開発財団認定コーチ
日本アロマ協会認定コーディネーター
日本アロマ協会認定インストラクター
英語教室 Ｅｎｇｌｉｓｈ Ａｃａｄｅｍｙ 運営
ＮＹの某カレッジで会計学、心理学を学ぶ 卒業後帰国
１９９８年～、国内大手電子機器メーカーにて海外取引業務（１０カ
国を担当）、アテンド通訳、会議通訳、翻訳業務
２０００年～、外資系ＩＴコンサルタント会社にてシステムの導入、物
流システムの構築、主にＳＡＰを用いてのコンサルタント業務
２００２年～、国内経営コンサルタント会社にて経営企画担当、営業、
立地開発業務等
２００３年～、英語教室運営
２００５年～、株式会社ニューベル・フルール設立、代表取締役
自身が、激務とストレスフルな職場環境で体調を崩したこともあり、その経験からスパ、癒しフリークに。海
外、国内の様々なリゾート、スパ施設を巡る。
その中で良い物を日本でも紹介したいと自身もスリランカにて国家医師とアーユルベーダのトレーニング、
ハワイで日本の芸能人を多数施術している著名なクロアチア人博士号保持漢方医からロミロミ、ホットスト
ーンを学ぶ。
その他インドネシアでバリニーズマッサージを学び、先生も呼び寄せてスタッフにトレーニング、愛知県蒲
郡市に高級スパサロン soins de beaute をオープン。
心理学、コーチングスキル、アロマオイルを取り入れたカウンセリングで心と体のバランスを維持し、ストレ
スフルな状態を提供している。
愛知万博の時には翻訳者としてパンフレット製作に携わる
2005 年よりＣＴＰで学習を開始。スパサロンに来店されるお客様のお話が単なる悩み相談や愚痴に終わら
ず、会話の中で前向きに自分と向き合い、自分を好きになれるように、内面から美しくなるような接遇を目
指している。
コーチとしては、英語でコーチングしたい人、英語関係の仕事につきたい人、留学したい人、英語を学力ア
ップしたい人向けコーチ、また、日本の男性に対し、自分に自信を持ってもらい、女性と上手に付き合える
素敵な男性になるためのコーチングを扱っている。
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Bright Assist(ブライトアシスト)代表／「あい塾」「創業寺子屋」主
宰／広島県中小企業応援センター登録専門家（コーチング）

岩元佳子
文部科学省所管(一財)生涯学習開発財団認定コーチ
ＮＰＯ法人ハロードリーム認定
笑顔のコーチングファシリテーター
・ＩＣＦ（国際コーチ連盟）会員
・日本コーチ協会正会員
・日本コーチ協会広島チャプター役員
・日本コーチ協会神奈川チャプター会員
・日本選択理論心理学会会員
徳島大学教育学部卒業 教育学士
基礎医学、心理学、カウンセリング、教育原理等、教育と心身両
面の健康を専攻。
雇用促進事業団（現 雇用・能力開発機構）を夫の転勤のため退職後、派遣社員として幅広い職業体験を
持つ。
(建設・サービス・医療・教育・金融・電気機器業界)
1996 年独立 SOHO スタイルで、オフィスワーク系業務に従事。
(文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、人・法人のデータベース作成等)
2005 年コーチトレーニングプログラム受講、実務経験を経てコーチとなる。
2006 年 NLP 講座受講
2007 年交流分析講座受講
2007 年選択理論心理学・リアリティセラピー講座修了
教育分野では
2001 年～現在 学校教育ボランティアとして活動。
2007 年川崎市学校教育ボランティアコーディネーターとして、児童生徒の学校生活を支援。
夫の転勤に伴い転宅を重ね、現在は広島市在住。広島チャプター設立に参画。二児の母。
《講演等》
※守秘義務契約のため、コーチとしてのクライアント企業、団体名等は除外しています
2006 年
川崎市立小学校で児童を対象に、コミュニケーションレクチャー
2007 年 4 月「学校教育にコーチングを」研修事例発表
2007 年度 川崎市立小学校 PTA 家庭教育学級主催コミュニケーション講座開催
2008 年 1 月 学校教育について NPO 法人で講演
2008 年 2 月 選択理論心理学レクチャー
2009 年～ 香川県高松市私立幼稚園「ハピネスファミリー講座」連続開催
2009 年 6 月 広島市立中学校 「聴き上手でこどものやる気スイッチを探す」
2010 年 3 月 広島市東区 「対話で見つける自分の子育て
～築きと気づきのワークショップ～」
2010 年 7 月 高知県香美市「聴き上手になってこどものやる気スイッチを探す」
2010 年 12 月 県介護福祉士会「笑顔のコーチング」
《講座》
2009 年 11 月 創業塾 09 広島（現在の創業寺子屋）勉強会開始
2010 年 あい塾スタート
《事例掲載書籍》
『続・いのちの記念日』（恒友出版）
『人の力を引き出すコーチング術』(原口佳典著・平凡社新書)
『100 のキーワードで学ぶコーチング講座』(原口佳典著・創元社)
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キャリアカウンセラー／ストーリーデザイナー

田口愛味子
埼玉県出身、東京都在住。
システム開発会社に就職し、システムエンジニア(SE)として Web
アプリケーション開発・保守を手がける。
ホンネでキャリアを語り合う場の重要さを感じ、コミュニケーショ
ン手法としてのコーチングに興味を持つ。
人事部に社内転職し、仕事の愉しさを引き出す仕組み創りに取
組む。
同時に、関わる場のあちこちで“当事者として動き出したい”テー
マを抱える方・コミュニティに関わる。
「SE(しくみエンジニア)」「かかりつけコーチ」「メンテナンスコー
チ」「ストーリーデザイナー」として活動する。
2006 年 12 月 (一財)生涯学習認定財団「認定コーチ」取得
2008 年 1 月 米国 CCE,Inc.認定 GCDF-Japan キャリアカウンセ
ラー取得
2008 年 9 月 ProMAC 2008(アジア・パシフィック最大級のプロジェクトマネジメント国際学会)にて論文発表
2009 年 8 月 関西学院大学大学院にて高度 IT キャリアについての講義を担当
2009 年 10 月 ProMAC Symposium 2009 にて論文発表
企業内コーチコミュニティ(JICCC)、学習する組織(SoL Japan)、ワールドカフェ運営チーム「DUQ(ダック)」な
ど、非営利活動にも複数参画している。
セッション時間累積：175 時間(2009 年 11 月末)
取得資格
(一財)生涯学習認定財団「認定コーチ」
米国 CCE,Inc.認定 GCDF-Japan キャリアカウンセラー
社会保険労務士
他、スキューバダイビング(SSI マスターダイバー)、情報処理技術者(AE など)、FP3 級プロジェクトマネジメ
ント学会員
双六（Step＆Goal 録）ワークショップ普及委員会代表
コーチングスタイル
「変化」や「目標」は、実は私自身が無意識に避けていた言葉です。
キャリアの転換期に「今の自分ができること」を繰り返し自分に問い続けてから、自然と使える言葉になっ
ていました。
コーチングを知った時、すぐに納得できたのはこのような体験をしているからでしょう。
「変化」を迎えるとき、自信を特別優れた存在や、運命に流される弱者・被害者と思うこともあるでしょう。
どうぞ率直な想いを吐き出してください。
そして、深呼吸して思い出してください。
確かな約束の下に真摯な聴き手に話をすること。
それだけで【本当にありたい未来】を思い出し、【そのための行動】のステップに集中できることを。
私のコーチングは、「聴ききる」「本当にありたい姿に焦点をあてる」を特に意識しています。
もやもやした考えを整理したい、自分が大事にするものをはっきりさせたい、という方に特にお勧めです。
“静かな夜、月明かりがほのかに照らす場で、考え・行動をメンテナンスする”
そんな時間を持ちたい方、ぜひご連絡ください。
「かかりつけコーチ」として本当にバランスのとれた“充実”人生へのストーリー創りを照らしていきます。
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コーチ

石川 聡
一般財団法人 生涯学習開発財団認定コーチ
ＰＨＰ認定ビジネスコーチ
（株）コーチ・エィ ＣＴＰクラスコーチ
日本交流分析協会認定交流分析士
ＮＬＰプラクティショナー
ＶＯＩＣＥ社公認ソース・トレーナー
ＪＩＰＣＣ認定キャリア・コンサルタント
ＪＩＰＣＣ認定キャリア・カウンセラー
日本ファシリテーション協会員
２００４年まで長年に渡りメカの設計一筋の人生を送っていました。
半導体と自動車部品のメカ設計を行い、常に最先端の開発に携わってきました。将来的には人材育成の
仕事をしていきたいと考えていたので仕事の傍らコーチングや心理学やコミュニケーションについて勉強を
していました。設計業務で自律神経失調症になった事を機に独立を決意して２００５年よりフリーとして活動
を開始しました。
長年の設計経験から論理的な思考と分析力、そして何も無い状態から何かを創ることが得意なので社員
研修でもコーチングでも目的や意図を明確にした対応が出来ます。そして軸をしっかり持っているので、障
害に左右されないとく強みも持ち合わせています。
更には心理学やメンタルヘルスなども学び実践しているので、心のサポートも得意とするバランスの取れ
た対応ができます。
２００３年８月よりＣＴＰ受講、その後数々の資格を取得する。基礎的な事から追うよう的な面までを体系的
に学び実践しているので質の高いサービスが提供できます。
クライアントさんからは常に高い評価を頂いており、費用対効果は相当高いと言えます。気持ちを大切に
扱いながら行動に移し結果が出せます。
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プロフェッショナルコーチ

大森 隆
国際コーチ連盟（ICF）プロフェッショナル認定コーチ（PCC）
コーチングスケイプ代表
1966 年、東京都目黒区出身。
大学卒業後、オリベッティ社（伊）の日本法人に入社。セールス理論
に基づく営業教育を受け、営業部門で金融機関向けのシステムの
販売を担当。その後ノベル社（米）の日本法人に転職し、組み込み
型ＯＳやネットワークシステムのＯＥＭ営業を経験。新製品の販売で
No.1 を獲得し、米国本社にて表彰を受ける。
30 歳でサン・マイクロシステム社（米）の日本法人に転職。パートナービジネス、法人顧客等に向けて大型
機器の商談を担当。8 年間の営業活動の後、企画部門に異動しセールス管理手法の社内導入に携わる。
人材開発部門に志願し異動。アジア地域部門のトレーニングマネージャとして活動し、コーチングスキル研
修、リーダーシップスキル研修、セールススキル研修などの企画立案、自ら研修講師を務めた。この頃に
コーチングとで合い、国際コーチ連盟認定のコーチ養成プログラム（ACTP）を修了。2008 年末に独立し、コ
ーチングを中心としたビジネスを展開。2015 年から 2 年間、国際コーチ連盟日本支部の理事に就任。現在
もコーチならびに研修講師として活躍中。2020 年から独自プログラム「コーチングスケイプ 2.0 スタンダー
ド」を開講。
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アスリートコーチ／学生コーチ

秋間建人
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
神奈川県 横浜市在住
NPO 法人日本コーチ協会 神奈川チャプター アスリート部会 理
事
無限責任中間法人 LabIT 代表

【特記事項、表彰・奨励事項】
有 限 責 任 中 間 法 人 Mozilla Japan 【 Mozilla 24 ～ Worldwide
Continuous Event～】 第 1 号パートナー
経済産業省後援ドリームゲート起業家密着鞄持ちインターンシップ
3 期生 【株式会社 DeNA 南場智子社長】配属
Atlantide Organisation Internationale 主催 “サハラマラソン”大会
砂漠地帯 230km レースを完走
金融系コンテスト 【Share-Project】 AM (Asset Management) コース チーム準優勝
特定非営利活動法人 SpringWater 主催 ビジネスプランコンテスト 【Ｗ-TRIGGER】チーム優勝
CVS Leadership Institute 主催 海外研修・実践型セミナー CVS プログラム 8th チーム準優勝
「開かれた法政 21」奨学・奨励金制度（学術・文化奨励金） 全法大生より 15 名選抜の一人として授賞
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ主催 ベンチャーキャピタリスト塾 第一期塾生
アウンコンサルティング株式会社 主催 第一回 SEO コンテスト【改善提案部門】 特別賞受賞
株式会社デジタルフォレスト 主催 第一回 学生 Web コンサルティング選手権 第 4 位 敢闘賞受賞
【私とコーチングとの出逢い】
学生時代の私は、他人とのコミュニケーションにコンプレックスを抱くほど上手に人と接することが出来ませ
んでした。今振り返ってみると、ある意味で、人と接することに対して、恐怖感や疲労感があったのかもしれ
ません。どうすればもっと人に近づけるのか?!どうすれば人をもっと好きになれるか?!悩みに悩み尽くした先
に”コーチング”との出逢いがありました。
私は自信のコンプレックスを解消すべく、様々な交流会に参加していました。その過程で、もっともコミュニ
ケーション能力があると私が客観的に感じたのが”コーチ”を名乗る方々の人物像でした。コーチと言う役
割、職業、資格、存在を知った私は、それから 100 名余りのコーチとの出逢いを重ねました。
出逢いを重ねると同時にコーチングの勉強を継続し、若干 21 歳で、コーチングのプロ資格修得に至りまし
た。当時、現役の大学生としてプロ資格を持ってコーチ業をしていた存在は、日本に 10 人といない人材とし
て貴重な存在でした。
【現在の私】
学生時代にプロ資格を修得し、プロコーチとしてのキャリアを積んできました。現在では外資系 IT コンサル
ファームで IT コンサルタントを名乗る傍ら、若手向けのコーチとしても継続的にコーチ活動をしています。学
生時代では特に、IT 業界・Web 業界での活動が目覚しく、表彰を受けることもありました。そのため IT 業
界・Web 業界の人脈そしてそのネットワークからくる情報には定評があります。これらのバックグラウンドは
クライアントとなる方々にとって有益なチャンスを提供できるリソースを私が持っていることを意味します。
「ＳｔｒｅｎｇｔｈｓFｉｎｄｅｒ」によって分析された私の強みは、【Command/指令性】・【Deliberative/慎重さ】・
【Restorative/回復志向】・【Individualization/個別化】・【Activator/活発性】です。一見すると、対比した内
容が内在する私の様な人物像は、日本人には珍しく、10 万人に一人にいるかいないかという貴重な”強
み”を持つ人物像だとのことです。
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コーチ／公認会計士

坂本芳雄
昭和 25 年岡山県に生まれる。
隣町出身の偉人、仁科芳雄博士から命名。
私立金光学園中学・高校卒、早稲田大学政治経済学部経済学科を
5 年で卒業。
山一証券 2 年余りで退職。妻、子一人で公認会計士二次試験に臨
むも 1 回目不合格。2 回目の受験で運良く合格、その間長男誕生。3
次試験筆記合格、面接試験の前々日、盲腸で入院、手術。筆記免
除の面接にて 3 次試験合格、晴れて公認会計士登録。
坂本公認会計士事務所、坂本芳雄税理士事務所、岡山にて開業。
中央監査法人(中央青山監査法人)岡山事務所創設に参加、社員に
岡山、鳥取の上場支援、監査を行う。5 年余りで監査法人退職。
コンサルティング(株)アクトオン設立。
江川税理士事務所承継。
税理士法人ほつま会計事務所設立、5 年で後進に税理士事業を譲ることを計画。
平成 15 年より全国一の宮巡拝始める。
平成 17 年、コーチングと出会う。
コーチング・ラボ・ウエストにて事業としてのコーチングを学びながら、同時に事業展開。
2 年後(平成 19 年末)で税理士業務完全引退。
2003 年、53 歳の時、5 年で会計事務所を後進に譲る計画をスタート。その途中、コーチングに出会う。
2005 年京都のコーチング・ラボ・ウエストにてプロ・コーチ養成講座を受講。
公認会計士の経験にコーチングを取り入れたコンサルテーションを提供。中でも事業承継を目に見えるも
のの承継のみではなく、「見えないもの」の承継の大切さに視点をおいた「二世代コーチング（親子事業承
継コーチング）」に取り組む。
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ビジネスコーチ

竹内義晴
一般財団法人 生涯学習開発財団 認定コーチ
米国 NLP 協会認定 NLP トレーナー
IT コーディネータ協会認定 IT コーディネータ
特定非営利活動法人しごとのみらい 理事長。ビジネスコーチ、コミ
ュニケーションコンサルタント。
自動車メーカー勤務、ソフトウエア開発エンジニア、同管理職を経て、
現職。エンジニア時代に過大なプレッシャーを受け、大好きだった仕
事が「楽しくない」と感じるようになる。目標管理や叱咤激励だけでは
仕事やチームの成果が上がらず、精神的なストレスを抱えたスタッ
フが増えることを痛感。コーチングや心理学などのコミュニケーショ
ン手法を身に着け、現場で実践。自発的なスタッフが育ち、顧客から
も評価されるようになる。ビジネスコーチとして独立後、「一人ひとりのしごとが楽しくなれば、チームが活発
になり、ビジネスにも影響を与える」という考えのもと、NPO 法人しごとのみらいを設立。カウンセリングやコ
ーチングを行うほか、誰でも簡単に相手の本音をヒアリングでき、望ましい姿にリードできる、チャートを使
った独自のコミュニケーション手法「トライアングルコミュニケーションモデル」を考案。コミュニケーションの
専門家として、研修、講演、執筆活動を行っている。著書に『「職場がツライ」を変える会話のチカラ』がある。
コーチからのメッセージ
時代の大きな流れの中で、過大な仕事のプレッシャーや厳しいノルマなどにより、肉体的・精神的に疲れて
いる方が増えています。ひょっとしたらあなたも、目の前に大きな壁があるのかもしれません。「本当はもっ
と、自分らしく仕事がしたい！でも……」理想と現実との間でお悩みかもしれません。
もしあなたが、中小企業の経営者やリーダー層の方でしたら、伸びない売り上げ、まとまらない社員やメン
バーに頭を抱えていることでしょう。それはまるで、先が見えない真っ白な霧に包まれているような感覚か
もしれません。「本当は、社員と一丸になって、楽しくワクワク仕事ができる会社にしたい！」「もっと売り上
げを上げ、社会に貢献したい！」とお思いでしょう。けれども、なかなか思うように進まない……そのような
課題を抱えているかもしれません。
もしあなたが、これからビジネスを始めたい、新たな事業を展開しようと思っているなら、夢を描くとワクワク
してくるでしょう。一方、「本当にうまくいくのか」「家族を路頭に迷わすことはないか」「具体的にどんな手段
でビジネスを展開していけばいいのか」など、さまざまな不安にさいなまれているかもしれません。
その気持ち、よくわかります。私も過大なプレッシャーでツライ経験をしたことがありますし、一人のリーダー、
経営者として過ごしてきた中で、夢を描くとワクワクするけれど、なかなか思い通りに進まない――という体
験を積みながら、これまでやってきました。
今の状況がどんな状況であれ、近い将来から「今のあなた」を眺めたとき「あ～、あのときのおかげで
……」と思える日が必ず来ます。ストレスが癒されたとき、モチベーションが上がったとき、あなたのビジネ
スが多くの人に知られ軌道に乗ってきたとき、今の苦労は、実は「大きなギフト」であったということに、いず
れ気が付く日が来るでしょう。
その日が一日でも早く訪れるように、あなたのお手伝いができれば幸いです。
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プロフェッショナル・コーチ／キャリア・コンサルタント

斉藤真一郎
米国ＣＴＩ認定 プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ（CPCC）
Dr.Kataria School of Laughter Yoga 認定
ラフターヨガ ティーチャー、リーダー
2 級キャリア・コンサルティング技能士（国家資格）
日本キャリア開発協会認定 ＣＤＡ
松下電送（現パナソニック コミュニケーションズ）、 セイコーエプソン
にて、海外営業に従事し、海外駐在を経験。デルコンピュータ（現デ
ル）で営業推進室を立ち上げ、セールス・マーケティング、セールス・
オペレーションに従事。コンパックコンピュータ（現日本ヒューレット・
パッカード）では、プロダクト・マーケティング、セールス・マーケティン
グ、 営業推進・ 管理を担当。
2000 年、企業間電子商取引のソフト開発・販売ベンチャー企業のコマースセンターにストラテジックマー
ケティング部長、営業管理部長 として、同社の立ち上げをサポート。２００２年３月、人事・人材コンサルテ
ィング会社のインタｰブリッジ株式会社を設立し、キャリア・コンサルティング、経営に従事。
現在は、オフィス斉藤で企業向けコーチング・サービス（個別型、グループ型）、個人向けコーチング・サー
ビス、コミュニケーション・スキル研修講師、キャリア開発研修講師、組織マネジメントコンサルティング、ま
た人材サービス会社にてキャリア・コンサルタント （主に外資、国内 IT 企業へのキャリア・コンサルティン
グを担当）として活躍。
組織として、2000 人、28000 人、100 人、350 人、1000 人、3500 人、15 人、２人と企業規模は５ケタ～１ケタ
の経験。交渉相手として欧米人はもとより、中国人、インド人、アラビア人、イスラエル人等と関わった国際
ビジネス経験と外国人マネジメント経験。国内 IT 企業 （２社）、外資 IT 企業（２社）、ベンチャー企業での就
業経験。２回の企業合併経験、また起業を経験。様々なビジネスシーンに遭遇し、その経験は多岐に及ぶ。
ミッションとして「瞳の輝いた人をこの世に送り出す！」を掲げている。
2004 年、CTI ジャパン応用コース、2006 年資格コース修了。2004 年、コーチングの普及、実践を目指し、
活動団体であるコーチング・フェローズを設立し、ボランティアで、コーチング勉強会（初心者向け）を毎月
開催。
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コーチ

成田万寿美
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
（株）コーチ・エィ コーチ・トレーニング・プログラム（CTP) クラスコー
チ
出身 大阪府
血液型 O 型
星座 射手座
経歴 株式会社リクルート在職中により演技・発声・アクセント等を学
び、同社退職後、テレビラジオ番組の司会、キャスター、パーソナリ
ティーとして、硬軟幅広く活動。
現在は主にビジネス＆パーソナルコーチとして活動。
好きなこと
陶芸、水泳、ダイビング、フラメンコ舞踊、着物、美味しい食事とお酒、料理
過去の代表番組
テレビ朝日系列 「金子信雄の楽しい夕食」 司会進行、料理アシスタント
日本テレビ系列 「これが問題！土曜 8 時」 メインキャスター
読売テレビ 「ニュースワイド TODAY」 夕方 6 時 月～金のメインキャスター
テレビ朝日系列 「スーパーJ チャンネル」 リポート
テレビ朝日系列 「サンデープロジェクト」 中継リポート
KBS 京都 「シリーズ討論・京都があぶない」 司会
読売テレビ 「報道特別番組」 総合司会
NHK 「中学校特別シリーズ・歴史～明治政府と改革」 司会・ナレーション
その他： ドキュメンタリー番組、情報番組、ラジオパーソナリティー、新聞・雑誌掲載リポート・インタビュー、
各種イベント司会 等
コーチからのメッセージ
成田万寿美のコーチング
コーチングが、日々の生活に効果をもたらします！
夢について聞かせて下さい。話しているとワクワクしてきて元気が出ます。
気がつけば何でも話している、とよく言われます。安心して話してもらえる雰囲気づくりが得意です。
あなたも気づかなかった自分に気づいてもらえるよう、効果的な質問と正直なフィードバックをします。
目標が明確になり、行動したくなります。
漠然と考えていたことが具体的になり、頭の中がクリアになります。
弱点を克服することより、あなたの強みに焦点をあてます。その方が楽に早くゴールに到達できますから。
ゴールまでのプロセスも楽しみたいものです。
あなたにしかない能力、魅力があると信じています。あなたと私も違います。あなたが自分らしく生きること
をサポートします。
部下・上司の気持ちが理解しやすくなります。職場や家庭のコミュニケーションが変わります。
私のポリシー
コーチ・成田万寿美が大切にしている姿勢です。
コーチングはテクニックだけでは機能しません。信頼関係を築くことが大切です。
クライアントの価値観、思考を尊重したテーラーメイドのコーチングを行います。
クライアントとコーチは対等なパートナーであり、クライアントの成功を喜びとし、共に成長の機会にします。
＊ コーチは、クライアントの個人情報（コーチを受けている事実、セッション中で話されたすべての情報を
含む）に対して守秘義務を有するものとし、この義務を厳守するものとします。
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小さなお店の経営者様専門ビジネスコーチ

岡本文宏
（一財）生涯教育開発財団認定コーチ
１９６６年８月生まれ
大学卒業後、アパレル専門店全国チェーン本部に入社
在籍期間７年の間に店長、バイヤー、商品企画、地区統括マネージ
ャーを担当
店長時代には１年で売上を１億円アップし、売上全国 NO.1 となる。
１９９８年 同社退社後、セブンイレブンを開業（その後７年間経営）
２００３年 研修講師、ビジネスコーチとしての活動開始
２００４年 店舗の経営権を返還し、コーチ専業となる
２００５年 神戸市でコーチングオフィス『メンタルチャージＩＳＣ研究
所』を開業
２００８年 神戸市振興財団 登録専門家 認定
２００９年 著書『もう人で悩みたくない！店長のための採る・育てる技術』日本実業出版より出版
２０１０年 雑誌『商業界』、『美容の経営プラン』にて執筆
コーチからのメッセージ
どれだけ、多くのビジネス書を読み、数々のセミナーに出席し、売上げを上げるノウハウを学んだとしても、
学んだことをお店で、活かすことができなければ、費やしてきた貴重なお金と時間は無駄になりますよね。
朝から晩まで一生懸命に働いていたとしても、お店の中に儲けのしくみが作れていないと売上げを継続的
に上げていくことはできません。
じゃあ、どうすればいいの？
その答えを、お伝えする前に、少しだけ、私の自己紹介をさせていただいても宜しいでしょうか？
私は、ビジネスコーチになる前は、大手コンビニエンスストアーの加盟店を経営していました。
フランチャイズ加盟店でありながら、独自の売場作り、顧客作り法を作り上げ、立地条件に、決して恵まれ
ていたというわけではないのですが、売上げも好調に推移していました。
そのときのユニークな経営手法は、日経流通新聞ＭＪや三笠書房刊のムック本などにも取り上げられ、マ
スコミからも注目されていました。
コンビニエンスストアー経営の終盤戦のころから、あることをきっかけとして、小さなお店の経営者様に、経
営サポートを行うようになりました。
サポートをさせていただいていた経営者様の中から、売上げアップに直結する劇的な変化を自ら生み出し、
儲けの仕組みを創り出すことに成功される方が次々に出てきました。
そして、このとき、儲けの仕組みを作り出すときの効果的な方法として私がご提供していたのが、ビジネス
コーチングプログラムなのです。
・クライアント様への承認をしていくこと。
・深く考える癖を付けていただくこと。
・新たな視点を提供していくこと。
以上の３点が私のコーチングプログラムの中での最重要ポイントです。
これらを提供していくことをベースに商人としての 14 年の経験を活かし小さなお店の経営者様に対するコ
ーチングの提供を行っております。
・コーチとしてのミッション
いつも輝いていたい商人のために夢をビジョンに、ビジョンを現実に変える最短コースを案内することが私
たちコーチの役割です。
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スポーツメンタルコーチ

木村健郎
主なトレーニング歴
コーチ・エィ ＣＴＰ（コーチ・トレーニングプログラム）修了
アイディアヒューマンサポートアカデミー メンタルトレーナー養
成基礎コース修了
ニチイ メンタルトレーニング講座修了
（他にも多数のセミナーなどに参加して常にブラッシュアップを心
掛け、クオリティーの高いものをクライアントに提供できるように
探求中）
略歴
１９８３年に神奈川県内の高校を卒業後、神奈川県内の郵便局に従事。郵便局に勤めてからすぐにスキー
とテニスに出会い、上達を目指し各種スクールにて数々のコーチから指導を受けた結果、その多くの機会
から『人の能力を引き出せる人物像』をイメージすることができた。そのイメージ像を大切にしながら郵便局
内で実践した部下育成の発表会では優秀賞を受賞するなどの成績も収めてきた。また『周りの人が最高
のパフォーマンスを発揮できるようサポート』することが私の持ち味であることに気づき、持って生まれた才
能と経験に知識を加えるためにコーチング、エニアグラム、メンタルトレーニングを学ぶ。２００７年７月で郵
便局を退職し、現在は自分にしかない感性を大切にしながらプロとして活動中。Team Peakperformance
代表。
コーチからのメッセージ
私は、人が自信に満ちて輝いている姿になれるようにサポートできることが一番の生きがいです。
あなたにやる気があれば“きっとできる！”
私は“ＹＯＵ ＣＡＮ ＤＯ ＩＴ”のマインドであなたをサポート＆応援します！
私のミッション
私と触れ合うみなさまがいつも最高のパフォーマンスを発揮できるように目標や心のサポートを行っていく
ことです。
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コーチ

田淵真知子
生涯学習開発財団認定コーチ
日本コーチ協会正会員
＜コーチになった経緯＞
子育ても一段落したところで、持ち前の好奇心から、英語アテンド通
訳となる。硬い世界から柔らかい世界まで（遺伝子医学博士からビ
ジネス界、アーティスト、テレビお笑い番組タレントまで）様々な国籍、
業界人に触れる。一瞬にして情景が変わるジェットコースターのよう
に、コミュニケーション環境が変化し戸惑う。挨拶の仕方からボディ
ーランゲージ、職場の空気、その価値観、世界観の特徴をつかもう
と必死に観察する。
次第にどんな人にも「心のエンジンに火がつく」時があることを知る。
それは自分のコミュニケーション・アプローチを変えたときに起こることが分った。そんな時には相互の関係
性が高まり、お互いの持てるものを活かそうとして、結果として良い仕事になる。
コミュニケーションについてもっと知りたいと思っているところにコーチングに出会う。コーチ養成所コーチ２
１で１００以上のコミュニケーション・スキルを学ぶ。自分自身にコーチをつけてみて、起こってきた考え方、
行動の変化を確認して、認定コーチとなる。
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女性管理職人間関係解決コーチ

十川智美
日本コーチ協会 正会員
日本コーチ協会四国チャプター会員
日本ファシリテーション協会 会員
香川県中小企業家同友会 会員
香川県生まれ。香川県在住。
事務職に憧れ運送会社に就職。石の上にも３年と頑張ったが、やっ
ぱりソフト開発をしたいと情報処理の専門学校へ入学。
ソフト開発会社へ入社、プログラマー、システムエンジニア、管理職
として２０年勤務。
医療パッケージ開発、公共パッケージ開発等に携わる。
2006 年コーチングと出会い、コーチに成りたいと退職。
2006 年よりコーチとして活動。
コーチからのメッセージ
事務職から技術職への転職しました。
再就職後２年で結婚、翌年第１子出産、第２子出産後管理職となりました。
管理職のとき第３子を出産しました。
完全同居という仕事のしやすい環境に援けられ２０年働きました。
管理職になったとき、今まで仲間としてやってきたのに、その仲間が部下になる
「どう接すればいいんだろう？」
「こんなふうに指示してもいいのだろうか？」
「部下の未来をどうサポートしていこう」
そんな不安の中、手探りで管理職をやってきました。
女性管理職のモデルが身近にいなかった
「管理職」ってどんなことするのだろう
飲ミニケーション、子どもがいるからできない
どういうコミュニケーションとろう
部下より、早く来て、部下より遅く帰ることができない
定時１０分前に来て、部下に「お先に」と言って帰る生活
どうすればいいだろう
独身の部下に、主婦の生活をわかってもらうために何ができるだろう
同じ女性でも独身と既婚では、わかってもらえない
人間関係がぎくしゃくしたとき、どう調整しよう
そんな悩みを持っている方へ
今、何を見ているかな？
その選択は本当に正しいの？
新しい視点を提供できたらと思います。
私のキーワードは「笑顔」です。
あなたの笑顔を増やせるようにサポートします。
一緒にあなたの思い描いた未来に向かって歩いていきましょう。
答えはあなたの中にあります。
あなたの答えを気づかせるサポートをします。
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荒井清勝
・６２歳
・セッション日：土・日・祝日可能
・料金：原則３回／月、￥２０，０００－
・経歴：大手総合電機会社ＩＴ部門管理職を経て子会社役員で定年退職。
・現在：認定コーチ、ＪＣＡ会員、国際コーチ協会会員
・得意な分野：人生設計、時間管理

27

女性部下を持つ上司のためのコーチ

田辺信子
Coach for growing 代表
（一財）生涯教育開発財団認定コーチ
日本メンタルヘルス公認心理カウンセラー
（株）コーチ・エィＣＴＰメンバーズ会員
日本コーチ協会神奈川チャプター会員
解決志向ブリーフセラピー研修中級終了
ＮＰＯ日本ソリューショントーク協会設立会員
ファイナンシャル技能士
短大卒業後、信用金庫入社その後結婚にて上京。
主婦業をしていたが大手生命保険会社に勤務することに。
ちょっとのつもりが 22 年間の勤務になる。
その間、営業、グループ長（所長）、マネージャー（支部長）と営
業最前線組織、女性部隊の長となり定年を迎える。
バブル崩壊後の組織は変化することが喫緊の課題となり全社的に統廃合が起きはじめる。又、外部環境
の厳しさもあり部下のモチベーションは低下。長として悩み続ける時、1 冊の本、コーチングに出会う。早速、
コーチング研修機関（株）コーチ２１で研修を受け資格を取得。
定年退職後 専業コーチとして出発する。
コーチからのメッセージ
私たちは将来への希望や目の前の困った問題の解決など「こうなりたいな～」「～こうなればいいのに!」と
考えるものです。
でもそれが実現していくことは本当に少なくほとんどは頭の中を堂々巡りし日々の現実生活の処理の中に
消えてしまっていませんか？
中には「私は違う、夢や問題解決の実現に向けて学んでいる」という方もおられるでしょう。向上心や意思
の強い方で立派だとおもいます。
でもどうでしょう、本で読んだことも講義を受けた内容も誰かの経験や集約された考えであって、あなたの
今、直面している状態、こと、とはピッタリという訳には行かないのではないでしょうか。読んだこと聞いたこ
とをあなたバージョンに焼き直しをするという作業がそこには存在するのです。
これもなかなか大変です。途中までやってみたがしっくりこない・・とあきらめる結果になる・・ということはあ
りませんか？
ここがコーチの出番だと思うのです。
コーチングはあなた自身の考え、あなたの状況、あなたの出来る事を中心に進めていきますので、消えて
いくことも焼きなおす必要もありません。
コーチと共に話し納得しながら進むので、何か新しいことを１人でやる時のように不安を感じたり、妙に力を
入れたりしなくても、「私は１人ではない。この意見を分かってくれている人がいる」という安心・安定感を持
ちながら行動に臨むことが出来るのです。
職場の上司という立場も会社からの要請、部下からの要求、他部署との業績競争、と気になることが多く
なかなか心理的に安心というポジションではありません。部下が働いて成り立つ立場は背中の痒い所に手
が届かない、言葉に出来ない歯がゆい思いをしながら、日々働いておられる上司のかたも多いのではない
でしょうか。
女性部下を持ち長年勤めた経験から、女性部下を持っておられる上司の皆様の諸問題を外部から共に考
え、将来への展望を築いてゆくコーチングを提供いたします。
＜私のコーチングセッションで重視していることは＞
あなたの状況、立場を心から理解していくこと。
あなたの考えを良く聴き、納得のいく気づきを得られるようにすること。
あなたの出来る事を考え１歩を踏み出す勇気をもてるようにすること。
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NLP コーチ／キャリアカウンセラー／ソーストレーナー

三角香代
(一財)生涯学習開発財団認定コーチ
NLP 創始者ジョン・グリンダー認定 NLP コーチ
JIPCC 認定プロフェッショナル・キャリアカウンセラー R
JIPCC 認定キャリアコンサルタント
ヴォイス公認ソーストレーナー
神奈川県横浜市出身、東京都在住、A 型、魚座
学生時代から始めた接客販売を筆頭に、百貨店・企業の受付、添乗
員、人材コーディネーターなど人と関わる仕事、そして人事、総務、
経理などのオフィスワークを経験しながら、天職探しをしてきました。
コーチングに出会い、「笑顔で輝く人が増えるようサポートしていきた
い」という想いから、NLP コーチ、キャリアカウンセラー、研修講師と
して活動中です。
好きなこと・ワクワクすること
音楽・テニス・おもてなし・食べること・おしゃれ・愛犬とじゃれあうこと など
コーチからのメッセージ
初めてコーチングを知ったとき、「コーチは、その人の持つ能力や可能性を引き出すサポートをする人」で
あり、「コーチは、クライアントの味方であり、対等の立場である」ということに、とても共感し魅かれました。
あなたの本当にしたいことは何ですか？
自分には、無理かもしれない。
自分には、答えが見出せない。
そんな風に思ってはいませんか？
あなたには、もっとたくさんの可能性がある。
答えは、あなたの中になる。
私は、そう信じています。
あなた自身が見つけた答えと、勇気と、とびっきりの笑顔をもって、 一歩を踏み出していく･･･一緒にやって
みませんか？
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女性と子どものためのコーチング＆カウンセリング

白石たかね
米国 CTI 認定 サーティファイド・プロフェッショナル・コーアクティ
ブ・コーチ(CPCC)
日本メンタルヘルス協会公認 心理カウンセラー
1969 年 千葉県船橋市に生まれる。その後、大学時代まで東京
都日野市で過ごす
1991 年 中央大学法学部政治学科卒
1991 年 日本アイ・ビー・エム株式会社に入社、以降十余年を営
業職に従事
その間に結婚し、長男を出産
2004 年 子育てと自分らしく生きることの大切さを痛感したため
会社を退職し、子育てと自分育てのサイト“Familication”を立ち上げる
2004 年 国際コーチ連盟認定 CTI Japan 応用課程修了
2005 年 日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー
2007.1 米国 CTI 認定 サーティファイド・プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ (CPCC)取得
現在は人生を自分らしくいきいきと生きたい人に潜在能力や自分らしさを引き出すパーソナルコーチングを
行う傍ら、子育てしながら自分と向き合うワークショップや、子どもや子どもを取り巻く環境について語るワ
ークショップなどを行っています。
コーチからのメッセージ
あなたは心の深いところで本当は何をしたいと思い、どうありたいと思っているのか考えてみたことはあり
ますか？
あなたが一番大切にしていること、あなたの価値観って何でしょう？
それを知り、それに沿った生き方をすることは、毎日を活き活きと豊かに生きるということにつながります。
あなた自身の内側をじっと見つめてみてください。
そして心の声を聴いてみてください。
あなたがこの世に生まれてきた意味を知って、あなたが社会に果たす役割を見つけ、本当のあなたらしく
生きていくためのコーチングを行っています。
●自分は何者なのか？を知りたい方は・・・
○月 3 回・3 ヶ月間のパーソナル・コーチングを受けてみませんか？
○コーチング・ワークショップに参加してみませんか？
●本当の自分を生きたい方は・・・
○生活の中にパーソナル・コーチングを取り込んで、毎日の気づきから成長していきませんか？
○コーチング・ワークショップに参加してみませんか？
●今できる、はじめの一歩を踏みだしてみたい方は・・・
○無料サンプル・コーチングを受けてみませんか？
○無料メルマガを読んで、視野を広げてみませんか？
○ブログでお話ししてみませんか
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秋元真由美
一般財団法人 生涯学習開発財団認定コーチ
コーチクエスト ウエルネスコーチ認定者（メディカルコーチ）
医療コーチング研究会事務局長
特定非営利活動法人日本コーチ協会正会員
特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナー協会会員
1963 年東京生まれ。共立女子大学家政学部卒業後、医薬品専門誌
出版社に勤務。その後、看護師向け月刊誌「ナース専科」編集部に。
看護師のためのキャリア構築、スキルアップなどを中心に特集や連
載を企画。十数年の間に日本全国の病院、施設、訪問看護ステー
ションなどを取材し、1000 人以上の看護師と出会う。公私にわたり看
護業界に精通する。1998 年に東京都八王子市立看護専門学校で講
師を務める。
現在は、シニア向け雑誌の編集部に。
2005 年 7 月よりコーチクエストにて医療者向けコーチングを、10 月よりコーチ２１ コーチトレーニングプロ
グラムにてコーチングスキルの習得。
コーチからのメッセージ
楽しいコーチングを目標にしています。
終わった後で「元気になった」「おもしろかった」と思ってもらえるのがいちばん！
そう思ってコーチングしています。
得意なのは、「強みを見つける」「ファンデーションを強くする」「キャリアデザイン」です
がんばるあなたを心からサポートします！
目標達成への“最短距離”を
一緒に駆け抜けましょう！
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小売業／経営者・管理職の人間関係コーチング

長岡高生
認定コーチ
ＮＬＰ研究所マスタープラクティショナー
米国ＮＬＰ協会認定トレーナー
産業カウンセラー・養成講座実技指導者
ＣＤＡ（キャリア・カウンセラー）
大手流通業に３０年勤務。
店長、店舗指導担当、店舗企画、経営企画、物流センター長などを
歴任。
長中計や人事制度、店舗改革などのプロジェクトに関わる。
人と関わることの難しさと醍醐味、喜びを知る。
企業でのマネジメント経験を通して、人間観、仕事観、コミュニケーションの重要性を知り、１９９１年、勤務
の傍ら、カウンセリング、２００２年にコーチング、ＮＬＰの勉強を始める。
働き甲斐や生き甲斐、幸せや成功は、人生の目的の有無、人とのコミュニケーションや意識の持ち方で決
まる、ことを体験を通して実感する。
２００４年１２月、コーチ、研修講師として独立。
パーソナルコーチング、企業研修、ワークショップを実践している。
コーチ経験
＜クライアント＞経営者（ＩＴ、塾、薬局等）、起業家、税理士、社会保険労務士、経営コンサルタント、作家
（小説家）、芸術家、スポーツ選手、公務員、教師、看護婦、コーチ、カウンセラー、研修講師、外資系経営
幹部、大学生（就職支援コーチング）、転職希望者、定年退職者、
＜講師歴＞大手企業の管理職研修、コミュニケーション研修、キャリア・デザイン研修、メンタルヘルス研
修、
県・市・区主催の管理職研修、コーチング研修、業務改善研修、
セラピスト養成スクールで心理学講座・講師
ＮＬＰ公開講座、ワークショップなどを開催。
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山家正尚
㈱プロコーチジャパン 代表取締役
ＩＣＦ 国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ
(一財）生涯学習開発財団 認定マスターコーチ
株式会社 コーチ・エィ シニアクラスコーチ
日本コーチ協会 神奈川チャプター アスリート部会代表
日本スクールコーチ協会 副理事長
ヒューマンアカデミー横浜校 スポーツカレッジ 非常勤講師
国際コーチ連盟（ＩＣＦ） 正会員
日本コーチ協会 正会員
ＮＬＰマスタープラクティショナー
（平本流ＮＬＰ、アンソニーロビンス、ＮＬＰ研究所、日本ＮＬＰ学院で
学ぶ）
２００４年プロコーチ・ジャパンを設立。２００６年７月より法人化。
コーチング手法をベースに、ＮＬＰ、心理学、ヨーガ療法等を使い、企業経営者やプロスポーツ選手を中心
にコーチングビジネスを展開している。
主な契約先として、一部上場企業、ベンチャー企業、中小企業、オリンピックメダリスト、日本代表選手等を
サポートしている。企業経営者、ビジネスパーソン、プロ野球、プロゴルフ、Ｊリーガー、総合格闘家、力士、
実業団柔道選手等 多数の経験があります。法人・スポーツ団体向けに関しては、パーソナルコーチング
から目標達成に必要な関係者を交えたコンセンサスコーチングを導入し、１対１から１対多のグループ＆チ
ームコーチングを展開し、より確実に成功へと導くサポートを行っております。
神奈川県アイスホッケー連盟 元理事。アイスホッケーチーム 『神奈川ブルーベアーズ』 元総監督（イン
ターハイ３位、国体、全日本選手権Ｂ級グループ大会等多数入賞経験有）アイスホッケーチーム『神奈川ブ
ルーベアーズ』では、子供から大人まで約１００名の選手に対して、『世界で一番楽しいチーム！』を合言葉
に、選手の育成をサポートしています。
私がコーチというビジネスを知ったきっかけは、アイスホッケーのコーチングスクールを検索していた時に、
たまたま（株）コーチ２１様のホームページにたどり着いた事から始まります。そこで、スポーツの世界では
ないコーチ（コーチング）という言葉に興味を抱き、人をサポートしてその人の在りたい状態を獲得させると
いう事がビジネスとして行なわれている事実を知り、まさに目から鱗が落ちる思いで、このコーチの勉強を
始めました。自分自身にもコーチを雇い、多くのクライアントと接していく中でどんどん自分の在りたい姿に
変化する経験をしました。当初は５年計画で独立を考えていましたが、僅か２年で達成し、その後もビジネ
スを順調に伸ばすと同時に人生における本当の意味での幸せな状態に磨きをかけるということが出来て
います。コーチという存在が本物の人生の成功を作り出せるという体験を持っています。
私のコーチングでは表面的な短期目標ではなく、人生そのものを在りたい状態へ確実に成長していくアプ
ローチを行っています。『一生安心して付き合っていける』そんなコーチで在りたいと思っています。
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須貝光一郎
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
2 級ファイナンシャル・プランニング技能士
1956 年 東京都文京区生まれ
コーチになった経緯
私は社会に出て銀行員 19 年間、外資系生命保険営業 3 年間、
営業コンサルタント 3 年間を通して営業職に携わり多くに人とお
目に掛かりいろいろとお話をお伺いしてきました。
そこで感じたことは、現在の社会でコミュニケーションが如何に
上手く取れていないかということでした。コミュニケーションが上
手く取れない為に自分をどのように人に伝えれば良いのか分からず、何をどうして行けばよいのか悩みを
抱えている人が多いことに気が付きました。
そんな中、私はコーチングというものに出会いました。
（私のネーティブコーチである友人の病死がきっかけ）
コミュニケーションスキルの 1 つコーチングを学び、そしてコーチングを仕事にしたいと思いコーチとして
2006 年 3 月に独立しました。
私のモットー
私は、何よりも対話を通じてクライアントに「気づき」の効果を与え、相手の思い込みを解きほぐしながら相
手を支援し、クライアントの行動を促し早期に目標達成していただくパートナーになりたいと思っております。
多くの「笑顔」を作ることが使命と考えています。
そして、私は何よりも“人間”好きです！
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中村郁視
ＣＴＣ認定コーチ
ソース公認ベーシック・トレーナー
薬剤師
CTI 基礎コース修了
ＮＬＰ コーチング・ベーシック修了
グロービスマネジメントスクールにて MBA 科目履修
キャリア開発研修ファシリテーター
産業カウンセラー
日本産業カウンセラー協会キャリアコンサルタント
1969 年福井県生まれ
【職歴】
研究者（外資系製薬会社）
特許技術者（特許事務所）
薬剤師 兼 医療事務（診療所）
マーケティング・テクニカルサポート担当（外資系薬品会社）
エリア統括リーダー（薬局チェーン）
人事部次長（薬局チェーン）
プロのコーチとして独立
コーチからのメッセージ
＜コーチングについて＞
「夢の実現のために一歩を踏み出したいんだけど・・・」
「自分の天職を見出したい」
「社員の能力を引き出せる職場にしたい」
「もっとお客さんに来てほしい」
「仕事と家庭のバランスが取れるようになりたい」
「自分らしさ」にフォーカスすることが、これらの答えを見つけるための羅針盤（コンパス）になります。コーチ
ングを受けることで、そのコンパスを手に入れる一歩を踏み出せます。
＜興味のあること＞
自分らしさを追及すること
好奇心のおもむくまま異文化に触れること
人の考えを聴くこと
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起業家・経営者専門ビジネスコーチ

原田さゆり
株式会社 ビー・ファイン 代表取締役
1968 年生まれ
東京・沖縄在住
一生どこでも喜ばれながら仕事ができることはなんだろうと アンテ
ナを立てていた時に、雑誌でコーチングを知る。
2003 年より、コーチとして活動をスタート。
心理学や脳科学を取り入れながら
意識の高い起業家、経営者さんのコーチングを行う。
人前で話せなかった私が人生を変えるとチャレンジしたことで
その後、10 年以上、コーチ・コンサルタント・
サロン経営・セラピスト・講師・治療院など幅広いジャンルにて
各業界で楽しみながらビジネスで成功して活躍する
クライアントを次々と輩出。
自身も、月７桁・月８桁を８年間継続中。
"自分もお客さんも周りも幸せに豊かに"
時間・場所・経済的自由と理想のライフスタイルを
叶えているクライアントが続出している。
信念は、
「人は自分の気づきと考え方によっていくらでも人生を好転できる」
コーチからのメッセージ
はじめまして、原田さゆりです。
私自身、40 歳になるまで人前で話すのも苦手で
このままではとチャレンジして人生が変わりました。
だから、「チャレンジする人を全力で応援したい」んです。
人生、一度きりです。
好きな仕事で、楽しく、
"自分もお客さんも周りも幸せに豊かに"
喜びと豊かさの循環を世の中に起こしたいあなたを
心から応援、サポートいたします。
＊こんな方にオススメです
・学びにはたくさん投資してきたから
コーチングを活かして売上を安定化させたい
・集客よりクライアントのサポートにかける時間を増やしたい
・コーチングスキルを自信を持って
お役に立てるお客さんに届けたい
・売り込むのが嫌で成約率が低い
・スキルはあるけど価値に変えられていない
・いろいろやりすぎて何をやったらいいのかわからない
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コーチ＆コミュニケーションコンサルタント

青木秀樹
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
PHP 認定ビジネスコーチ
米国 CCE,inc 認定 GCDF-Japan キャリアカウンセラー
米国 NLP 協会認定マスタープラクティショナー
株式会社コーチ 21CTP クラスコーチ
大手電機メーカーで営業、経営企画、管理職を経験、営業職時代は
FA 機器のシステム営業としてお客様視点で課題解決に取り組み生
産性改善提案でトップセールス賞を継続的に受賞する。経営企画で
は、モノ作り企業の新規ビジネスモデル構築に携わり、自ら事業責
任者として経営マネジメント、人材育成を行う中でコーチングを実践
する。その際、組織・個人へのコーチングの必要性とコミュニケーシ
ョンの重要性を痛感する。
2006 年 10 月 株式会社モチベーションインスティチュート設立。
アーク都市塾３７期 リーダーシップ×モチベーションマネジメント課程修了。
ビジネス分野向けに電話セッション３００時間の実績とコミュニケーション研修数社実施中。
コーチとしてのミッション
やる気と行動を引き出し、目標達成を支援することが私の使命です。
コーチからのメッセージ
日本中のもの作り企業を内面から輝かせたい！！
“企業は人なり”
人の力をどれだけ引き出せるかが経営者の能力であり企業の生命線です。
個人のモチベーションを組織力に変えるのにはコーチングが不可欠だと確信しています。
貴社にとって社員のやる気や顧客満足と従業員満足の両立を実現するために何が必要ですか？
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ビジネスコーチ/アーティストコーチ

高田天朗
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
日本メンタルヘルス協会心理カウンセラー
1959 年熊本生まれ。東京都在住。日本大学芸術学部演劇学科卒業。
卒業後老舗劇団の研究所に入所。研究所時代は私立高校で国語
科の非常勤講師として働く。その後演出部として劇団に入団。東京
公演や地方公演の中、プロダクションで演技トレーナーとして新人を
育成、芸能界デビューをさせた。ある時、人生の転機が訪れ、卸売
業の 2 代目として会社に入る。配送から、営業、経理、企業経営を学
び、先代が作った企業文化を継承しながらも新しい風を吹き込んで
いく。ミドルマネジメントやトップマネジメント。企業風土や経営理念。
多くの２代目社長が経験するさまざまな問題に、クライアントと共に
取組み、新しい視点で時代にマッチした新しい経営スタイルを模索し
て行く。現在は代表取締役社長として経営に携わる。
＜コーチングスタイル＞
シリウスってご存知ですか？冬の夜空に一際輝く大犬座の中の一等星。その星の名前がシリウスです。あ
の輝く星のように、あなたもあなたの世界で輝きましょう。あなたが輝けるように、私はコーチングによって、
あなたの才能を引き出します。
コーチングスタイルはいたってカジュアル。優しさと承認をもってクライアントと共に問題解決に取り組む。ク
ライアントは主に若手経営者、中間管理職、俳優、ミュージシャン等多岐にわたる。
あなたの「やりたいという気持」を「やるという行動」に変えていきます。
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コーチ

平沢永子
看護師
コーチクエスト・ウェルネスコーチ
日本医療コーディネーター協会認定・医療コーディネーター
日本医療コンシェルジェ研究会認定・医療コンシェルジュ
１９５０年１２月２日生 Ｂ型 ４人姉妹の長女
長野県、伊那市出身
高校卒業後、東京都大田区にある東邦大学医学部附属高等看護
学校に進学
看護学校卒業と同時に東邦大学医学部附属大森病院就職し、３２
年間勤務
看護スタッフとして、７年間、一般外科病棟、ＩＣＵ/ＣＣＵ,小児病棟を
経験
看護師長として１４年間、呼吸器・循環器病棟、救命救急センター、一般外科病棟を担当
副看護部長として８年間、教育および人事を担当し、看護部長として３年間勤務いたしました。
長年の病院勤務の中で、管理職ではなくスタッフのように、もう一度患者・家族の方々を身近でサポートし
たいという気持ちとコーチングについて深く学びたいという思いが強まり、平成１５年１２月に退職。
退職後、日本医療コーディネーター協会の研修を受け、認定の医療コーディネーターを取得、同時にコー
チクエストの研修を受け、ウエルネス・コーチの認定を受けました。
現在、医療コーディネーターとして患者さんやご家族の医療相談をお受けすると共に医療従事者に向けて
のパーソナルコーチングおよび研修を行っています。

39

コーチ

葛巻直樹
（一財）生涯学習財団 認定コーチ
（一社）日本産業カウンセラー協会 認定産業カウンセラー
（一社）中部産業連盟 コーチング研修講師
（公財）関西生産性本部 コーチング研修講師
1963 年生まれ
現在三重県四日市市在住
国立鈴鹿工業高等専門学校出身
東洋ゴム工業株式会社にて製造の現場を経験し現場監督者を経て
係長としてタイヤ製造材料工程と部下の管理指導育成と現場マネー
ジメントを行う。
その期間中にトヨタ生産方式・IE・TPM・TQC・ISO を学び様々な会社
の現場で実践を行い手法を習得。
部下育成の手法としてコーチングと出会い 2005 年 CTP コーチトレーニングプログラムを始める。
2006 年（一財）生涯学習開発財団認定コーチを取得、11 月独立し、「G-Up Coaching」代表者としてプロコ
ーチ活動を始める
主に企業内コーチとしてこれまでに 26 社のべ 210 名のコーチングを行っている。
2007 年８月より （社）中部産業連盟の生産現場の監督者・リーダー向け
コーチングセミナー講師として公開講座４回、企業内研修８社計１４回の登壇実績の他、PTA 向けセミナー
や「みえ次世代育成応援ネットワーク」にてコミュニケーションスキル講演を行っている。
コーチからのメッセージ
どのような人にコーチが必要なのでしょう？。
社長さん？、学校の先生？、営業の方？、お医者様？、お子様をお持ちの主婦の方？。いずれも Yes で
す。
あなたに望む未来や目標、収入や生活が有り、現実とのギャップが埋められないのであればコーチが必要
です。
どう行動すれば成功に近づけるのか・・？。なぜ行動できないのか？
その答えはあなたがきっと持っているのです。成功に必要な Tips を共に探し定期的なフォローにより確実
に行動へと移し成果が得られるまでお手伝いを止めません。
私がコーチングを受けることによって得られたものは、以下の事柄です。
１．「自分のやりたい仕事」「自分の進むべき道」がはっきりとした。
２．自分の意志で仕事や物事にチャレンジし、それを完了させた。
３．部下達が率先して報告をし、成果をあげてくれるようになった。
４．部下や家族との双方向のコミュニケーションが取れるようになった。
５．仕事の幅が広がり、チャンスを活かせるようになった。
６．自分の行動の変化が多くの人たちや会社風土を変える原動力になった。
私はコーチングを学び生産現場の最前線から管理者まで経験し習得してきたマネジメント手法や生産性向
上策、その他人材のレベルアップに有効なスキルアップ術をミキシングして「枠」に捕らわれない for
succses program を提供致します。
「意欲の火」を灯し続けられるコーチングを行い、個人が正しく評価され能力を伸ばせる世界が欲しいと真
に願っております。
また、「聴く力」の不足、又は学校などでコミュニケーション教育を特に行わない現状、人の話を「聴けない」
ために、多くの悲しい出来事が起きている現実を考え、教育機関様や PTA 様、各種父母会などでのセミナ
ーにさらに力を注いで参ります。
これらの気持ちから「子育て・家庭内コミュニケーション」をテーマとしたセミナーや講演会の講師料はユニ
セフへ寄付して参ります。
私は、コーチ・クライアント双方が成長しあって未来志向を強く持った人生を歩んでいきたいと思います。
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コーチ

高山葉子
（一財）生涯学習開発財団の認定コーチ
理学療法士
医療コーチング研究会会員
日本理学療法士協会会員
大阪府出身。東京都武蔵村山市在住。
早稲田大学人間科学部スポーツ科学科でバイオメカニクスを専攻。
卒業後、就職情報を主に扱う出版社にて編集の仕事に携わる。何
十社もの人事担当者と折衝してゆく中で、仕事の厳しさ、おもしろさ
を堪能する。３年ほど仕事をしたのち学生時代より興味のあった分
野で仕事をしたいと思うようになり理学療法士になることを決意。
1999 年より現在の職場（多摩済生病院）で理学療法士として勤務し
ている。中枢神経系および運動器系のリハビリを専門とし、今まで治
療に関わった人数は 800 人を超える。常に患者主体のリハビリテーションを目指す中でコーチングと出会う。
2006 年１月よりコーチ２１のＣＴＰ（Coach Training Program）受講開始。3 月よりコーチ業開始。2007 年 12
月（一財）生涯学習開発財団の認定コーチとなる。
現在、医療現場や子育てにコーチングを活かしたコミュニケーションを取り入れている。
現在２児の母でもある。
コーチからのメッセージ
人はそれぞれの人生で様々な目標を持ち、その達成に向け日々努力しています。
しかし小さな悩みや迷いを抱えながらどう進めばいいのか分からない状態で右往左往することもあるでしょ
う。
時には自分が何をしたいのか自分が何者なのか分からなくなることもあるかもしれません。
でもあなたが抱えているのは悩みや迷いではなく問題なのですから『解決』すればいいのです。
あなたは必ず自分の中に答えを持っています。
コーチである私はあなたの答えを引き出し、人生をよりよいものにするためのお手伝いをします。
あなたの人生、全力で応援します
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外食産業専門コーチ

原島純一
[１９７２年]
東京都浅草に、飲食店で働く両親の元に生まれる。生粋の外食
っ子です。
「純一」は、当時ブームだったボウリングの矢島純一プロから名
づけられる
[小・中学校時代]
サッカーと野球に夢中。なんとサッカーは、三菱のチームと小学
校のチームを掛け持ちしていました。
[高校時代]
蛙の子は蛙なのですね。両親の影響もあり、最初のバイトはス
テーキハウス「フォルクス」でした。
そこで、初めて店長や調理長に出会い、サービス業の素晴らし
さに触れ、大人になったら店長になりたいと思いました。
[大学時代]
４年間、東京ドームの売店でアルバイトしました。
そこで、３年生からその売店の責任者（リーダー）に選ばれました。
ここで、リーダーシップの大変さや面白さに、目覚めたと思います。
そしてなんと、４年生の時に接客コンテストがあり、自分のお店が１位になりました。
[すかいらーく時代]
すかいらーくの新しい事に挑戦する姿勢に惹かれ、すかいらーくグループの「㈱藍屋」に就職しました。す
かいらーく時代には、いろいろありました。各エピソードの詳しい内容は、ブログに書いてあります。
２００５年に残念ながら体調を崩し、退社せざる得なくなり、入社当時の目標である「外食産業の社会的地
位の向上」は、達成出来なくなってしまいました。
内部から出来なければ、外部から変化を起こしたいと考え、２００６年にコーチとして起業しました。
現在、自分が経験してきた財産と、コーチングで学んだことを活かしながら、日本では、たった一人しかい
ない外食産業専門のコーチとして、多くの方と接しております。また、国際コーチ連盟プロフェッショナル認
定コーチの谷口貴彦コーチをメンターとして仰ぎ、谷口コーチの元で勉強しております。セミナー開催時に、
様々なサポートを行っております。
「ＮＰＯ─ＥＡＳＴ（経済活動支援チーム）正会員」
「ＮＰＯ国際メンターシップ協会アソシエートメンター」
「㈱ＨＲＤ研修講師」
「コーチング広場スタッフ」
など、様々な活動を行っております。
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日本初！禅的思考を取り入れたエグゼクティブ・コーチング

児玉幸子
株式会社サクセスアライアンス 代表取締役
国際コーチ協会（ICF）会員
【主な資格】
・米国 CTI 認定 CPCC（Certified Professional Co-Active
Coach）
・タナダ式 NLP 認定プロフェッショナルコーチ
・Organization & Relationship Systems Coaching 基礎・応用コー
ス（84 時間）終了
・心理カウンセリングセミナー（34 時間）終了
【略歴】
1997 年 大学卒業後、大成建設(株)入社
2006 年 コーチ活動開始
2007 年 Smile コーチング設立
2009 年 株式会社サクセスアライアンス設立
【実績／抜粋】
・コーチング
コーチングセッション総人数 550 名 （2013 年 2 月末現在）
・研修
（コミュニケーション）
コミュニケーション講座「傾聴力」「質問力」「伝達力」
（マネージメント）
リーダー育成プログラム
部下を伸ばすマネージメント力育成講座
実践コーチング研修
（組織力強化）
組織力向上プログラム（ビジョン共有）（関係性強化）
活気あふれる職場づくりサポートプログラム
最高の動物病院づくり ～人材育成プログラム～
・講演
2012 年 個人と組織の可能性を引き出す「コーチング」
2011 年 人生ストーリから学ぶ ～様々な生き方とこれからの可能性
2011 年 “コーチング×禅”が無限の可能性を引き出す
2011 年 看護士は院内の潤滑油 ～院内コミュニケーションの方法～
2011 年 今求められている『インフォームドコンセント』
2011 年 企業競争力を上げるチームビルディング
2010 年 顧客満足から顧客感動へ
2010 年 いきいき輝くことができる人の 5 つの秘訣
・【執筆】
2012 年 一歩前に踏み出す勇気を与える女性経営者 100 人の言葉（共著）
2012 年 「いきいき輝く人の８つの秘訣」（電子書籍）
2010 年 「女性経営者 100 名 人生を変えたことば」（共著）他
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教育専門コーチ

大塚智史
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
日本コーチ協会正会員
１９７４年神奈川県川崎市生まれ。大学卒業後、大手総合学習塾に
て学習指導及び進路指導・スタッフ育成等の教室運営に従事し、
2005 年に独立。
『教育現場を活性化させるためのコーチング』
『子どもの才能を引き出すためのコーチング』
『ママ＆パパを支えるコーチング』
『最適な進路発見コーチング』
をキーワードに、コーチングによる課題解決と、家庭や教育現場で
生きるコーチングスキルの開発を行っています。
また、教育現場スタッフや新人のコミュニケーション研修等も承って
おります。
コーチからのメッセージ
【先生方へ】
先生方が生徒のことを真剣に考えているのと同じくらい真剣に、先生方ご自身のことも考えてみません
か？
ある先生は私とのセッションの時間をこんな風に評価してくださいました。
「いつも話しているのは、目的と予定をもった話。こんな風に自分のことをその場で考える時間は確かに貴
重だね。」
『予定していない話』は頭のクリーニングや整理に非常に有効であると考えています。特に、忙しい時期に
こそご自分とまっすぐに向き合う時間を作ることをお勧めします。私にお任せください。
【ママ＆パパへ】
子育てにおいて、「解決したいこと」はありませんか？
もちろん、解決するのはご本人にしかできませんが、ここにあなたの協力者がいます。
私はあなたの理解者で、絶対的な味方で、そしてコーチです。
教育現場で関わってきた数千人の生徒たちとのコミュニケーションで得られた数々の選択肢は、きっとあな
たの支えになります。
コーチングはビジネスマンだけのものではないのです。
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（株）ピークパフォーマンス所属コーチ／
パフォーマンスコンサルタント

中川宏司
（社）日本産業カウンセラー協会
産業カウンセラー資格取得
認定 キャリアコンサルタント
平本あきおコーチ養成塾 卒業
銀座コーチングアカデミー修了
ワンセルフ NLP 応用ビジネスコーチング認定コーチ
JCA 日本コーチ協会 神奈川チャプターメンバー
同ビジネスコーチング部会 会員
1963 年 大阪市出身
広島大学歯学部卒業。
卒業後、同付属病院で文部教官助手として勤務後、数件の医療法
人で院長を勤める。
経営破綻した歯科医院の建て直しなどの経験を通して、組織トップの意識レベル（心の状態）が組織の状
態に大きく影響することを痛感。個人と組織のより良いあり方を模索する。
2000 年、以前から興味を持っていた認知心理学のワークショップ受講のため、2 度にわたりフロリダに渡米
し、そのライセンスを取得。ワークショップの活動を始める。
2001 年、1 対 1 の対等で協働的な関係に魅力を感じ、コーチングを学び活動を開始。
2003 年～、平本あきお氏（柔道の石井慧選手のメンタルコーチ）に師事。数々の心理学・セラピー・コーチ
ングを統合した独自の手法を学び現在にいたる。
2010 年、リクルート社主催独立起業プロジェクト「アントレ開業準備室」の選任コーチとなる。
＜コーチング＞
・ 某実業団ラグビー部 FW コーチ（テーマ：勝つためのチームビルディング）
・ 慶応義塾大学 大学院生（卒論・就活・これからのキャリアデザイン）
・ 日本 IBM シニアマネージャー（パートナーシップ、ビジネスキャリアデザイン）
・ 某外資系投資銀行 マネージャー（ライフデザイン＆キャリアデザイン）
・ 市立児童養護施設 職員（虐待された児童たちや親との関係作り 等）
・ 某 IT ベンチャー企業 部門長（部下の主体性向上、チームビルディング）
・ 某医療法人 歯科医院 院長（患者さんやスタッフとのコミュニケーション改善）
その他、印刷会社、人材派遣会社、健康食品会社、製麺会社 etc の経営層及び管理職
＜セミナー＆ワークショップ＞
2004 年～2005 年 エンジェルワークス 定期開催 （絶対的自己肯定のワークショップ）
2005 年 日本工学院主催セミナー （就活学生向けセミナー）
株式会社クリップインターメディア主催セミナー （一般学生向け）
東京都印刷工業組合 日本橋支部主催セミナー （経営者向け）
2006 年 六本木ヒルズ アーテリジェントスクール 定期開催
佐川印刷株式会社主催 ユビキタスカフェ inTokyo
株）クリーク・アンド・リバー社 PEC ワークショップ主催セミナー etc
コーチからのメッセージ
初めまして。中川宏司と申します。
脳の特性を表わす『ハーマンモデル』では左脳タイプ：A 及び B です。（ちなみに A: 問題解決志向、B: 戦略
的行動志向。）
ハーマンモデルの講師いわく、「右脳タイプが多数をしめるコーチの世界では貴重な存在」らしいです。
クライアントの方からは、『すぐに行動したくなる』とよく言われます。
一人で考えていると、思考が拡散してとりとめがつかなくなってしまう方や、コーチングを受けるとモチベー
ションは上がるけれど、いまひとつ行動につながらない、成果につながらないと思っていらっしゃる方は、一
度トライアルセッションを受けてみてください。
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コーチ

阿部みどり
幸せコーチング研究会 代表
日本コーチ協会群馬チャプター役員
生涯学習開発財団 認定コーチ
群馬県教育研究所連盟教育相談中級
１９５０年群馬県沼田市生まれ
公立学校勤務（小学校・中学校）
＜私とコーチングとの出会い＞
後輩のお母様が亡くなられ、お悔やみに伺った時に、「これから
どうするの？」と聞くと彼女は「私にはコーチングがあるから」と
力強く目を輝かせながら語ってくれた。「これだっ！！ビビビッ」と感じた。
自分の人生経験が人様のために役に立てるのではないか、そしてそれが私自身の生き甲斐に結びつく。
私は主人の難病を宣告され、これからどう生きたら良いか悩んでいた時だった。気持ちも黒に近いグレー
だったのだが、彼女にコーチングを受け、ポジティブな生き方の大切さや、自分自身何がやりたいのかが
明確になった。そんな考え方や行動の変容を起こせるコーチングの素晴らしさをみんなに伝え、みんなが
幸せな人生を送れるようにしたい。不思議なご縁であるが、彼女のお母様が私をコーチに導いて下さった
と今でも感謝し続けている。
＜コーチからのメッセージ＞
私達はすべての人が幸せに生きる権利をもっています。幸せのとらえ方は人それぞれが違いますが、幸
せを求めて努力する姿勢さえあれば誰でも幸せになれます。そんな未来に向けて一歩を踏み出そうとして
いるあなたと一緒に私は未来をみつめ歩んでいきたいと思っています。みんなで幸せになりましょう！！
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コーチ／ファイナンシャルプランナー

鈴木孝佳
（有）ファイナンシャル ファンズ 代表取締役
日本コーチ協会正会員 ファイナンシャルプランナー
1965 年埼玉県生まれ
日本体育大学卒業後、野球の指導者として 2 年間高校で教員生活
後、さいたま県西部の市役所へ 8 年勤務、ヘッドハンティングにより
外資系保険会社へ転職し、多くの個人から法人経営者まで信頼あ
るコンサルティング営業の実践が評価され、新入営業社員の研修ト
レーナーとして抜擢され力を発揮。2002 年独立、(有)ファイナンシャ
ル ファンズを設立。
独立後は日本で最初のサクセスフル・マネー・マネジメント・セミナー
ＴＭの認定インストラクターとしてセミナーなどを中心に活動後、自治
体や各種団体でハッピーライフの実現の為のライフプランやリタイアメントプラン、マネーライフのセミナー
の講師をはじめ大手企業などでの研修やテレビ埼玉「埼玉経済情報」レギュラーコメンテーターや経営情
報誌のコラム等も執筆など幅広く活動している。
自己啓発及び社員の育成などを目的にコーチ 21 のＣＴＰプログラムを 2003 年 12 月から受講を始め修了。
現在はオリソン・マーデン・プログラムに取り組んでいます。
野球のコーチとして、母校浦和市立高校（現さいたま市立浦和高校）甲子園出場（ベスト４）、社会人クラブ
チーム（全浦和野球団）の全国大会出場などを経験
＜コーチからのメッセージ＞
このメッセージをお読みになったあなたは、少なからず現状や将来に対してもっと何かを高め充実した状態
を手に入れたいとお考えでしょう。
あなたは必ず幸せをつかむことが出来ます。どんな人でも可能性に満ち溢れているのですが、その引き出
し方を知る人は意外に少ないものです。人は出会いやちょっとしたきっかけによって大きな変化をもたらす
ものです。コーチングを通して自信を深め、一緒に成長する喜びを分かち合いましょう。
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コーチ

安澤直樹
約 20 年経理関係の業務に従事。そのうち、15 年余の期間は税理士
事務所に勤務。決算や税務・申告業務のほかに、起業シミュレーシ
ョン、開業、就業規則作成、社会保険・給与計算などの人事管理、
資金繰り、予算管理、解散・清算などの業務を担当。2004 年よりビ
ジネスコーチングを始める。
コーチからのメッセージ
近年日本でも、ワーク・ライフ・バランスが注目されるようになりまし
た。
オーバーワークの日々で体調不良を自覚している人が、残業時間を
減らしたいと考えるのは自然な反応です。
「もし、残業が減ったら何をするか？」
そんな問い掛けから、家族との時間に思いを馳せ、家族との時間が仕事の時間と同じか、もしくはそれ以
上に大切なことだと気づくことが多々あります。
人生 80 歳だとすれば、生涯で 70 万時間余の時間を過ごすことになります。
人生の中であなたに与えられたあなたの時間を、仕事のために使うのも、家族やプライベートのために使
うのも、あなたの自由です。
後悔のない人生とは、自分の時間を自分らしく生きることだと思います。限られた自分の時間を、ただ流さ
れるのではなく、自分の意志で過してほしいと思います。
私は、自分らしく生きるための「自分のための自分の時間」を創造する「心のフィットネスプログラム」を提供
しております。
「自分のための自分の時間」とは、本来の自分に返って自分の未来に夢を馳せ、自己実現のためには何
が必要なのか、どんなことをすればいいのかを考え行動する時間です。
オフタイムに趣味やスポーツを楽しんでリフレッシュするのと同じように、オフタイムに自分のための自分の
時間を過ごして明日への活力をチャージしてください。
＝プログラムの効果＝
・時間泥棒探し
・ポジティブ思考にシフト
・本来の自分とは⇒自分との対話
・満足感／納得感⇒モチベーション UP
・疲れた心のパワー充電⇒リフレッシュ効果 など
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プレゼンスコーチ

山口真未
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
フリーアナウンサー (学会・国際会議ＭＣ)
東京都出身
大学在学中よりＭＣ業をスタート
卒業と同時に、スタジオ カンノにて、広告写真のコーディネーターと
してコスチューム・フード・インテリア全般のスタイリング及びコーディ
ネートに携わる。 （企画ならびにプレゼンをも担当）
その後、コロンビア大学へ語学留学。ロスにてビジネスマナーをまな
び、現在はビジネスマナー、コーチング、話し方等の研修講師の他、
パーソナルコーチとしてクライアントのサポートを行っている。
フリーランスとしての活動は２０年以上に及ぶ。
主な出演歴
・APEC 2010
・G20 グレンイーグルス閣僚級対話
・世界水フォーラム
・東京国際映画祭
・ＩＴＳ世界会議
その他、日本医学会総会、世界経営者会議 等
コーチとしての特徴
プレゼンスに特化してコーチングを行っております。
きっかけとしては、数多くのコンベンションや会議に携わらせていただく際、海外のプレゼンターに比べ、ご
自分を活かす空気を作り出せず損をなさっていらっしゃる方々が多いのでは?と感じたからです。
では、いったい何が必要なのか・・・
各国の首相や大臣の方々。さらにはゴールドマンサックス、スターバックス等世界的有数企業の会長職、
CEO の皆さんやビルゲイツ氏など、私がこれまで現場で携わらせていただいた方々のご講演において、何
を感じ、何を学ばせていただいたかをコーチとしてのみならずアドバイザーとしてもご提供させていただきま
す。
経営者の方のみならず、ご自身の想いや自分を伝えるためにプレゼンスコーチをご活用ください。

49

コーチ

安部斗与
コーチクエスト認定ウエルネスコーチ、マスターウエルネスコーチ
看護師、介護支援専門員、医療決断支援師
徳島県出身。介護支援専門員歴 1 年。看護師歴約 20 年。NICU、
小児科、ICU、外科系、内科系、整形外科等病棟、外来を経験、緩
和ケアセンター等様々な科で勤務する。総合病院、市役所等を経て、
現在、大学病院、内科外来で勤務。コーチング、接遇の講師を務め
る。
外来でも患者さんの思いを引き出す方法はないかと探していた。2
年前にコーチングと出会う。夜空に光る一等星を見つけたかのごとく
ひかれ、コーチクエスト認定、ウエルネスコーチ、マスターウエルネスコーチを取得した。始めは、“コーチン
グ”を「広めたい！」「コーチになりたい！」と思った。そして 2 年経った現在は、「教えたい！」と強く思い、講
師の研修を受けている。
私のコーチング
【認めて、引き出して、応援する】の 3 ステップがポイント
あなたの夢、目標をサポートする中であなたが主役
あなたの気持ちに寄り添い、伴走する
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行政書士／プロコーチ

石井亜由美
＜肩書き＞
行政書士石井亜由美事務所 代表
神奈川県行政書士会会員
ＮＰＯ成年後見サポートセンター会員
結婚契約推進センタープロデューサー
＜略歴＞
・１９６９年、大阪府出身。大阪府立大学工学部で化学工学を専攻。
・卒業後、電機メーカーにて半導体（マイコン）の開発設計及び評価
に携わる。
・その中で海外顧客を対象とした技術研修の企画セッティング、ミー
ティングのファイシリテータ等も務める。
・出産退職後、行政書士の勉強を始め、独学で２００３年行政書士試験に合格。２００４年より行政書士事
務所を開業する。
・主な業務は、法人の設立支援（定款、議事録の作成）、許認可、契約書・離婚協議書・公正証書遺言の作
成、入管関連、成年後見。
・特許事務所の技術スタッフとしての経験をもとに、「技術のわかる法律専門職」として、エンジニアリング
会社を中心に活動の場を増やしている。
・また、結婚契約推進センターにて、結婚生活をより楽しく送るためのツールになる「結婚契約書」の作成、
広報、顧客対応業務にも忙しい。
・行政書士の業務の中で、顧客の話を傾聴する必要から、もっとスキルを磨き人のために役立ちたいと思
い立ち、ＣＴＰプログラムの受講を開始する。
・現在は行政書士兼コーチとして、日々クライアントの成長にエネルギーをもらっている。
・２００８年、独学で宅地建物取引主任者試験合格。
・家族は一番の理解者である夫、コーチングの質問が機能しているしっかりものの長女、お調子者で世話
好きな次女。
コーチからのメッセージ
経営者、起業家の方の設立前から設立後までトータルにサポートしていきます。
会社運営をしていく上で、何か問題が起こったとき、事業戦略を立て直したいとき、日々の業務を少しずつ
改善していきたいとき・・コーチがお役にたてます。
リーガル・ネットワーク（弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士）も構築しているので、会社法務のち
ょっとした疑問にも、すぐ対応できます。
また、「コーチングを一緒に楽しむこと！」これが私のモットーです。
小さなことでも目標を決めて、徐々に達成していくときのワクワクした気持ち、爽快感を是非皆さんにも味
わって頂きたいと思います。
そして、同様に大切にしているのは「信頼」です。
丁寧にクライアントの心に寄り添い、無理なく今できることを探しながら、共に歩いたり走ったり・・そんな関
係を目指しています。
一人ではなかなか得ることが難しい、新たな視点を常に提供していくことを得意としています。
話すことにより自分の考えが整理され、自分でも思ってみなかったような気付きがクライアントの中に生ま
れてくる・・その瞬間が私の最も嬉しい時間です。
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コーチ&カウンセラー

藤原恵津子
米国 NLP 協会認定トレーナー
NLP メタプログラム LAB プロファイルプラクティショナー
CTP 全過程終了
コーチングオフィス Coach FIORE 代表
アービンジャー公認ファシリテーター
大阪市出身
元教員。教え子やわが子を通して知った無限の可能性をベースに
「あなたの花を咲かせてほしい」との願いを込め、コーチフィオーレ設
立。現在、パーソナルコーチング、カウンセリングのほか企業や行政
で、メンタルヘルス、チームビルディング、コミュニケーション、コーチ
ング等の種々研修を実施。また、NLP 資格取得コース、ＮＬＰやコー
チング関連セミナーも随時開催。
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プロフェッショナルキャリアコーチ
研修講師

石川りつこ
（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
厚生労働省認定 ２級キャリア・コンサルティング技能士
CDA（JCDA 認定キャリア・ディベロップメント・アドバイザー）一般社
団法人ドリームマップ普及協会 認定ドリマ先生
ジュニア・アスリート・フードマイスター
1972 年埼玉県所沢市出身。弟が 2 人いる 3 人兄弟の長女として、
少しだけ難しい家庭環境の中、曲がることなくすくすくと育つ。小学
校卒業時の将来の夢は「学校の先生になること」。
大学では野球部のマネージャーをし、主役（選手）をサポートする
裏方を、体育会という厳しい規律の下に経験する。卒業後、早々に
結婚・出産を経験。次女が 1 歳になるころから、社会とのつながりを
渇望し、「できることから」と、飲食店での仕事を始める中で、人と接
することの楽しさを再認識する。
子育ての行き詰まりをきっかけに、2002 年よりコーチとしての活動を始め、2003 年よりコーチング講座の
講師としてデビュー。当時従事していた運送会社コールセンターでは、オペレータとしての顧客対応のほか、
新人育成も担当し、人材育成の面白さを知る。
2006 年に独立。企業研修や保護者対象のコーチング講座のほか、経済産業省委託の起業家育成支援事
業に講師として小中学校へも出講、職業訓練における就職支援においては講義のほか個別面談も担当。
徐々にフィールドを「キャリア」へと広げていく。リーマンショック以降は再就職支援にも従事。受講生、面談
対象者は 10 歳からシニア層までと幅広い。参加者の属性に合わせて言葉や事例を選び伝えることを得意
とし、帰ってからすぐに使えるスキルやテクニックを扱うことで、参加者アンケートでは常に高い満足度を得、
リピーター多数。
早期に子育てを始めたことから、その時に積まれるべきキャリアを追いかけるように、持ち前の行動力と
勢いで、子育て中からその時々でできることに取り組む。振り返ると、その時は「点」だったものが、「線」に
なっていることを実感し、どんな環境でもキャリア形成は可能であることを経験として実感し、プランドハプ
ンスタンス理論を地で行っている。
現在はプロ・サポーターズという屋号で、企業・大学・専門学校・地方自治体でのコーチング、コミュニケー
ション、キャリアデザインの研修や、幼稚園・小中学校の保護者対象のコーチング講座、ジョブカード講習
でキャリアコンサルタントの育成、AO 入試専門の塾でのサポートも担当。小学校卒業時の夢を、そのもの
ではないにせよ、違う形で叶える。
個人サポートにおいては、マネージャーや起業家、転職希望者へのコーチング・キャリアカウンセリングを
行う。志望理由書、自己 PR のサポートでは内定・合格実績多数にて定評あり。クライアントや受講生の可
能性を引き出し、最大限に活かすサポートをすると共に、自らの可能性にも挑戦中。
プライベートでは、ハードなレベルでスポーツを続ける大学生と高校生の娘を、コーチングスキルでモチべ
ーションマネジメントし、栄養面で体と精神面をサポートをする母でもある。
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クリニック看護師／コーチ

根岸 文
看護師
ハクビコーチングスクール認定コーチ
コーチング歴 2003 年よりハクビコーチングスクールで学び始める
2005 年にプロクラス終了
2006 年より Coach21 の CTP を受講
2008 年 12 月に CTP 終了
2008 年～2009 年に院内コーチング (生活習慣改善コーチング)実施
医療コーチングに向けた想いコーチングはコミュニケーションによっ
て、相手の行動変容を促していきます。そして、相手が心から手に
入れたいものを手にし、相手のこうなりたいという理想の状態に変え
ていくことができます このコーチングは、例えば患者指導に応用し
たり、後輩指導や職場の人間関係の改善にも用いられます 一人で
も多くの医療従事者がコーチングへの関心を持ち、よりよいコミュニ
ケーションを持てるようになっていってほしいと思っています
2019 年 11 月より無料のメールセミナーを始めました。『無料！週末メールセミナー 歳を重ねても健康で美
しくあり続ける生活で元気なこころと病気に負けない体をつくる 』生活習慣の中で、特にストレス、食事、運
動、紫外線、睡眠、コミュニケーションについて、病気を予防するために、できることについてメールでお伝
えしています。お申し込みや詳しい案内はホームページで行なっています。
生活習慣改善コーチングの一例
メタボ解消のための行動変容を起こすためのサポート
1、コーチングを始めるまで面接または電話（スカイプ可）によるオリエンテーションの実施
コーチングについての説明とアセスメントにより現状について確認させていただきます
2、コーチング開始ゴール目標設定します
行動変容のためのセッションを開始します
3、3 ヶ月でセッションを終了
セッション終了後は 1 年間、メールなどによるフォローアップを続けます
例えば次のような方はコーチングで成果が期待できます
＊禁煙したいと思っているけれど、続いたためしがない
＊太ってきているのは感じているが、ダイエットをしてもすぐにリバウンドしてしまう
＊ストレスからついつい飲み過ぎて、このままでは体に悪いけれど、今の所この生活パターンは変えられ
ない
＊運動不足はよくわかっているが、時間もないし、何をしたらいいのか？そのうちにしようと思っているが、
何年も、何十年も運動をしていない
＊食事だけが楽しみで、太っているけれど、まだ病気じゃないからいいかなと思いつつ、減量もしたい
生活習慣改善コーチングを受けていただいた方は、3 ヶ月のコーチングセッションの期間が終わった後も、
１年間のメールでフォローをしていますので、目標への行動が続けられています。3 ヶ月分のセッションで、
その後も１年間効果が続くのは『生活習慣改善コーチング』の一番の特徴です。
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コーチ

山﨑みどり
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
日本コーチ協会正会員
東京都中野区出身
千葉県在住
学生時代から人と接する仕事を希望しており「お客様相談室」に
勤務し、専業主婦に。
息子に指示命令助言をしすぎ「ウルトラマンになりたい」という夢
をつぶした経験からコーチングを学びはじめました。人との関わ
りを「指示・命令型」から「支持・明励（明るい未来に励む、励ま
す）型」に変えることで、周りにも変化がおこりました。
コーチからのメッセージ
「１０年後、どんなあなたでいたいですか？」
それを夢だけで終わらせず、実現に向けて一歩踏み出してみませんか？
それはとても勇気のいることかもしれません。しかし、その目標を達成したあなたを想像してみてください。
どんな表情をしていますか？
何を手に入れていますか？
あなたの目標達成に、コーチングは力強い味方となってくれると信じています。
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ラフィーネヒューマンコンサルティング代表

伊藤那美
2000 年 （一財）生涯学習財団認定コーチ取得
ＴＣＧコーチングゲームエヴァジェリスト＆ＰＯＹ認定トレーナー（国際
ライセンス）
研修講師・専門学校（コミュニケーションキャリアデザイン・マナーほ
か）
ジョン・ロバート・パワーズ・スクール ヴィジュアルコース及びパーソ
ナルコース修了。
日系大手商社、外資金融機関勤務後、人材紹介会にてキャリアコン
サルタトとし数多くの転職希望者及び求人企業のコンサルティング
に携わる。
その間も常に学ぶ姿勢を持ち、自己表現・コミュニケーションカウセ
リグ等を学ぶ。
ＮＹで瞑想三昧の生活を送るというユニークな体験持つ。
一男女を育てるシングルマザーでもある。
・2000 年よりコーチとしてスタート。2001 年より２年間に渡り、コーチトゥエンティワン ＣＴＰクラスリーダー
（現クラスコーチ）として自己基盤の強化並びに精神性のクラスを担当、メンターコーチを担う。
・2006 年１月から 12 月まで ユア・コーチ株式会社 ペアレンツコーチング事業部 事業部長を務める。
・2010 年より 2012 年まで 独立行政法人 雇用・能力開発機構 基金訓練 基礎演習科
ワークガイダンス講座 月平均１５０時間、15 クラス担当。
コーチング、ビジネスマナー、キャリアデザインを中心に、講義そのものをコーチングの場とし、受講生から
引き出し、受講生同士で学び合うスタイルで、再就職支援を行う。
その他、企業、専門学校、高校はじめ、カルチャースクールなどにて
コミュニケーション、キャリアデザイン、マナーほか、自己基盤の強化、美しい女性の生き方などをテーマに
研修や講演、講義を精力的に行っている。
ビジネスパーソンを中心にパーソナルコーチング、延べ 4000 名を超える。
・マイ スタイル
母のような温かさと強さで、お一人お一人を大切にしています。相手の成長の為には、辛口のフィードバ
ックも。「他責」でなく｢自責｣、「自ら選び行動する」力を育み、自分を生かし他者の役に立つ喜びを味わうこ
とによるポジティブな循環が出来ることを目指しています。
研修や講演は、ロールプレイやワークを取り入れた実践型中心。行動することを重視しています。
パーソナルコーチングでは、ひとたび御縁を頂くと、セッション時は勿論、合間や契約終了後においても、フ
ォローし続けるきめ細やかさに定評があります。
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経営成功コーチ／ライフワークコーチ

蘇原利枝

sohara toshie

（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
メンタルヘルス総合研究所認定カウンセラー
交流分析士
米国 NLP 協会認定マスタープラクティショナー
1981 年 アートフラワー教室開始。 将来学校を作りたいと計画して
いた。
1984 年 人生の転機。夫の脱サラを機に、ショッピングセンターの中
のイタリアンレストラン（21 坪）の経営者になる。接客と経理を担当。
赤字経営店を引き継ぐが、コンセプトと接客に力を入れ、あっという
まに繁盛店に。当時、ショッピングセンターの中の飲食店としてはトッ
プクラスの売り上げになる。
1989 年 デベロッパーから「ショッピングセンターの中で一番良く働く」と認められ、同じショッピングセンター
内に当時、まだ珍しかった高級ランジェリーショップを開店。日本の有名店 10 店に足しげく通い、ノウハウ
を参考にして、下着のコンサルティング接客での販売を開始。これも大成功。ショッピングセンター内の坪
効率Ｎｏ．１を達成、販売コンテストの部門別売り上げ、昨年対比で日本一を達成。後、時代の変化に伴い、
店舗を拡張、婦人服も販売しこれも成功する。
2003 年 人生第二の転機。 仕事は楽しく、利益もあがり、お客様も喜んでくれているということで、非常
に充実しているものの、仕事オンリーの生活に何かが違うと思うようになり、長年競争社会で頑張ってきた
疲れが出てきたと共に、家庭内での葛藤や、他にもさまざまな問題が起こり、自分の心の中の問題に直面。
また、一緒に働いていた長女も同様にさまざまな葛藤で悩んでいた。そんなとき出会ったカウンセラーの先
生にお願いし、親子で心理学を学び始める。
学びながら親子で心の問題を解決し、アイデンティティを確立し、本当のしあわせに目覚める。
2006 年 今までと違う人生を生きることを選択。 飲食店・物販店閉店してアーリーリタイアし、ライフワーク
に生きることを決意。毎日を学びの時間に費やし、カウンセラー養成講座の講師をしながら、土・日曜のほ
とんどを本田健ライフワークセミナーや平本流ＮＬＰに参加し、（一財）生涯学習開発財団認定コーチ、メン
タルヘルス総合研究所認定カウンセラー・交流分析士、ＮＬＰラーニングのプラクティショナーの資格を取得。
2007 年 経営コーチ／ライフワークコーチとしての活動を開始。現在、大手総合コンサルティング会社に講
演を依頼されている。
■２３年間の仕事で達成できた事
年商売上 ２億円以上達成
レストラン 年間坪効率№１・１日１４回転達成
ランジェリー 年間坪効率№１達成・年間坪売上 １０００万円以上達成
大手下着メーカー販売コンテスト 日本一数回達成・閉店時部門別昨対売上比率日本一達成
クレーム２３年間で５件以下
■蘇原利枝コーチからのメッセージ
厳しい社会で活躍されている経営者の皆様、週一回コーチと安心した環境の中で、仕事やプライベートの
様々な考えや問題点、疑問、不安、不満等自由に話してみませんか。
コーチに話す事で頭の中が整理されスッキリします。又、コーチからの質問に答えていきながら、色々な気
づきが起こり視点が変化し、どのように行動するか自ずと見えてきます。そして社内にコーチングを導入す
る事で、コミュニケーションが円滑になり信頼関係が深まります。安心して働ける職場の環境を整える事に
より、それぞれの才能が発揮され効率よく成績アップに繋がるように全力でサポートします。日々仕事が楽
しいがモットーです。
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コーチ／コミュニケーションコンサルタント

長瀬勝美
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
日本コーチ協会正会員
日本コーチ協会・東北チャプター 代表幹事
ＪＩＰＣＣ 認定プロフェッショナルキャリアカウンセラー
１９６３年 京都市生まれ 宮城県在住
近畿大学理工学部電気工学科入学、大阪大学レーザー核融合
研究センター特別研究生を経て、電子部品メーカーの開発・工
程管理業務を担当。技術開発とともに部下の指導育成と現場マ
ネージメントを行う。
また、大学との共同研究・学会発表なども経験したが、２００４年
（一財）生涯学習財団・認定コーチを取得、プロコーチとして独立。
元技術者としての冷静な視点と、自らのキャリアチェンジ・独立起業の経験を活かしたコーチングを提供し
ています。
その他、企業内コミュニケーション研修の講師、社員個人及びグループコーチングの実施など、コーチング
による人材教育も活発に行っています。
また、キャリアプランニングやモチベーションをテーマとしたメルマガ「やる気Ｍａｇｉｃ！」も好評配信中。
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リフレッシュコーチ

矢嶋美由希
一般財団法人 生涯学習開発財団 認定コーチ
米国ＮＬＰ協会認定 マスタープラクティショナー
百家創世プロジェクト正会員
保育士
幼稚園教諭２級
トニーブザン公認マインドマップインストラクター
（株）Re Prism （リ プリズム）代表取締役
東京都在住
矢嶋美由希コーチからのメッセージ
こんにちは！矢嶋美由希です。
目標達成に特化したメタモルフォーゼコーチングを提供しています。
メタモルフォーゼとは変容・変態という意味。
表面的な行動変容のコーチングではなく、本質的な深い変化につなげていることから、そう言われるように
なりました。
コーチを専業としているので、平日も土日も…午前も夜もご希望の時間帯で受けて頂くことが可能です。
保育士の経験と各種心理学（学術的なものからビジネス寄りのものまで）
そして、ビジネスセミナーに 1000 万を投資して学んできたものを統合して、コーチングをしています。非言
語のメッセージをくみ取り、自覚していない感覚や考え方を明確にしていくのが特に強みだと言われていま
す。
コーチングを受けられた方の成果としては…
イギリス移住の夢を漠然と持っていた３人のお子さんをお持ちの女性が、
やや封建的な夫婦関係を再構築した上、英会話もままならない状態でも成し遂げたい！とイギリスへの一
人旅を叶えました。
社内で、気弱でノーと言えない性格ゆえに理不尽な扱いを受けていたビジネスマンは、周囲から本来の実
力を認められるようになり、仕事をマネジメントできるようになり自信も高まりました。
またプライベートでも活動的になって、行動範囲が広がり交友関係も豊かになっていきました。
福祉の仕事から転職を考えていた男性は、仕事で予想以上の成果を出せるようになり、職場の士気向上
のために率先して行動するだけでなくマネジメントまで考えるように変化しました。
サラリーマンの男性は、副業としてちょっと大きな事業を立ち上げる見通しがたちました。その途中でパート
ナーの素晴らしさがより一層理解できて、プライベートも収入面でも豊かになっていきました。
38 年間彼女がいなかった男性が結婚して、幸せなパートナーシップを築いています。
婚活中の女性が、パートナーが見つかっただけでなく仕事での自分の強みを発揮して女性らしいリーダー
シップを発揮していくようになりました。
営業成績が振るわなかったビジネスマンは、セルフイメージを大きく書き換え、仕事に取り組む姿勢だけで
なく、段取りも大きく見直し、部内トップの成績を納め表彰旅行にも招待をされるようになっていきました。
その後も安定した営業成績をおさめ、コミュニティーリーダーとしての影響力を高めることにも力を注いでい
ます。
日々の業務が忙しく家庭のことも、将来設計もやりたいのにやれないというジレンマを抱えていたビジネス
マンは、家族の応援も受けて転職をし、本当にやりたかったことに向かっていく充実感を感じるようになりま
した。
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コーチ

山本かおる
香川大学法学部卒業後、宅建の資格を活かし不動産業に従事。
その後アパレル小売業に転職。某有名ブランドの FC 店で売上
高日本一に導くなどの実績を持つ。
2007 年、長年の夢であったプロコーチとして独立。企業の代表
取締役、役員、歯科医師、看護部長などの管理職のビジネスコ
ーチとして、また起業を目指す人のコーチとしてクライアントをサ
ポート。セミナー実績、国税局税務大学校、小売店、生命保険
会社関連など。
（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ。産業
カウンセラー。日本コーチ協会四国チャプター正会員。社団法
人日本産業カウンセラー協会正会員。
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企画エンジョイ・コーチ

森 浩介
コーチング・フォーラム有限責任事業組合代表
株式会社ユアプラン・アシスト代表取締役
企画エンジョイ・コーチ
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
特定非営利活動法人日本コーチ協会正会員
経営品質協議会認定セルフアセッサー
リスクマネジメント協会認定ビジネスプランナー（ＢＰＲ）
リストマネジメント協会認定プロジェクトマネージャー（ＰＭ）
(株)ショウイン認定 学習カウンセラー
1986 年、コンピュータサービス株式会社（現ＣＳＫホールディングス）
に入社。
ＳＥ、営業、経営企画、マーケティング、人事総務等、ほぼ全ての業務を経験する。
1992 年、会社の国内留学生として、早稲田大学ビジネススクールを修了する。競争戦略、マーケティング
戦略、経営分析を主に専攻する。
1997 年より、経営トップ層の参謀役を務める。2001 年から関西大手電機メーカーと人事業務に関する合弁
会社を複数、企画設立。
2003 年より、従業員満足・顧客満足に関する企画やコンサルティング業務で実績を収める。
2007 年 6 月、株式会社ユアプラン・アシストを設立、代表取締役に就任。教育研修、コーチング、コンサル
ティングなどの事業で、主に個人と組織活性化、リーダー育成研修業務にあたる。同年 10 月に、ビジネス
と暮らしに関してそれぞれ得意分野を持つコーチ、コンサルタント９名とコーチング・フォーラム有限責任事
業組合（ＬＬＰ）を設立する。個人がそれぞれに持つ「働く力」「暮らす力」「生きる力」を活かす支援と、ボラン
ティア活動として２５０名からなるクラシック音楽の合唱団の団長など活力ある組織・地域・社会づくりを目
的に様々な活動を展開している。
コーチからのメッセージ
長年、新事業企画、新会社設立、サービス開発、提案・プレゼンテーション力向上のための仕組み構築
などのプランニング・コンサルタントとして活躍してきました。
日本経営品質賞のセルフアセッサーとして、従業員満足なき企業の顧客満足はあり得ないとする組織風
土の浸透や仕組み導入といったモチベーション向上、コミュニケーション改革のための活動に従事してきま
した。
プライベートにおいては、２０年間の共働き生活、独立した今は兼業主夫として家庭生活や子どもの教育
面に向き合っていたり、２５０名のクラシック音楽の合唱団の団長も務めています。
こうしたバックボーンを活かして、あなたにとってのしあわせを一緒になって追い求められるコーチとして
役立てればうれしいと思っています。
心より、出会いをお待ちしています。
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コーチ

虫鹿恭正
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
日本ＩＳＴ協会認定ＩＡＴ適動設計インストラクター
コーチング・フォーラム有限責任事業組合 幹事
1978 年 5 月 25 日愛知県一宮市生まれ、東京都在住
小学 6 年：親の仕事の都合で転校するも、転校先でうまく溶け込
めず、一人孤立し仲間はずれとなる。
中学 1 年：担任からの「おまえみたいに集団を乱すやつは社会
で通用しないぞ！」の一言にひどく傷つき、それ以降、中学 3 年
の半ばまで長期不登校をする。唯一仲良くしてくれた不良仲間
に癒されるも、その気持ちが周りに理解されず、ストレスから家
庭内暴力が始まる。姉も、高校の不良グループからいじめを受
けて不登校になり、両親大パニックで家庭が崩壊寸前になる。
中学 3 年：高校進学のためにいやいや登校したところ、好きな子ができて学校に行くようになるが、クラス
内で集団無視をされ苦痛の日々が続く。卒業式の日に好きな子に告白するが、「デブは嫌い!!」とフラれ、そ
れを機に当時体重 86kg あった私は猛烈なダイエットを始める。
高校１年：県内で最も偏差値が低い高校へ進学できたが、いじめられていた子を助けたことが発端で不良
グループから目をつけられ、暴力を受ける日々が続く。
高校 2 年：猛烈なダイエットの影響で拒食症になり、86kg あった体重が 36kg まで減少する。点滴を受け続
けないと生きていけないほど体力が消耗し、長期入院をする。高校も中退して生きていく自信をなくし、自
殺未遂を繰り返す。拒食症で最愛の息子さんを亡くされた、食べてやせるダイエット食研究家の故鈴木そ
の子先生との運命的な出会いを機に、死の底を彷徨っていた境遇から劇的に回復へ向かい出す。※この
頃から、今までどんな時も息子を信じ、無上の愛を注ぎ続けてくれた両親の有難みを自覚し始める。
21 歳：アルファベットもろくに書けなかった学力から、予備校で出会った恩師の懇切丁寧な指導のお陰で大
検を取得し、愛知学院大学経営学科へ進学する。わが人生の浮き沈みを教訓に、人間学・コミュニケーシ
ョン・自己啓発・東洋思想・心理学など、約 1,000 冊の書物をむさぼり読む日々が続き、コーチングに興味を
抱くようになる。
現在：（一財）生涯学習開発財団認定コーチの資格を取得し、国際コーチング連盟の指導をもとに熟練した
技術を身につけたコーチとなる。さらに、企業理念、人生理念に基づいた未来対応型問題解決学の研究家
として第一人者である大和 信春氏に弟子入りし、日本ＩＳＴ協会認定ＩＡＴ問題解決学インストラクターとな
る。これまでに 200 人以上のクライアントの支援を行ってきている。
【コーチング及び問題解決支援実績】
“人間関係で苦しみ、人間関係で助けられた”という肌身に沁み込んだ経験を最大限に活かし、「生きる希
望に満ち溢れた社会生活へ人々を案内する。」という理念を掲げ、これまで、いじめ・不登校で苦しむ青少
年やそのご両親、教師、摂食障害で苦しんでいる人、病気と闘っている人、就職活動中の学生や社会人、
転職志望者、独立志望者、経営者、二代目経営者、恋愛で悩んでいる人などにウェディングプランナーに、
コーチング技術をベースにした問題解決支援を行う。
【コーチとしての強み】
「私自身も絶望のどん底にいたのでクライアントの境遇が痛いほど共感できる」
「クライアントと真正面から面と向き合う姿勢（いつでもクライアントの 100%見方です!!」「どんな苦渋な境遇
からでも突破口が開ける視点（問題解決）を提供」
「一過性の対処療法ではなく、きちんと本質（最善なビジョン・最善な目標・最善な決断・最善な対策・最善
な行動かどうか？）をつみに見抜いた上でコーチングしますので、一時的ではなく永続的に通用する自己
成長が実感できます!!」
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ヘルスコーチ・ジャパン 代表理事／薬剤師

最上輝未子
国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ
生涯学習開発財団認定マスターコーチ
医療経営・管理学修士（専門職）
薬剤師
１９６０年福岡県生まれ。九州大学薬学部卒業後、薬剤師として、救
急総合病院や、調剤薬局で薬剤師として働くが、本当にこれが自分
のしたいことなのか疑問を感じ退職。それから約２０年間は、結婚・３
人の子どもの出産育児・夫のビジネスの手伝いをして過ごす。この２
０年間は、迷いと焦燥感に満ちたストレスフルな２０年だった。４０歳
を目前にしたある日、コーチングに出会いもう一度人生をやりなおし
たくてコーチングの勉強をスタート。２００１年プロコーチとして開業、
現在に至る。
コーチングでは、自分の体験から、子育て中の母親支援と本当にし
たいこと探し（キャリアマネジメント）そして、ストレスコントロールを得意とする。薬剤師として医療現場に勤
めた経験から、医療現場をコミュニケーションから変えたいという気持ちが強く、２００５年から九州大学大
学院医学系学府医療経営・管理学修士課程に入学し、医療コミュニケーションの研究を深めた。ここでは、
経済産業省「サービス産業創出支援事業」であるカルナプロジェクトでコーチングを使った生活習慣病予防
プログラムの開発に関わると同時に、医療コンフリクトマネジメント（メディエーション）やインフォームドコン
セント、リスクマネジメントについての学びも深め、医療機関向けのプログラム作りに役立てている。
現在は、官公庁、医療機関、教育機関でコーチングをベースとしたコミュニケーション研修を行ないながら、
２０名～３０名の個人クライアントとの個人コーチングを行なっている。特に対人支援者の自己基盤の確立
（ストレスコントロール）と支援技術向上プログラムは好評で、教育機関や医療機関からの研修依頼が多い。
２００８年からは、メタボリック予防とメンタルヘルス改善に特化した専門コーチを養成する「ヘルスコーチ・
ジャパン」を立ち上げ、メンタルコーチ、ヘルスコーチの養成を行なっている。
【論文】
1. 医療分野でのコーチングの応用～文献研究からの考察～, 医療福祉経営マーケティング研究, 1,
31-39, 2006）
2. 行動変容支援における支援者の会話デザインに関する研究、九州大学大学院医学系学府・医療経営
管理学専攻修士課程・卒業成果物
【執筆】
1. コープこうべ発行 会員向け情報誌 ステーション のびのび子育てクラブ回答者、2003 年 11 月、2004
年 6 月・9 月
2. メディカ出版、ブレインナーシング、後輩指導・患者対応にすぐ活かせる"コーチングスキル"、2004 年 7
月～2005 年３月
3. 学研、あそびと環境 0.1.2 歳 2004 年ふゆ号、保護者からのクレーム！どう話す？どう対応する？
4. 福岡県中小企業振興センター、ビジネスサポートふくおか、ビジネスコーチング、2006 年 8 月～10 月
5. PHP 研究所、別冊 PHP 2006 年 12 月号、場面別「自分で考える子」が育つ会話術～すぐできる！子育
てコーチング～
6. PHP 研究所、別冊 PHP 2008 年３月号、子どもがぐんぐん伸びる「聞き方」5 つのスキル
7. 日総研、こころのマネジメント 2007 年～2008 年、連載「アサーティブコミュニケーションの極意」
【オリジナル書籍】
看護師のためのコーチングハンドブック
税理士のためのコーチングハンドブック
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ブランディング・コンサルタント／夫婦円満コンサルタント 中村はる
み／クオリティ・オブ・ライフ研究所代表／夫婦円満学校 主宰

中村はるみ
日本交流分析協会会員 １級分析士
チームフロー認定コーチ
財団法人実務技能検定接遇 2 級
イギリスロバートディルツＮＬＰビジネスプラクティショナー
自己ブランディング、家庭と社会に「幸せの魔法」をかける夫婦円満
コンサルタント®として、新聞・雑誌、テレビなどメデイア掲載多数。
男女間の誤解・齟齬は人生の大損失、「男女が生きやすい社会」を
めざし、性差を理解し人生を豊かにする夫婦円満学校を主宰。
「家庭外の評価に価値を置く男」と「家庭内の関係性に価値を置く
女」の違いをベースにした独自理論で、夫婦円満家庭を全国に増や
すセミナーや講演を展開。これまでに１０００件以上の夫婦間トラブルの相談を受けている。相談者の 50％
が男性。新聞・雑誌、テレビなどメデイア掲載多数。
昭和 28 年名古屋生まれ、横浜育ち。頑固で一途な夫、３人の息子の母。
2007 年女性士業向けコーチとして仙台で起業。
2012 年夫婦円満コンサルタントとして銀座に進出。
銀座オフィス・暮里会議室・柏の葉キャンパス駅会議室・事務局・柏駅会議室・大阪・梅田会議室に展開。
モバゲイにはまり妻子に手を出す夫心を通訳し 10 日間で妻心を変え、夫がストレスを話せる夫婦関係に
する。浮気相手が妻より 15 歳若い相談を解決する。自分探しのために離婚を望む妻と夫の関係・親子関
係を再構築する。2014 年自治体主催男女共同参画に登壇
1953 年 名古屋に生まれ、横浜育ち
結婚後、夫の転勤に従い仙台に移住
2000 年～2007 年 大手流通会社に再就職。仕事部屋が相談室となる。信頼を得、労働組支店長を任命さ
れる 2007 年１月財）生涯学習開発財団 認定コーチに合格 2 月ＮＰＯ法人日本メディエーション(訴訟以外
の方法で問題を解決する)を学ぶ
2007 年～2011 年 2007 年 10 月起業
来談者に離婚・婚活問題、夫婦関係問題が発生、異性の存在がクローズＵＰされる
男女心理・心理療法などを学び始め、夫婦関係修復・婚活に対応する
2008 年３月リビングに「私の幸せ時間」記事を記載
2009 年～2013 年 看板は士業サポート！実際は夫婦問題・離婚回避で活躍自衛隊員の婚活サポートなど
でも結果を出す
2010 年 2 月オリンピックの金メダルコーチ平本メソッド・ピークパホーマンスコーチとなる。2 年間心療内科
で外れなかった来談者のトラウマを２時間で外し、その来談者は国の代表に抜擢、外遊。
東日本大地震に遭遇。夫の要望で千葉県に転居する。
夫婦円満コンサルタントとして起業。適切な対応に口コミ続出 2011 年 FM レインボータウンに連続出演。
2012 年週刊女性自身｢政党党首の夫力｣を採点する。
2013 年新聞コラム｢夫婦円満｣を担当する
10 月 23 日フジテレビ「とくダネ！」"良い妻になる秘訣"で出演
12 月 10 日（火）の夕刊フジに中村はるみの記事記載
2014 年～ 1 月 15 日（水）読売テレビ「ZIP!」大阪にコメント出演
2 月 17 日(月) TBS テレビ 19：0０～『私の何がいけないの』に出演
2 月 22 日(土)愛知県江南市「男女共同参画のつどい」に登壇
4 月 22 日テレビ東京「なないろ日和！」生出演予定。テレビ出演などの画像は HP に記載
「家庭外の評価に価値を置く男」と「家庭内の関係性に価値を置く女」の違いをベースにした独自理論で、
夫婦円満家庭を全国に増やすセミナーや講演を展開中
2015 年 6 月 19 日夫婦円満コンサルタントの商標登録が受理されました。登録番号 5772010 ®
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and Cs（アンドシーズ）代表

藤田 潮
生涯学習開発財団認定マスターコーチ
健康管理士一般指導員
1988 年大学を卒業し、言語聴覚士に興味がありアメリカに留学。
1989 年㈱福武書店（現ベネッセコーポレーション）に入社。
2003 年に同社を「卒業」するまで、スタッフマネジメント、物流、
総務、システム、編集など、あらゆる職種を経験する。その間
「人の伸びていくところを応援したい」というミッションに目覚め、
研修、面談、相談など一貫して「人に関わる業務」に心血を注ぐ。
同時に仲間の悩みや夢を個別に聴き、心を揺さぶり続ける。そ
の間、ワーキングマザーの草分けとして 2 足のわらじを「もがき
ながらも」はき続ける。
2002 年に CTP プログラムを受講。翌年よりクラスコーチになる。
2004 年充電&準備期間を経てコーチング＆研修の個人事務所 and Cs(アンドシーズ）を立ち上げる。
2005 年から 2006 年にかけて第 3 子妊娠、出産にともなう産休、育休。
「and Cs 第 2 期」として、乳児を持つ女性個人事業主のワークスタイル創造に挑戦しつつ平日昼間中心型
にシフト。
2007 年 4 月には幻冬舎ルネッサンスより「「聴く」の本」を出版。発売後 1 ヶ月で増版となる。
スタート以来、パーソナルコーチングクライアント、講演、研修ともに、ご紹介や、名指しでの依頼、リピータ
ー様からの受注という「ご縁を大事にする営業」で業務展開を続けている。
・サポータープロモーター、黒豹、水星人－、「社交性・包含・着想・調和性・ポジティブ」、体感覚・・・こんな
側面をもっています。
コーチからのメッセージ
・入院 6 回、手術 3 回という経験を持つコーチは業界広しといえども私だけ。
成果主義のビジネス界と生活感あふれる主婦界の両方をホンキでコミットした経験を持つのも社会の中で
は少数派でしょう。
それらの多くの体験から、物事を多面的に見られ、かつそれが嘘のないリアリティを備えていることでご提
供できる質問が違う、cool head & warm heart。それが私の強みです。
・職業、性別、年代などの属性を問わず、目標が明確で自律的な方を募っています。目標志向でチャレン
ジ精神に富む方を求めています。
どんな小さいことでも、向上心の高い方がコーチングから多くの成果を手にします。挑戦をおそれず、自分
の新しいステージに望みをもって行動が踏み出せる方に、限定的に、コーチングはたいへん有効です。
なお、なぜだか混沌としている方、特に今は目標はないけれどプロを聴き相手にじっくり話して調子を整え
たい方には、ぜひコーチングでなく当方の「傾聴サービス」をご利用ください。自分の話をただ聴いてくれる
プレシャスな経験があなたの活力源になることでしょう。
実は私も折に触れ、傾聴してもらうことでエネルギーチャージングをしています。ぜひお勧めします。
今の話題、状態、ご自身のご性格において、「コーチングという手法」が適切でない方には、コーチング、カ
ウンセリング、コンサルティングの使い分けのご提案をしています。
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パーソナルコンサルタント／パーソナルコーチ／チャイルドセラピス
ト

福良よしの
生涯学習開発財団 認定コーチ
NPO 法人 日本心理療法士協会 チャイルドセラピスト二級
ファイナンシャルプランニング技能士二級 （ＡＦＰ）
大学卒業後、メーカーに就職、情報システム課や営業部などで営業
マン管理のためのシステム構築に従事
2000 年 結婚、 2001 年 出産
2002 年に育休復帰し、営業研修、販売企画の立案などの業務をす
る中でコーチングと出会う。
育児休暇中、主婦業にはさまざまなマネジメントスキルが必要なこと、
またモチベーション管理が難しいことなどを感じていたため、コーチ
ングを家庭に導入することで、もっと楽に、もっと楽しくなるのではな
いかと、コーチ２１で勉強を開始、加えて、子どものケアもできるようにとハートステップカレッジにてチャイ
ルドセラピスト養成講座アドバンスコースを修了。
家計相談にも専門的な知識を持ちたいと、ファイナンシャルプランナーの資格を取得
2005 年 メーカーを退職
現在は１ｔｏ１セッションのほか、セミナー「すごい主婦養成塾」を開催、子ども向けの訪問型セラピー「あそ
びの家庭教師「こどもぱお」」を提供
各種勉強会の講師、講演なども承っております。
コーチからのメッセージ
家庭は社会の最小単位です。
会社だって社会の中の一つの単位です。
会社の社長はみんな、社会に役立つ会社になろうといろんな知恵を絞っています。
あなたのおうちはどうですか？どんなところで社会貢献していますか？
働き手を提供しています。人材教育もやっています、介護事業もありますか？
消費動向を担っているのもあなただし、環境問題にも直接影響しています。
具体的な仕事を見たら、タイムマネジメントにマネーマネジメント、ヘルスマネジメントに整理整頓。ご近所
づきあいや学校行事、じつに様々な激務をこなしていらっしゃいます。
どうですか？意外とあなたってすごい人でしょ？
専業主婦になると途端に社会から取り残されたように感じるかたが多いようです。
でも本当は、家庭を預かる主婦って、社会つまり政治や経済にかなり密着しています。
外で働いている方もそれは同じです。
結婚していなくても、子どもがいなくても、私達一人一人が社会を作っているのですから。
自信を持って、主婦の力をどんどん社会に還元してください。
その方法はひとそれぞれ。大抵は「ちょっとしたこだわり」を高めていけばいいだけです。
「いまのままではいや」 から 「こうなりたいんだ」へ。
どうなりたいかが決まったらぜひご連絡ください。
きっとあなた本来の人生が始まりますよ！
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コーチ

市村富美恵
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
イベントの企画・デザインの会社で、もの作りの楽しさを学びました。
現在は広告代理店の経理事務をやっています。
私は人が生き生きとその人らしく元気で笑顔になってくれるのが大
好きです。
だからコーチになり沢山の人に生き生きと生活をして貰いたいと思っ
ています。
コーチからのメッセージ
いまの貴方に満足していますか？
生き生きと生活していますか？
自分の時間ありますか？
やりたい事があるのではありませんか？
夢・問題解決・キャリアアップ・目標達成などを手に入れてみませんか？
貴方の心の奥に眠っているやりたいものって何ですか？
一緒に探してみましょう。
答えは貴方の中にあります。
１歩前に踏み出せない人も勇気をだして前に進みましょう。
希望や夢を膨らませたものを５年後、１０年後に手に入れていたら素敵だとは思いませんか？
物事を多方面から見たり、考えたりでき、自分から行動を促せたら素晴しいと思いませんか？
私達コーチがお手伝いをさせて戴いています。
コーチングは電話で行いますので安心してお話して戴けます。
コーチングを受けた方からの声
自分でも気づかなかった答えが出たのでびっくりした。
肩の力が抜けて本来の自分を取り戻せた。
いろいろな問いかけで視点が変わり問題が解決できた。
コミュニケーションは人を育てそして大きな力になるという事に気づかせてくれた。
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若者の脳と心を鍛える専門家

灰谷 孝
米国教育キネシオロジー財団認定ブレインジムインストラクター
ブレインジム教育コンサルタント
(一財)生涯開発財団認定プロフェッショナルコーチ
米国 NLP（TM）協会認定トレーナー
PX2 ファシリテータ
株式会社 コーチ・エィ クラスコーチ
ＮＰＯ日本スクールコーチ協会 関西支部長
コーチング・フォーラム有限責任事業組合 幹事
日本ファシリテーション協会員
兵庫県出身 大阪府在住。株式会社ビジョンパート ナー 代表
取締役。
コーチングアプローチに、ブレインジム、ＮＬＰ、ＰＸ２脳機能学を応用した、「脳と心について学べる地元の
スクール BrainTrain」を全国にて展開。10 代のお子様と親のためのコーチング「家庭コーチ」を、また組
織法人には「最強のチームビルディング」ビジネス を展開。「大人も子どもも夢を語れる社会の実現へ」を
テーマに各分野で活躍中。
「エチカの鏡」にてブレインジムインストラクターとして紹介され、人気講師として全国でセミナーを行ってい
る。
コーチからのメッセージ
人は、いつでも、どこでも、いとも簡単に変わることができます。
若者の心に火がつきます。（若者でなくてもつきます）
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パーソナルコーチ／ビジネスコーチ

岩下じゅんいち
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
中小企業診断士
ＩＴコーディネータ
１級販売士
日本コーチ協会福岡支部運営委員
１９５１年生まれ 熊本市在住
青山学院大学経済学部を卒業後、現熊本ファミリー銀行へ入行。３
０年の銀行勤務の中で審査部在籍が長く、専担チームで経営不振
企業の建て直し等にも関わる。
２店舗の支店長を経て、お客様相談室長、業務管理部長を務め５５
歳で退職。
２００６年９月 コーチ２１のＣＴＰでコーチングを学び始める。
２００７年４月【熊本コーチング倶楽部】勉強会を立ち上げる
２００７年５月【インターナショナルコーチング倶楽部】勉強会を立ち上げる
２００７年６月 生涯学習開発財団の認定コーチ資格を取得
２００７年６月 ＣＴＩジャパンの「コーアクティブ・コーチング・基礎コース」修了
２００７年７月 日本メンタルヘルス協会心理学基礎コース修了
コーチからのメッセージ
「あなたの心を軽くする」コーチングをメインとしています。コーチとしての経験は少ないのですが、長年銀
行に在籍し、たくさんの企業やいろんな人と関わってきましたので、人と企業の関係やそれに伴うストレス
などはたくさん経験しました。
２００６年９月にコーチングを学び始めたところ、これは「人がより良い人生を歩むため」のお手伝いに最適
だと思い、翌月にはプロコーチになろうと決めました。今は第二の人生と考え、コーチングを通して私に関
わりのある人が幸せになれればいいなと思っています。コーチ２１の電話システムで勉強していますが、他
に熊本で勉強する場所を知らなかったので福岡へ通い始めたところ、熊本にも勉強したいと思っている人
がいることを知り、熊本での勉強会（会場費負担として１回５００円）とスカイプを使った勉強会（無料）を立
ち上げました。私のコーチングで皆さんを楽しく幸せにすることをライフワークにし、また、１００歳までコーチ
をすることを目標に１歩ずつ階段を登るつもりです。
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コミュニケーション／プレゼンスコーチ

勝然武美
日本コーチ協会正会員一般財団法人生涯学習開発財団 認定
コーチ
米国 NLP 協会認定マスタープラクティショナー
ソースプログラム認定ソーストレーナー
インプロラーニング認定トレーナー
ＡＲ演技認定トレーナー
1955 年生まれ
東京在住
劇団青年座出身。
映画『影武者』で俳優デビューする。
１９８７年。劇団初舞台設立。約 20 年間俳優、演出家、劇作家、
製作者として活躍する。
１９８７年。株式会社ワークステーションを設立。ＢＭＷジャパン、ドイツ大使館等と契約をする。
１９９４年。俳優養成所「俳優塾 JASH」を設立。10 年間に、延べ 10,000 時間に及ぶ演技指導を行う。
２００５年。株式会社スターズに社名変更。セミナー及びコーチングセッション開始。
２００７年。見て聞いて楽しみなが学ぶ集合研修「ドラマセミナー」を発表。商標登録済み。
２００８年ＮＬＰ、コーチングのスキルを融合した「インプロラーニング」を全国展開中。
現在、「ＮＬＰ」、「コーチング」、「俳優の演技テクニック」を融合したオリジナル演技メソッドＡＲ（アクション・リ
アクション）を考案。現在クラスを開催中。今秋、ＡＲの出版を予定。
２００５年５月よりコーチングを開始。
現在は、上司と部下の関係をテーマにしたドラマセミナー「ビジネス編」を展開中。
コーチからのメッセージ
人生は俳優の舞台と同じです。誰もが自分の物語を演じています。
舞台は演出家によって物語が作られますが、人生もコーチングによって新しい気づきと方向を見つけること
が出来ます。
その人の表現方法が豊かであれば、その分人生も豊かになります。誰もが誤解をされない望むべき人生
を歩むことがコーチングによって可能です。
私のコーチングは、クライアントに想像力と柔軟性を与え、可能な限りその人の潜在能力を引き出し、目標
を達成していきます。そんな素晴らしい人生を作りお役に立てればと思います。
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メンターコーチ

安海将広
国際コーチング連盟マスター認定コーチ（MCC）
早稲田大学商学部卒業
コーチトレーニングプログラム（ＣＴＰ）修了
1961 年 宮城県生まれ 東京都在住
1984 年 早稲田大学商学部卒 千代田火災海上保険(株)（現あい
おい損保）入社 地域担当営部にて、代理店の業績拡大を支援
1988 年 千代田火災(株)退職後、3 年間の研修生期間後、 代理店
として独立。 研修期間中の 3 年間、日本一の業績を維持
1992 年 有限会社以心伝心設立
1998 年 ビジネスコーチとして活動開始。中小企業の次世代経営幹
部育成と企業理念浸透、個別支援と研修の両面から総合的にサポート
2019 年 エグゼクティブ・コーチ養成講座を開講
2020 年 オンライン・コーチング実践道場「以心伝心」を開き「コーチ・ネットワークで世界が元気に」を掲げ
る
【指導実績】 ソフトバンクテレコム(株)、ソフトバンクコマース＆サービス(株)、ソフトバンクテクノロジー(株)、
岩田合同法律事務所、群馬セキスイハイム(株)、四万温泉柏屋旅館、前橋市役所、ベルフェイス(株)、田
村建材(株)、(株)バーテック、マーケティング-ロボティクス(株)、(株)ドール等
【講演実績】 青年会議所、 商工会議所、 ロータリークラブ等
【著 書】 アヅミ式朝礼ハンドブック （ビズナレッジ株式会社 2009 年）
【資 格】 国際コーチング連盟マスター認定コーチ（MCC）
【ライフワーク】 ボーイスカウト、 トライアスロン
著書「アヅミ式朝礼ハンドブック」
（ご希望の方は、直接ご連絡ください）
コーチからのメッセージ
僕の使命は「コーチ・ネットワークで世界が元気に」を拡げること。 そのためには、まず質の高いコーチを
数多く輩出すること。 コーチは、クライアントが自身の課題を成長の種と捉え、解決することに喜びや生き
がいを感じていただけるよう働きかけます。その結果として、クライアントの QOL と目標達成、業績向上の
可能性が最大化するのです。 コーチは言葉の持つ力を最大化してクライアントの未来を創ることを全力で
サポートします。志あるコーチ、クライアントとのご縁を大切にしてまいります。
【コーチング実践道場「以心伝心」】
「コーチ・ネットワークで世界が元気に」
そのためには、コーチであるあなたが使う言葉を進化させましょう。
あなたの言葉が変わると、あなたの意識が変わります。
あなたの意識が変わると、あなたの行動が変わります。
あなたの行動が変わると、結果としてあなたのまわりが変わります。
一緒に学んで行きましょう。
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ビジネスコーチ／講師／ＥＣコンサルタント／ＷＥＢプロデューサー

小宮山真吾
岸英光プログラム完了
日本ファシリテーション協会員
ヴォイス公認ソースベーシックトレーナー
ＮＰＯ法人素材探検隊マスター認定トレーナー
1972 年生まれ。東京都出身。1995 年立教大学卒業後、株式会社Ｎ
ＯＶＡで店舗責任者を 4 店舗で経験。2000 年有限会社セカンドブレ
ーン入社。ホームページ制作、コンサルティングを行う。2004 年より
合資会社えとコミにてネットショップ売上ノウハウの講師を担当。ま
た同年より岸英光氏よりコーチングを師事、プロコーチとしてセッショ
ン及び研修を開催する。2005 年よりコスモ石油株式会社ショッピン
グサイトのディレクターとして売上管理、企画書、外部クリエイターと
の制作進行管理、成果物の確認等を行う。同年日本ファシリテーション協会に入会し、組織コミュニケーシ
ョンにも力を入れる。同年ヴォイス公認ソースベーシックトレーナー取得
コーチからのメッセージ
自分を見つめ、他人を見つけ、コミュニケーションの深さを感じられていること。
コミュニケーションがお互いに機能することで仕事、そしてプライベートでも最高の関係を築いていけること。
セッションや研修を通してそんなセンスを一緒に創作していきます。
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研修コーチ・パーソナルコーチ

鈴木結子
ICF PCC(国際コーチ連盟認定プロフェッショナルコーチ)全米
NLP 協会認定マスタープラクティショナー
中小企業庁受託ミラサポ登録専門員
夫婦関係調整職（国家機関）
所属：ICF ,ICF Japan
上場重電機器メーカー勤務時代、業界初の女性営業として認
められ、社内の女性活躍推進役として新人・女性社員教育を担
いました。その後、個人事業主となって成功と挫折を経験。
コーチングとの出会いは挫折時代、最悪メンタルの時でしたが
セッションを通して少しずつ考え方が変わり、自分が再生したと
実感しました。このクライアント体験からコーチングを学びだし、
人を応援する人になろうと決意しました。
『こんなコーチです』
2005 年からコーチ活動を始めました。以来、コーチングカルチャーを広めようと、企業・行政など様々なと
ころで研修やワークショップなどを行ったり、個人コーチとして活動を続けています。
個人セッションは、メンターコーチングとライフコーチングを行っています。クライアントは 30〜60 代。男女
比は 8：2 位です。
コーチングのテーマは人それぞれですが、最近は、人生の転機を感じてセッションを受けられる方が多い
ように思います。
ご自分を再発見したり再認識して、人生のバランスをとりながら、ゴールに向かう「今」が充実感あふれる
時間になるよう応援しています。
私自身は率直であけすけなタイプです。肝っ玉母ちゃんと言われることが多いので、私のセッションにご興
味ありましたら、まずは話してみて相性を確認してみてください。
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有限会社エビナコーチングオフィス
代表取締役社長

岩崎良雄
海老名コーチングオフィス代表
海老名ボランティアコーチ代表
POY コーチングゲーム・マスタートレーナー
昭和４８年より３２年間、スーパーマーケットに勤務。２４年間を
店長・フロアマネジャーとして過ごす。
平成１７年同社退職後コーチングに出会う。
平成１８年、一般財団法人 生涯学習開発財団 認定コーチの
資格を取得。
同年、有限会社エビナコーチングオフィスを設立。
平成１９年、コーチ養成機関にてコーチ養成を開始。
平成２０年、地域の学習会、えびなコミュニケーションサロン（現えびなボランティアコーチ）を開設。
平成２５年、POY コーチングゲーム公認トレーナーを開始。
現在、経営者、管理職、中堅社員、研修講師等の、個人クライアントをコーチング。月に一度のコミュニケ
ーション学習会を開催中。
私が頂いたフィードバック
一見大人しそうに見えますが、実は熱い男。目標や夢を叶えるために積極的に誠実に物事に取り組む。そ
して、笑顔が可愛い。
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タイムマネジメント・コーチ

滝井いづみ
Ｏｆｆｉｃｅ ＦＯＮＴＡＮＡ代表
パーソナルコーチ
研修講師
Office Fontana 代表。パーソナル・コーチ、タイムマネジメント・コーチ、
研修講師。
２００６年国際コーチ連盟認定コーチ養成プログラムであるＣＴＰ
（Coach Training
Program）を育児中に学び始め、２００７年コーチ認定を取得。香川
県出身。青山学院大学文学部英米文学科卒業後、大手旅行代理店
にて約 8 年間勤務。その経験の中で段取り力、時間管理能力を磨き、
現在はタイムマネジメント・コーチとして、「流されるがまま」になるの
でなく、自分の人生を味わう為のタイムマネジメントをメンタルな部分
から考えていくコーチングを提供。タイムマネジメントのヒントやコーチングの質問で、自分のベストな時間
活用法を見つけ出すためのメールマガジン
『タイムマネジメント・コーチング』
も週刊で配信中。ビジネスパーソン、自営業者、教育者、子育て中の親、素敵なライフスタイルを送りたい
女性らに対してサポートしている。現在は自身もＳＯＨＯのスタイルで仕事をしながら、親業と主婦業の仕
事も並立させ、理想的なライフ・ワーク・バランスを実現させている。２０１０年コーチングバンクの原口氏と
共にＳＯＨＯ部会立ち上げ。
２０１１年 ログを取ることで時間の使い方を見直し、良い習慣を身に着けるサポートをするアプリ「ＭｙＴｉｍ
ｅＭａｋｅｒ」を監修。
２０１４年 『「時間がない！」から抜け出すちょっとした方法』（大和出版）発売
コーチからのメッセージ
人生を「理想」に近づけるためには、「動くこと」が欠かせません。
成功までの道筋を考え、自分にある資源（時間、環境など）を上手く使って、動く必要があります。タイムマ
ネジメントは、セルフマネジメントの一部。５分や１０分の時間を得したとしても、最終的に結果につながって、
幸せにならなければ意味がありません。それには、定期的に立ち止まりご自身の生活を振り返ることが、
必要になってきます。時間に流されるままに行動していては、気が付くと、理想とはかけ離れた場所に行っ
てしまうかもしれません。セルフマネジメントができると、自分に自信が持てます。
自分の軸を持ち、他人の判断基準に一喜一憂させられることなく、
かけがえのない毎日を着実に積み重ねていくことが、大切なのではないでしょうか。
今の「何か」が変わらなければ、将来は変わらない。
何かを変える、お手伝いをいたします。
・コーチングが初めての方、どういうものか体験してみたい方へ
「コーチングゲーム」というツールを使って、みんなで気軽に楽しく体験して頂けます。
コーチングゲームの体験会を不定期で開催しておりますので、詳細は下記ＨＰをご覧ください。 またご相
談いただければ、出張で体験会も可能です。 もちろん、コーチの方、カウンセラーの方、教育・研修関係者
の方、セルフ・コーチングに使いたい方、どなたでもご参加いただけます。専門の方向け「基礎講座」は、マ
ンツーマンでも可能です。
・研修
コーチング研修、 コミュニケーション研修、 いきいきマザーセミナー、 素敵女子セミナー等

75

コーチ

高取しづか
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
NPO 法人 JAM ネットワーク代表
神奈川県在住
大学卒業後、秘書業務を経て、雑誌記者となる。
育児に奮闘するかたわら、子育て、消費者問題の取材記者として多
くの記事を編集・執筆。
また、「子育てネット」の創設メンバーとして『子どもと出かける東京
あそび場ガイド』（丸善メイツ）などの出版にかかわる。1998 年、夫の
転勤にともない渡米。日本人学校で知り合った母親たちとグループ
（JAM の前身）を作り、子どもや女性の視点で子育てや教育に関す
る取材、研究活動を行う。2001 年に帰国後、「JAM ネットワーク」を
結成。新聞・雑誌・本の執筆を行う一方、親子や教育関係者を対象に講演活動を企画・実施している。共
著に「「親子で育てる『じぶん表現力』」「親子で育てる『じぶん表現力』ワークブック」「思春期の子どもとコミ
ュニケーションする法 十代で育てる『じぶん表現力』」（いずれも主婦の友社） 「わかっちゃいるけどほめ
られない！脳を育てる『ほめる表現力』」「頭のいい子が育つ親が言っていいこと悪いこと」（いずれも宝島
社）「子どもが英語の達人になるための『じぶん表現力』エクササイズ」（アルク）「イラスト版気持ちの伝え
方 コミュニケーションに自信がつく 44 の方法」（合同出版）がある。
コーチからのメッセージ
あなたは、じぶんの話を真剣に聞いてもらっていますか？
じぶんの話を心を込めていっしょうけんめい聞いてもらう体験は、ほんとうにすばらしいものです。じぶんが
受け入れられ、認められていることを実感します。
親自身がこのような体験をすることで、子どもの話を聞けるようになるのです。
そして、子どもへの視線が優しく暖かくなり、子どもとの関係が変わってきます。
１人でも多くの子どもが、じぶんの価値を見いだし、じぶんの人生を堂々と生きていけるようになる、そのお
手伝いができればうれしいです。
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NPO 法人クレイジーワークス代表理事／ライフデザインコーチ代表
／ニックネーム：にいにい

新関裕二
・米国 CTI 認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ（CPCC）
・狩猟免許／罠
・メディア掲載：
・ほめたくない部下をほめる技術（マイコミ新書） チームビルディン
グパート執筆
・「企業と人材」 2010 年 5 月号に記事掲載
・U-stream 番組出演
・ネットラジオ出演
「誰のものでもない自分の人生」を創りたい方専門のライフデザイ
ン・コーチです。
10 年のコーチング・ワークショップ実践から、スキルはもちろん、コーチである私自身が、心の針に従って
自然体で生々しく生きることを大事にしています。
1978 年北海道生まれ、東京生活の後、山梨県へ移住。
幼少期からガンダムのニュータイプに惹かれ（笑）、人の本質を直観的に分かりたいと本気で思うほど空気
が読めず、自分の願いと感覚に正直で集団に合わせることができず自己否定の学校時代を送る。
怖くて就活もできずマダガスカル原始生活に走ったことがきっかけで自分の直観が人の役に立てられるコ
ーチングに出会い、 2002 年、学生ながら日本、インドなどで実践を始める。
コーチングに想い入れるあまり、就職先でも人を駒のように扱うことに反発し、問題児となり退社。24 歳でコ
ーチとして独立。
しかし学校時代と同じく、自分が心から信じることを出すと周りとうまくいかなくなることが怖くなり、コーチン
グは続けながら引きこもる。
その後軽度ながら ADHD と自閉症両方の特徴を持つと診断を受け、「障害者だから仕方なかったんだ。こ
れで救われる」と思ったら薬や障害名は現実を変えてくれず、むしろクライアントから「今のにいにいに、自
分に必要な何かを感じるから依頼してるんだ」と愛情ある言葉をもらい、「あー、もうこの特徴を才能として
活かして生きるしかないな」と腹をくくる。
発達障害に限らず、どんな人も「自分のままでいいんだ」と心から思え、個性を活かしながら自分自身の生
き方をする人であふれる社会を目指す。
そして、自分の体験を「生きづらさすら才能の裏返し」と笑って語れるようにともがき始める。
フリーのまま仲間を創りながら活動。
個人へのコーチングと企業研修で生計を立てつつ「人工物の見えない土地に、一人一人が個性を発揮で
きて生きること自体が仕事、遊び、学びである村を創る」と夢を追うが、現実の厚い壁に当たり十二指腸潰
瘍に（笑）
しかし幸いにも、常識の制約から自分を解放した素敵なコーチ仲間達に出会えたことで、少しずつ本来の
自分を出せるようになっていく。
その流れに乗り、成り行きで出したビジネスプランがうっかり合格、山梨県にて NPO 法人クレイジーワーク
ス設立。
現在コーチングの他に「イキルチカラプロジェクト」を始動、一人一人が「誰のものでもない自分自身の生き
方」を仲間と共に実験しながらデザインする場を創るべく北海道、東京、山梨で活動中。
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ヒト・モノ・コト の本質を一緒に ミル、キク、ツクル コーチング

泉本竜太
・CTI 応用コース修了
・CTC 認定コーチ、認定トレーナー
・平本あきお氏ライフ＆ビジネスアドバンスコース修了
２００７年に大手国際物流会社を退職後、ＣＴＣのボードメンバーとし
てコーチ育成プログラム開発、育成に従事。数多くのコーチを輩出。
２００９年より企業の組織変革ファシリテーターの育成も手がけなが
ら独自のコーチングメソッドを開発、企業の知的生産性と心的生産
性を同時に上げることをテーマに活動中。
＜ダイアログコーチング＞
発達心理学における「学習能力」をバックグラウンドにしたコーチングです。
学習能力とは、自分の力で問題解決できる力のことです。
ダイアログコーチングの他には無いユニークなところは、
自己実現や目標達成の手順や考え方なども扱いつつ、
「問題解決できるメンタリティ」を養うことです。
現代社会のような、時間がない中で、次から次に振りかかる多様な問題を解決してこなしていくためには
「問題解決できるメンタリティ」が重要になってきます。
解決することに集中するコーチング、ではなく解決できる力をつけるコーチングなのです。
目標達成を超えて、未来に向け恒久的に「問題解決できるメンタリティ」を手に入れる事、これが「学習能
力」であり、ダイアログコーチングで期待できることなのです。
ダイアログコーチングの３つの軸
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１）対話的学習
人間の学習能力に大切な【対話的学習】によって、正解を見出しにくい状況から最適な答えを見つける能
力を身につけることを主眼にしています。
２）成長パターン
モノゴトがうまくいったり、いかなかったりするのは、人間という生物がもともと持っている成長パターンの影
響を受けています。
ダイアログコーチングでは、そのパターンをお互いに認識しながら進めていきます。
発達心理学における人間の成長の要素の一つとされており、
世界的なプロスポーツ選手、芸術家、起業家等の育成にも関係していると言われています。
３）自分と仲良くする
問題解決への第一歩は「ありのまま見る」ことから始まります。
その基礎となる考え方は、自分自身と仲良くすることです。
自分自身と仲良くするというのは、自分を客観的に観ながら、
応援したり、悩んだりしながら、どんな時でも受け入れていくことです。
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kakkioffice 代表

松下弘幸
NPO 特定法人非営利活動法人
日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会
JIPCC 認定エグゼクティブ・コーチ取得
日本 RIMS 支部/リスクマネジメント協会
認定資格 PM 試験合格
リスクマネジメント協会
-日本 RIMS 支部・日本 CTO 協会モスバーガー7 年勤務
牛角 4 年勤務
サラリーマン 1 年勤務（人材派遣支店長）
当時浪人をしながら両親の田舎の広島にて 19 歳の時飲食店（モスバーガー）でバイトをはじめ勉強をする
事を忘れて？毎日アルバイトに明け暮れてしまい…結局、20 歳でモスバーガー（FC）にて社員になってし
まいました（笑）
若い頃なので、色々お店のパートさんやアルバイトさんとよくもまめました（泣）
22 歳で店長になったのですが、そこからはもっと大変で更にもめました…
「店長と働くのが嫌です」とかよく言われました。本気で！
特にパートさんとはうまくいっていませんでした。
今振り返ると、言い方・指示の仕方などのコミュニケーション取れていなくて（というかきつく）ほんと、「マイ
ウェイ」でした。
だから 1 人でよく泣いてました。ほとんど空回りでした。
仕事に対して熱く、厳しい性格で、少しでも違っていると、おかしいと思うと言わずにおれず、それが注意で
はなく、感情が入り、当たっている様に伝わっていたのだと思います。
その後牛角のオープン立ち上げ、8 月日本最高売上をマークし、そこではお客様に本当に愛されましたし、
パートナー（アルバイト）からも慕われるまでに成長できました！
飲食店で多くの経験をさせて頂き勉強させて頂き、成長させて頂いた事に感謝し過去の私の様に今辛い
思いやどうにも行かない今の問題を何とかしたいなど、コーチとして関わって生きたく思ってコーチングを勉
強しました。
こんな私にご興味を持たれた、特に飲食店の店長、社員の方、マネージャーの方、経営者の方、ご連絡頂
ければ幸いで御座います。
きっと、ご協力でき、お力になれると思っております。
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コミュニケーション・コーチ

井上妙子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
米国 NLP 協会認定マスタープラクティショナー
オーラ・ソーマプラクティショナー
コミュニケーションビジネスマナー講師
カラーコーディネーター
＜北海道在住＞
・日本航空にて国際線乗務員として２８年間勤務後、退職後セミナー講師となる。
・在職中は企画・イベントを提案し、営業もこなす空飛ぶトップセールスウーマンとして社長表彰など数多く
表彰を受ける。
・NHK 札幌で海外取材しレポート番組を１年間担当。
・ハローワークの基金訓練で心理学中心のビジネスマナーを実施。
・モチベーションアップ、強み発見など自信を持たせるサポートが得意。
五感を意識し、潜在意識に働きかけ、温かく・楽しく・腑に落ちる研修が特徴。
・2010 年 9 月㈱アコーモド・コミュニケーション取締役に就任。
・カラーでコミュニケーションを理解するカラーコミュニケーションセミナーが大好評。
・航空業界の航空業界における人的資源の管理方法である CRM（Crew Resource Management）をベー
スに JAPA（社団法人日本航空機操縦士協会）にて危機管理・リスクマネージメントセミナーを小林宏之氏
とのコラボで実施中。
＜研修実施先＞シャープ㈱、関西テレビ放送㈱、ソニー生命保険㈱、日本触媒㈱、東洋メビウス㈱、ニチノ
ウ食品、㈱イノベーション、ファインドスター㈱ビジネスマネイジ㈱、社会福祉法人岩見沢ケアハウス、岩見
沢ろうあ者協会、岩見沢シルバー人材センター
大美林大学、月形高校、社団法人 日本航空機操縦士協会など
コーチからのメッセージ
ラジオの人生相談で「絶望とは愚か者の出す結論なり」と、パーソナリティがリスナーに呼びかけます。
愚かだとはわかっていても何回も失敗し、挫折し諦めたりしてしまうのも『人間』です。
でも、失敗こそが神様がくれた成功への最大のリソース！！！
失敗しても絶望なんかしないで、失敗の経験を活かし、 何度でも何回でもやりなおして一緒に挑戦してい
きませんか?
大好きな言葉は「災い転じて福と成す」「笑う角には福来たる」。
＜あなた＞のゴールに向かい、一歩ずつ前を向いて私と一緒に進んでいきましょう！！
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HR リスペクト株式会社 代表取締役

寺田由美
資格
(一財)生涯学習開発財団 認定コーチ
Sun Microsystems Solaris 公認インストラクター
Avaya Definity 公認インストラクター
MOT(Microsoft Official Trainer)
経歴
1958 年 8 月 大阪生まれ
1982 年 3 月 奈良女子大学文学部教育学科卒
職歴
・住友信託銀行
信託窓口業務及び新人育成メンター、研修担当及び、業務リー
ダーを務める。
・マンパワー･ジャパン株式会社
MOT(Microsoft Official Trainer)資格を取得
OA インストラクター業務、社内スタッフ育成業務、OA スクール運営補佐
・日本サード・パーティ株式会社
Sun Microsystems 公認 Solaris インストラクター資格
Avaya Definity 公認インストラクター
技術研修トレーナーとして活躍。JT、NTT、NTT ドコモ、等 100 社以上の企業研修を担当
教育事業部長、執行役員を務め、日本で初めての教育で ISO 取得、地方教育センターの立ち上げ、新規
海外ベンダ教育の日本初の教育施設開設を始め、事業拡大から社内新人教育、能力開発、人材開発、採
用まで携わる。
・株式会社プロファイルキャリア
エグゼキュティブ コンサルタント
一財)生涯学習開発財団 認定コーチ
公開講座：日本航空、日本電気、三井物産、トランスコスモス、富士通等
一社研修：日本電気、新日鉄、荏原製作所、東北電力、川崎汽船、山九他
130 社 1,500 名以上の研修に携わる
・HR リスペクト株式会社設立
2007 年 4 月 25 日 設立
代表取締役就任
NEC ラーニング、荏原製作所、三井住友メットライフ生命、都庁他
コーチからのメッセージ
IT 技術研修の仕事を長くやっている中で、自分が新しいテクノロジーを覚え、受講者の方にわかりやすく伝
えることを仕事としているステージから人を育て、組織を動かすステージに変わっていく中で、人を育てる
重要性と難しさにとても悩み、さまざまな書籍を読み、研修に参加し、コーチングに出会いました。
組織を活性化し、企業にとって宝である人材を育てる上で、コーチングがとても重要であり、機能することを
知りました。
そして、自分自身もコーチングを勉強いしていく過程で大きく変わっていきました。
その体験、経験を生かして、組織活性化、部下育成などのコーチング研修を多くの企業に導入させていた
だいています。
一人一人の部下が、上司が、生き生きと輝く存在として組織の中で活躍できるそんな人を育てていく、お手
伝いをさせていただければと思っています。
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コーチ

佐々木のり子
ハピネスサポート研究所代表、日本マザーズコーチ代表
ＩＣＦ 国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ
(一財）生涯学習開発財団 認定マスターコーチ
株式会社 コーチ・エィ クラスコーチ
(株)ヴォイス社認定ソーストレーナー
NLP プラクティショナー
保育士、幼稚園教諭、知的障害援助専門員
日本コーチ協会 正会員
日本論理学会会員
日本コーチ協会福岡チャプター会員
幼児教育を専攻後、保育士、知的障害援助員として障害児教育を
経験。
その後結婚し、高校中退の子供やいじめに合う子供を預かるなどの経験や自分の子育ての経験から人材
育成の重要性を痛感する
2002 年 03 月～国際コーチ連盟の認定を受けているコーチ 21 のプログラム CTP を開始する
2003 年 03 月～企業にコーチングを導入するコーポレートコーチングのトレーニングを開始する
2004 年 01 月～母親をサポートするマザーズコーチの組織を立ち上げ、自立する子供の育成と夫婦間のよ
り良いコミュニケーションスキルアップに力を注いでいる
2004 年 04 月～MBC 学園講師（鹿児島）
2004 年 08 月～鹿児島市生涯学習講師
2005 年 04 月～夢中塾講師 （東京）
2005 年 06 月～（株）コーチ 21CTP クラスコーチ（全国）
2006 年 01 月～リビングカルチャー・サロンドゥシフォン講師(鹿児島）
2006 年 05 月～マザーズコーチ Web カルチャースクール開校(全国）（日本初）
2006 年 07 月～NLP 理論(言語神経プログラミング）のトレーニングを開始する
2006 年 08 月～マザーズコーチング講座 産婦人科で導入（日本初）
2007 年 05 月～(一財)生涯学習開発財団認定マスターコーチ資格取得
2007 年 10 月～国際コーチ連盟(ICF)認定プロフェッショナルコーチ資格取得
＜コーチ経歴＞
現在個人のクライアント(台湾、東京、静岡、京都、兵庫、福岡、熊本、鹿児島)20 名
対象は医師、会社経営者、ビジネスマン、アナウンサー、看護士長、助産師、OL、主婦
また、病院、企業、教育関係に研修、セミナー等で自立型人材育成の手法を提案しています。『南日本新
聞』、『KKB テレビ』、『フェリア』、『リビング』など、メディア取材も多数。
＜実績＞
個人コーチングでは 100 人以上の人達の目標達成と自己実現をサポートしてきました。クライアントとのセ
ッション総時間 1500 時間。
また、講座や研修ではこれまで 10000 人を対象に行い、講演等は年間 200 回以上行っています。
■所属団体
・日本コーチ協会正会員
・日本論理療法学会会員
・日本コーチ協会福岡チャプター会員
・ＣＤＬ(Coach Development Laboratory)会員
■コーチングの目的
個人 目標達成・自己実現
組織 目標の明確化・組織の活性化
顧客 顧客満足

82

カラー／声診断／コーチ

橋本真由美
音声心理士（一般社団法人 日本声診断協会認定）
ＮＬＰマスタープラクティショナー（米国ＮＬＰ協会認定）
カラートランスセラピスト（GBJ 認定）
シーズプランティング・オブ・グロース 代表
東京都在住
東京生まれの下町育ち。学生時代には趣味のマンガで多くのファン
を獲得。
大学を卒業後は、デザイナー兼イラストレーターとして就職し、合計
4 社を経験する。
数百人規模の某広告代理店にて、20 代後半で部長となり、約４０人
の部下を抱えることに。
激務に追われるスタッフのモチベーション向上やストレスのケアのために コーチングや NLP、深層心理、
現代催眠を学ぶ。
その後に独立し、デザイナー、アートディレクターとしての活動を続けながら、 コーチ、セラピスト、カウンセ
ラーとして様々な人々の援助に携わる。
独立した後、多くの人と関わる経験の中で、人の成長や変容、真理や人の道についての学びを深めてきま
した。
心理学の要素と神秘学の叡智を含めたカラートランスセラピーを習得し、 より深いレベルでの変容と、自
然な変化をお手伝いできるようになりました。
ふとしたきっかけで、心と体の関係について興味があった私は 人の「声」から欠けているチャクラが分かる
機械が日本にあると知り、 『声診断』に出会いました。
心のレントゲンと言われている『声診断』は 「声」を「色」に変換することで、心の状態をグラフとして見るこ
とができます。
「声」と「色」の周波数からビジュアル化された波形グラフを活用することで 今までセッションだけでは分か
らなかった、心の変化や成長の過程などを 視覚的に確認することも可能になりました。
これらの知識や手法を用いて、コーチ・セラピストとしての活動をしています。
個人の才能や可能性を拡げ、輝かせるお手伝いを通して、人生を楽しむのがモットーです。
と、いうことで色々やってはいますが、 どのお仕事にも共通しているのは、「翻訳家」であることだと思いま
す。
デザインでは、企業や物の考え方や良さを他者に対してどう伝えるか。
セラピーや講座では、自分自身の潜在意識や可能性に繋がり、他者や社会でどう自分を活用していくか。
いずれも、内側の見えにくいものを、外側へ伝えるという「翻訳」の役目があります。
私の本質は、この「翻訳家」としての部分にあると考えています。
コーチからのメッセージ
あなたの人生は、あなた自身が創造して行くことができます。
誰でも生まれながらにして持っている、自分らしく輝かしい能力を発揮していきませんか？
もし、何か思うように進まない、進めないような事がある人は その潜在的な可能性が眠っている状態なの
かもしれません。
それは、産まれる前からなのか産まれた後からなのか、無自覚のうちに まわりの環境や、時代の中でうま
く生きていくため、フタをしてきた能力なのかもしれません。
SPOG では本当の自分を見つめ直し、新しい可能性と輝かしい未来を創造していくお手伝いをいたします。
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プラス式コーチング主宰

島袋十史樹
生涯学習開発財団 認定コーチ
日本コーチ協会 沖縄支部長
沖縄県産業振興公社 登録専門家
プラスコミュニケーションズ 代表
九州・沖縄を中心に企業内研修のコンサルタントをしています。最近
得に増えてきた依頼は、「モチベーションを上げてチームの生産性を
高めたい！」というものです。自分の内側からわいてくるやる気を高
めていく事がポイントとなりますが、私の研修では、メンバーそれぞ
れの強みを知り、会話を円滑に勧めるチカラでお互いの関係性を高
め、ライバルに圧倒的な差をつける研修の手法をお伝えしています。
金融機関や 総合病院、建設業、ホテルなどを中心に年間 100 回以
上の企業研修、講演会を行っています。
那覇市首里に生まれ、明治大学を卒業後、琉球放送に入社。営業、ディレクター、編成などで 15 年間勤務
した後退社し、2006 年に起業しました。今では研修講師としてパワー全開の私ですが、15 年間勤めた地元
放送局を辞める時は本当に悩みました。一時期鬱を患い、心療内科に通う日々が続き、例えて言うなら、
スポーツ選手が現役を引退する時の心境、「俺のピークは終わったな、これからは下山していくようにひっ
そりと生きていこう・・・」
でもその時、時を同じくして生まれた３番目の子である長男の生きる力に励まされ、私と同じように元気を
無くしつつある日本の企業にもっと活力を与える仕事を生まれ変わったつもりでやってみよう！と人生最大
の決断をしたのです。世界中がもの凄いスピードで変化していくこれからの時代にあって生き残っていける
のは、変化に対応する度に後手に回る企業ではなく、自ら変化を起こし市場を作っていく企業である」をコ
ンセプトに様々な研修プランを研究する日々でした。今では、研修やコーチングを通してクライアントの成長
過程にかかわれることに喜びを感じています。放送局でのディレクターとしての経験を活かし、その人のど
こにスポットライトをあてれば最も輝くか、どうすれば企業のブランド力を高めていけるかを常に考え マイ
ナスをプラスに変える「プラス式コーチング」を独自に展開。コーチングは時代のニーズに合わせて日々進
化しています。数年先さえ見えない時代に、人材資源を最大限に活かし、リスクをとりながらチャレンジし力
強く進んでいく。成長したい「企業」と「人」に寄り添い、サポートする。私たちは、クライアントを活性化させ、
クライアントと共に成功を創りだすことを喜びとする、社会貢献していく企業を目指します。プラスコミュニケ
ーションズもチャレンジし続けます。
コーチからのメッセージ
もしもあなたにコーチがいたら、まだ見たことのない新しい生き方に出会えるかもしれない・・・そう思いませ
んか？
コーチングは時代のニーズに合わせて日々、進化しています。僕と一緒にコーチングを体験してあなた自
身の内側からくる変化を楽しんでみませんか？
また、セッションとセッションの間の期間もメールなどでサポートします。
サンプルセッション・体験コーチングも実施しております。
尚、曜日によっては早朝、昼間のセッションも可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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パーソナルコーチ

飯田和孝
資格
銀座コーチングスクール 認定コーチ
日本コーチ協会正会員
日本バリュー・エンジニアリング協会 ＶＥリーダー
ホームヘルパー２級
一級土木施工管理技士
飯田和孝とは
１９５６年生 横浜生まれ
地元の高校 大学を卒業
トヨタ車販売営業
海洋土木会社にて 営業・現場管理・ＩＳＯ取得支援
２００７年１月 コーチングオフィス アップル 開業
趣 味
乗馬（全国乗馬倶楽部振興協会 障害２級）読書 カラオケ スカイダイビング
性 格
前向き 明るい 行動的
エピソード
父の介護 母の介護の為にホームヘルパーを取得。
昨年趣味の乗馬で落馬により背骨を圧迫骨折して１０日間の寝たきりで介護を受けての一ヶ月半の入院を
しました。現在は幸い後遺症も無く生活をしています。
入院中もお医者さんや看護師さんにもいまれました「飯田さんは、こんな怪我しても明るいね。治ったらま
た馬に乗るの？」
私は、即座に「はい、乗りますよ」
看護師「馬から落ちて、怖くない？」
私「自分のミスですからね」
起こってしまった事は、事実として認めて、反省して前に進んでいます。
コーチからのメッセージ
私の行うアップルコーチングは、「気付き」を大事にしてワクワク ウキウキをモットーに明るいセッションに
心がけております。
又 難しく考えないで「ありのままのあなた」とシンプルに明るく、前向きに時には厳しくセッションを行いま
す。
あなたの
「夢」を聴かせてください。 「やりたい事」を聴かせてください。
話すことによって、希望が見えてきます。
「悩み」を聴かせてください。
話すことによって、道も開けます。
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コーチ

坂本田鶴子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
岸英光事務所 Ａプロ Ｂプロ 終了
日本スクールコーチ協会 運営委員
Ｌｉｆｅ Ｃｒｅａｔｅ 代表
千葉県出身 大阪府在住
すべてのことがうまくいかず、人生谷底のとき、コーチングと出会う
コーチングとの出会いによって、人生が 180 度変わる体験をする
「人は自分らしく変われるんだ」ということを、身を持って体験する
そもそもの挫折は、大学卒業後就職した会社の体験
「社会で通用しない自分」に直面し、「勉強さえできればよい子」と育てられてきた価値観が、ひっくり返る。
そして、この体験は、その後の生き方、子育てにまで深く影響を与える
「人生にとって本当に大切なものとは・・・」を、いまもずっと探り続けている
子育て時代は、ふつうの幼稚園には行かせずに、自主保育に約 7 年関わる
「なにがあったら、こどもが本当に輝きだすか」
「その子がその子らしく輝くのはどんなときか」
「こどもの可能性のすばらしさ」を感じる日々をすごす
一男一女の母
「本当の意味でその子らしく生きるこどもたち」
「自分の人生を自分の手でクリエイトするこどもたち」
そして
「大人が変われば、子どもが変わる」をモットーに
「本当の意味で自分らしく輝く母親たち」
「本当の意味で自分らしく輝く父親たち」
「本当の意味で自分らしく輝く教師たち」
「本当の意味で自分らしく輝く大人たち」
が世の中に増えることを意図して、活動中
そして、これは、企業内でも同じこと
「その人がその人らしさを生かして輝く職場」
「その人がその人らしさを生かして輝く仕事」
「その人がその人らしさを生かして輝く業種」
「その人らしさをお互いに認め合うこと」
「その人の強みや長所に焦点を当ててかかわること」
そんな想いをもって、現在、企業内コーチとしても活動中です
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コーチのアナウンサー、アナウンサーでコーチ

鮫島宗哉
生年月日
昭和２２年（１９４７年）４月２３日
６０歳
出身地
東京都世田谷区
日本プロコーチ認定評議会アソシエートコーチ資格
日本コーチ協会福岡支部 支部長
日本ファシリテーション協会九州支部支部 運営委員兼セミナー委
員
ＮＰＯ博多時悠塾 塾頭（代表）
コーチ・ファシリテーター・アナウンサー・マーケティングアドバイザ
ー・行政コミュニケーションコーディネーター
慶応義塾高校を経て 慶応義塾大学商学部を卒業。
１９７１年： 北海道放送（ＨＢＣ）アナウンス室入社。
アナウンサー、放送記者、深夜放送のパーソナリティなど業務。
１９７４年： （株）博報堂に転じ、上場企業や、行政主催イベントの営業担当としてマーケティング・広告・PR
など、コミュニケーション戦略を実施展開。
東京、大阪、福岡で、多くの広告キャンペーン、ＣＭ、イベントを手がけた。
主なものに、東京では、森永乳業、野村證券、大成建設など多くのナショナル企業を担当、また大阪支社
では１９８８年の“ダイキンオーキッドレディスプロゴルフ”の第１回開催の営業責任者。九州支社で、久原
本家｢焼き鳥屋さんのキャベツのうまたれ｣新発売キャンペーン、ＡＵの前身、｢デジタルツーカー九州｣の導
入キャンペーン、ホームセンターの｢ナフコ｣、テーマパークの｢ペースワールド｣などのＴＶＣＭ企画などを手
がけた。
２００３年２月： ５５歳のとき、博報堂を早期退職。
フリーのアナウンサーとして独立。株式会社鮫島宗哉事務所設立。
２００３年６月： コーチングと出会い、最上輝未子氏の講座受講、同時に福岡のアニメートエンタープライ
ズ社のプロコーチ養成のＩＣＣ講座で学ぶ。
２００４年３月： 日本プロコーチ認定評議会アソシエートコーチ資格を取得。１０月に、日本コーチ協会福岡
支部運営委員。
２００４年７月： ファシリテーションを知り、日本ファシリテーション協会九州支部の活動に参加。
以来、コーチングとファシリテーションの分野で、その普及と発展を期し、それぞれの役員として活動。
２００５年１０月： 日本コーチ協会福岡支部支部長、現在３期目。日本ファシリテーション協会九州支部支
部運営委員 2 期目。
“よりよい人間関係を目的にしたコミュニケーションの改善”をテーマに、自身の経験を踏まえ、活動分野を
広げている。現在は、コーチの傍ら、福岡、熊本、札幌、東京などで、コミュニケーションに関する講座開催
も多い。企業、行政関係の社員研修の講師、大学の就職講座、地域カルルチャースクールでの、講演、講
座が増えている。
また、団塊世代の集まったイベント企画集団「NPO 博多時悠塾」を率いて、老齢社会へむけて行動する仲
間つくりの活動を通じて、明るく元気で仲の良い老後の過ごし方を提案し、活動している。
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自信のない方専属ライフコーチ

林 忠之
ライフコーチワールド認定ライフコーチ
国際コーチ連盟マスター認定コーチ(MCC)
コーチ・エィ CoachAcademia クラスコーチ
米国 CTI 認定 コーアクティブコーチング 応用コース修了
ヘルスコーチ・ジャパン認定メンタルコーチ
日本メンタルヘルス協会基礎心理カウンセラー
・その他資格、趣味など
第１種養護学校教諭、第１種高等学校教諭（保健体育）、第１種中
学校教諭（保健体 育）
初級システムアドミニストレーター
普通自動車免許
中型自動二輪免許
趣味は、海外旅行と写真。
"日本におけるライフコーチの草分け"自信のない方専属ライフコーチ
1969 年生まれ。佐賀県生まれ、大阪府育ち。幼少期から生活保護家庭で劣等感を抱えて育つ。千葉大学
教育学部養護学校教員養成課程卒業後、劣等感から抜け出すため俳優になり、国民的アイドルと共演す
るが、その後挫折。28 歳でリクルートグループに就職。求人広告営業で 8 年連続表彰されるが、部下育成
につまずき、コーチングを学ぶ。コーチの「人を応援する生き方」に使命を感じ、2008 年独立。現在、日本
のライフコーチの草分けとして、自信がない人の「わたしの幸せ」実現をサポート。5 年で 150 人以上を支援
し、結婚、出産、就職、起業、出版、TV やラジオ出演など、次々にクライアントのビジョンが実現。個人コー
チングの他、ライフコーチ養成、企業研修、講演などでコーチングの普及にも注力している。プライベートで
は、アジアの発展途上国を巡り、子どもと笑顔をテーマにしたアマチュア写真家としても活動している。～
著書～『世界でたった一人の自分を幸せにする方法』(2012 年 3 月、経済界より)『自信がなくてもうまくい
く！』（2013 年 12 月、マイナビより）
コーチからのメッセージ
こんにちは、林忠之です。
ボクは、肩書きのとおり、自信のない方の専門で活動しているコーチです。
ですから、自信満々の方には興味ありません。
自信のない方に、自分らしく心豊かに人生を楽しんで欲しい！と願っています。
自信はないけど、自分らしい人生をあきらめたくない！
という方を全力で粘り強く応援し続けます。
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Kronika Business Promotion 主宰

星山裕子
米国 CCE, Inc. 認定 GCDF-Japan キャリアカウンセラー（国際資
格）
社団法人日本産業カウンセラー協会認定産業カウンセラー
米国 NLP（TM）協会認定 NLP（TM）プラクティショナー（国際資格）
社団法人全国民営職業紹介協会 職業紹介責任者
株式会社コーチングバンク登録コーチ
TCG コーチングゲーム POY 認定トレーナー（国際資格）
一般社団法人日本支援対話学会 キャリアデザイン教育分科会
顧問
株式会社リクルート アントレユニット「開業準備室」専属コーチ
アンソニー・ロビンズ・メソッド認定スピードコーチ
経済産業省後援事業「ドリームゲートアドバイザーサービス」認定専
門家
Wealth Dynamics Profiler（国際資格）
Talent Dynamics Performance Consultant（国際資格）
アルマクリエイションズ社 全脳思考イントロダクション講座修了
桜美林大学キャリア開発センター実践型就活支援プログラム
Advantage OBIRIN！統括プロデューサー
事業構想大学院大学 事業構想研究科 修士課程
高校時代に生徒会役員を経験したことから組織人事に興味を持ち、人事管理のゼミのある大学へ進学。ヒ
ト・モノ・カネと言われた時代、ヒトの道を志し、新卒でリクルート人材センター（現在のリクルートエ－ジェン
ト社）に入社。制作部門配属となり企業求人広告をつくる仕事に従事する。その時代のインタビュー経験が
大きな糧となる。新卒ながら小さな顧客（1 回 30 万円の単発広告）を大きなドル箱（年間出稿 3,000 万円）
へと育てる手法で、リクルートグループ から数多くの表彰を受けた。なおスポンサーグロウアップ賞連続
受賞記録でリクルートグループのギネス記録をもつ。インタビュー力のみならずコピーライティング・ディレク
ションの才能についても認められ、天野祐吉氏・糸井重里氏らの審査により、求人広告賞を受賞。その後
中堅印刷・出版広告代理店に転職して新規事業部長、大手人材派遣会社の IT 専門部隊で派遣コーディネ
イター。結婚・出産を経て、家族の海外赴任に帯同して渡米。帰国後は独立系人材派遣会社で派遣社員
の身分でありながら自ら新規事業を立ち上げ、時給単価 1,700 円で働くキャリアビルディング事業部長に就
任。
2012 年より国内大手の人材会社や著名キャラクターコンテンツ会社にて、全階層にわたるトレーニングデ
ィレクターおよび営業顧問に就任。関わった企業が次々と上向いてゆくことから「チャンスの女神」のニック
ネームを持つ。
2013 年 4 月、プロフェッショナルこそ、永遠に学び続けなくてはならないという気持ちで、事業構想大学院大
学事業構想研究科修士課程に入学。日本を変えてゆくための事業創出のために鋭意奮闘中。また同年 4
月より星山塾認定講師養成講座を開講。民間企業・学校といった組織形態を問わず、どのような職務内
容・ポジションであっても圧倒的な成果をたたき出すメソッド「星山塾」を受講者 12 人限定で全魂を傾け伝
承中。
2013 年 5 月、一般社団法人日本支援対話学会のキャリアデザイン教育分科会の顧問に就任。オフィスを
東銀座から南青山（表参道）に移転。
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コーチ

竹田和矢
一般財団法人 生涯学習開発財団認定コーチ
（株）コーチ・エィ ＣＴＰクラスコーチ
日本ファシリテーション協会正会員
全日本能率連盟ビジネス・プロセス革新エンジニア
神奈川県在住。専攻は、電子工学科で制御工学を学ぶ。
教育業務に長く携わるとともに、経営計画策定支援や人事制度の構
築、生産性・業務改善プロジェクト等を経験。
コーチからのメッセージ
私は、「つなげるコーチ」です。
あなたのゴールと現状をマイルストーンでつなげることにより、達成のシナリオが描けます。
行動の優先順位とやらないことがはっきりします。
行動を選択した理由がきちんと整理されていて、途中で軸がぶれることが少なく、結果的に最短距離を進
む可能性が高くなります。
プロジェクト推進時のコンフリクトを各ステークホルダーの視点から解消できます。
セッションログを送付しますので、もう一度、自分の頭の中を整理することができます。
お役に立てることを、楽しみにしております。
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racisa（ラシサ）代表
パーソナル・ブランディング・コーチ

廣世紹瑛
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
一般財団法人ブランドマネージャー認定協会１級＆２級資格
カラータイプインストラクター2 級
カードワークインストラクター
2 級心理カウンセラー
兵庫県神戸市出身。関西学院大学文学部教育学科卒業。卒業
論文のテーマは「遊びの教育的意義」。学生時代から人のワク
ワク感の持つポテンシャルに注目。
アパレル商社にてブランド担当を経て、フリーライターとして活
動を始めるも、自分の人間力のなさを痛感しバンクーバーへ留
学。マーケティングを学び、ＮＹとバンクーバーでインターン、ア
ルバイトを経験。
その後、夫の赴任先であるニューヨークで２年間暮らす。
アメリカの食生活に触れ、個人の健康や生き方は、その地域で売られているものに大いに影響されること
を目の当たりにする。
誰もが安心して暮らせる健全な社会をつくりたい。そして人々が自分らしさを活かしてワクワクと生活できる
世の中にしたい。そのためにどうすればいいかを考え始める。
結局、物やサービスの提供者が、創業当初の思いをそのまま生活者に届けることがいちばんであるという
思いに至る。
そうして創業精神を大切にしてビジネスをしたいという人の支援をするべく、2008 年よりパーソナル・ブラン
ディング・コーチとして活動開始。
現在は個人事業主や起業家を中心に、本人がワクワクする「自分らしさ」を軸に、「自分ブランド」として社
会に働きかけられるようなコーチングやワークショップ、セミナーを実施している。
コーチからのメッセージ
あなたの本当にやりたいことは、何ですか？ ワクワクすることは、何ですか？ そういった、あなたの内に
ある情熱は、自分を楽しませるだけでなく、実際にビジネスとして行動に移すことで、あなたの周りの人、ひ
いては社会全体の人々にも影響を与えていくことになります。
あなたのそういったワクワクの情熱を発掘し、より効果的に、より魅力的に人々に届けられるように、世界
に一つしかないあなただけのビジネスを作り、発信するお手伝いをいたします。
あなたにしかできない仕事で自分を思いっきり表現し、あなたを必要とする人に届けませんか？
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ライフコーチ＆看護師

遊道直美

yuhdou naomi

【保有資格】
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
産業カウンセラー
キャリアコンサルタント（日本産業カウンセラー協会認定）
交流分析士
看護師
【プロフィール】
富山県在住。
高等学校卒業後、東京大田区にてＯＬ生活を経て結婚。ＤＶが原因
で離婚を決意し、26 歳の時に看護学校を受験。29 歳で看護師となる。
現在、長男との 2 人暮らし。
1999 年秋。偶然（必然）の出会いから、ＤＶ被害者支援グループの立ち上げに参加。カウンセリングを学び、
NPO 相談員としてのべ 2,400 名の方からの相談に応え、「本来持つ力を取り戻し、その人らしく輝くこと」を
応援する中で、2004 年にコーチングに出会う。
現在、個人を対象としたコーチング、カウンセリング、キャリアコンサルティングおよび、コーチングやコミュ
ニケーションをテーマとしたセミナー講師として活動中。
コーチングを軸として、必要に応じてカウンセリングやコンサルティングも交えたセッションは、「安心感があ
る」「無理に引っ張られる違和感がない」などの評価あり。
遊道直美コーチからのメッセージ
このページを見て下さって、ありがとうございます。
私自身、看護師という仕事と、「コーチ」「社会活動」という２つのライフワークを楽しめているのも、コーチン
グに出会ったおかげだと思っています。
コーチングは決して万能ではありませんが、目標達成というゴールのために必要な行動・障害・プロセスを
明らかにすることが出来ます。
もし、あなたが今。
「目標を実現したい」「具体的な行動を明確にしたい」「不安や不明瞭など、行動を妨げるブレーキをはずし
たい」と思っているのなら。
相性の合うコーチを見つけて、コーチングを受けてみることをお勧めします。
「目標を実現したい」「より自分らしく輝きたい☆」
・・・そんなあなたを心から応援します。
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気功 ＆ コーチング 美々庵 代表

紅緒 BENIO
日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会認定エグゼクテ
ィブ・コーチ
気功師
応用心理学修了
日本ホリスティック医学協会技術会員
本名：武田ひと美。10 代よりテレビや舞台の世界へ入る。30 代で体
調を崩した時に気功と出会い、中国皇帝伝来気功を継承する師の
元へ正式入門。気功療法院勤務、カウンセラー、教室講師として従
事する。その後、コーチング技術を学んで 2007 年に「美々庵」設立。
現在は個々に合わせた総合ライフ・サポートをおこなっている。
コーチからのメッセージ
マニュアルに沿ったものや一時的対処で過ごすものに限界を感じるこの頃。人は一律のロボットになれな
いからこそ悩むのです。コーチングは赤い血が流れる人と人の関わりではじまります。そのサポート側には
コーチング技術だけでなく、溢れる生命パワーが備わっているかも重要ではないでしょうか。
”そこに行くと元気になれる”、”その人に会うと勇気がわいてくる”、ここに原点があると私は考えます。気
功師のカラダはトレーニングによって湧き水のようにエネルギーがあふれています。つまずき、迷い、惑い
、悩む・・・ガス欠状態になっているあなたにガソリンを注ぎながらコーチングで打開策を見いだすのが私の
役目です。叱咤激励は共生・共存の証。いっしょに道を探し、二人三脚で確実な 1 歩を踏んでいきましょう。
『若返り気功術』（河出出版￥1500ー）
気功法説明のキャプション協力をしています。
日常に役立つ内容も満載！
（この本にある団体には所属しておりません。お問い合わせの際はご注意下さい）
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コーチ倶楽部 代表

佐藤創紀
【プロフィール】
大学卒業後、大手洋酒メーカー（ＫＩＲＩＮ）にて財務・システムを
経験しマーケティング部長として経営チャネル戦略を担う。その
後、外資系医療薬品メーカー（Ｊ＆Ｊ）にてシステム企画マネージ
ャーとして日本法人を統括する。この２つの日米の業界トップ企
業のマネージャーとしてのキャリアを積む。その後、米国外資系
大手コンサルタントファーム（ＰＷＣ）で経営コンサルタントとして
実践し、ビジネスマンとしての飛躍を遂げる。
コーチングは、アメリカにて 90 年代中ごろにコンサルティングフ
ァーム時代にニューヨークで出会い、「これだ！！」と思い、独自
に研究学習していく。さらに日本で 90 年代後半に「コーチ 21」に
て学びさらに研究していく。
2000 年から「コーチ倶楽部」を主宰し、プロコーチとしても本格的な活動をはじめる。パーソナル分野からビ
ジネス分野にわたる広い範囲でのコーチングを独自に展開している。ベンチャー企業や成功企業での、コ
ーチング文化の導入にも傾注しており、多数のクライアント実績と共に、日本でもトップレベルのコーチとし
て活躍中である。読売・日本テレビ文化センター講座や各地の商工会議所や教育委員会でのセミナー等も
担当している。
特に、人との付き合い方や、自分に自信をつけるためのノウハウ等の人間関係論については、日本でも有
数な論客として注目を浴びている。
クライアントについても、長く継続してコーチしている人が多く、人間としての信頼をベースに、経験からの
多難なビジネス成功論理から、若き女性の恋愛コーチングまで、人間関係の本質をシンプルに説明できる
日本でも和少ない有数なプロコーチである。十数年のキャリアから、多くの熱烈なファンを多く持っている。
【コーチング実績】
コーチング実績：８００人以上のクライアント実績
コーチング講座：のべ１５００講座以上の実績
コンサルタントコーチング経験：３００社以上の実績

【専門分野】
アメリカの大手経営コンサルタント等の経験から、ビジネスについては申し分ないキャリアを持っている。
よく間違えられるのは、ビジネスコーチングも、コーチングの基本はパーソナルコーチングであるということ
である。個人としての「自信を養う」ことによる自立から、次の「人との付き合い方」というテーマへの移行が、
人生にとっての大きな課題であり、多くの人がそこを複雑に考えすぎ苦しんでいる現状がある。その人間と
しての基本的な考え方をきちんと整理し理解していくことで、多くの課題や問題を解決していく。
その人間関係について、確固たる法則なり、定義を学ぶことが出来る日本でも数少ないプロコーチである。
【コーチングを依頼するにあたって】
とにかく、このコーチにアクセスしてください。そこから全ては始まります。料金や時間等の手段については、
とにかくまず相談してください。クライアントの要望に添うよういたします。
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プロコーチャルタント

梶 博幸
1969 年 11 月 11 日北海道小樽市生まれ。小樽工業高校造船科卒業。
高校卒業後、音楽が人にあたえるエネルギーに憧れ、ミュージシャ
ンの夢を抱きつつ上京し、電機関係の会社に就く。転職した会社で
取引先の社長と従業員の方から、レコード会社のプロデューサーと
プロダクションのプロデューサーを紹介していただく。プロデューサー
とのマンツーマンのやりとりを繰り返し、今考えると、このやりとりこ
そがコーチングだったと気づく。「音楽の夢はいつしか人を元気にし
たいという夢に変わり、人材派遣会社に転職。営業マンとしての成
績を認められ、スーパーバイザー、マネジャーになる。いくつもの営
業プロジェクトを立ちあげ、採用、育成に携わる。
そこで、１０人までのチームには結果をだすことは出来たが、初めて
３０人以上のチームをマネジメントすることになり、今までの自分のやり方に限界を感じる。クライアントと社
内との間に挟まれ、寝言で怒鳴ったり、うなされている姿を知らされ、このままで良いのか、この仕事が本
当にやりたいことなのかと自問自答し、本当にやりたいことは何なのかと考え、以前から興味を持っていた
コーチングを学ぶ。
コーチングを学んでからは「人にはそれぞれ強みがあり、その強さを引き出すことが結果に結びつく」という
ことを実感する。
現在は２つの営業のチームでスーパーバイザーとしてコーチングを活かし、営業未経験者の育成もしてい
る。
コーチからのメッセージ
はじめまして。梶博幸です。私はコーチングを受けて大きく変わりました。それは自分を受け入れられるよう
になったことです。自分を受け入れられるようになってからは、他人の目を気にしなくなり、一番楽しく生き
ていた自分に近づいています。子供の頃、何でも「思うことが叶う」という時期があったのではないでしょう
か。「そう思うこと」から人生は動き始めるのです。そして、夢は叶うのです。コーチはあなたの可能性をあり
とあらゆる角度から見つけ出します。本来の姿である、あなた「らしさ」で毎日を過ごせたらどれだけ楽しい
か。一生に一度の人生、輝かせるためには、まず己を知ることから始まります。
知ることで気がつき、行動につながり、あなたの求める姿になります。
可能性の扉を開けるパートナーとしてコーチがいます。
迷いをはっきりさせるパートナーとしてコーチがいます。
本当のやりたいことを見つけるためにコーチがいるのです。
【セミナー実績】
・ コーチングバンク勉強会「売れる営業マンになれる」〜行動習慣編〜
（２００９.６.23）
・ あなたをプロデュース！〜たった 2 時間であなたをセミナー講師に
（２００９.１１.２４）
【プロデュース・企画】
・ ＣＴＰ１７幹事 2009.11.15〜2010.4.25
・ ＣＴＰ１７第５期代表幹事 2010.4.26〜2011.5.28
・ コーチングバンク勉強会運営プロデュ−サー2008.10.9〜
セールス部会部長 2011.6.10〜
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オフィス Serendipity 代表取締役

鱸 伸子 Suzuki Nobuko
国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ／コーチクエスト社認
定マスターウェルネスコーチ／(一財)生涯学習財団認定プロフェッシ
ョナルコーチ／EQ ジャパン公認 EQ プロファイラー／ HRD 社公認
DiSC インストラクター／ The Ken Blanchard Companies 契約コーチ
／(財)生涯学習財団サプリメント管理士
国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ／コーチクエスト社認
定マスターウェルネスコーチ／(一財)生涯学習財団認定プロフェッシ
ョナルコーチ／EQ ジャパン公認 EQ プロファイラー／ HRD 社公認
DiSC インストラクター／ The Ken Blanchard Companies 契約コーチ
／(財)生涯学習財団サプリメント管理士
1985 年
Richmond、American International University in London
4 年前期にて修了
1988 年
慶應義塾大学文学部卒業
2000 年
Kadmon Academy(英国コーチ養成校) 受講
2002 年
杏林大学保健学部臨床内科学教室 特別研究生
（救急救命士学科医療コミュニケーション学教室に名称変更）
2004 年
コーチ 21 社コーチ・トレーニングプログラム修了
2004 年
(有)オフィス Serendipity(せれんでぃぴてぃー)代表取締役就任
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株式会社ＣＨＥＥＲＦＵＬ代表取締役

沖本るり子
・資格
PHP 研究所認定ビジネスコーチ
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
HRD 社公認 DiSC インストラクター
EQJ 公認ＥＱプロファイラー・ＥＱトレーナー
Conferlist トレーナー
国際コーチ連盟（ICF）会員
・略歴
大手食品メーカーに入社後、30 代前半で中小企業（年商 16 億）の取
締役となる。人材採用、部下指導・教育を担当し、人の大切さに気づ
き、人財育成の方法を模索していた。40 代で通信機器メーカーの子
会社（年商 350 億）に勤務しながら、人とのかかわり方に関するスキルを習得。人財開発育成を提言し、オ
フタイムで、ＣｏａｃｈＷｉｔｈを主催。
一般事務職から取締役と幅広い経験を活かし、モチベーションアップをさせる事を得意とする。2007 年㈱
CHEERFUL を設立。同社代表取締役に就任。
現在、経済産業省後援のドリームゲートアドバイザーでもある。
コーチからのメッセージ
あなたは、褒められて伸びますか？けなされて伸びますか？
人にはそれぞれ、タイプがあります。あなたに合ったコーチングスタイル。
個性を活かしましょう！
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ライフ＆ビジネスコーチ／Coachwith 代表

岩田雅明
(一財)生涯学習開発財団認定コーチ
日本コーチ協会正会員
厚生労働省指定キャリアコンサルタント
東京都立大学(現首都大学東京)法学部卒業。卒業後は一貫して私
立学校のマネジメントに従事。定員割れした学校を急回復させた実
績を持つ。その実績をもとに私立学校の指導等に従事するほか、学
校経営に関する論文等を業界誌や地元の新聞に掲載・連載してい
る。また組織づくり、モチベイション等に関する企業研修も実施して
いる。著書に「未来が輝く大学の正しい選び方」エール出版、「実践
学校経営戦略」ぎょうせい出版がある。
コーチからのメッセージ
スピードのある変化、成長をめざしましょう
私自身、数年前までは組織の成長のために尽力してきました。しかし、ふと振り返った時、人間のエネルギ
ーは自己の成長を伴わないと継続しないことを認識しました。個人の成長があって生まれる組織の成果こ
そが、重要であると。
少し値段は高かったですがデザインの気に入った黒いノートを買ってきて、自分の伸ばしたい能力、挙げて
みたい成果を書いていきました。1 年経って振り返った時、驚くほど多くのことが実現できていました。2 冊
の著作もここ半年ぐらいの間に、続けて出版することができました。
着実に成長を図ることも大切ですが、迅速な変化、成長をめざすことも大変効果的です。目標とする変化、
成長のための期限を設定し、成果をどんどんと上げていきたいものです。
全力を挙げてサポートしていきますので、一緒にスピーディーな変化、成長をめざしてみませんか。
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コーチ・コンサルタント/コーチング・オフィス CALL 代表

奥田 裕子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
日本コーチ協会正会員
コーチング・オフィス CALL 代表
1977 年 9 月 16 日 大阪府生まれ
大阪大学 法学部卒業後、同志社大学大学院 総合政策科学研究
科修了。
当時、予備校で学生さんの進学相談のアルバイトを 6 年にわたって
続けていました。
学生さんからは、｢人の可能性は我々の(勝手に抱いている)予想の
はるか上をいくことがある｣、ということ、「（できると）信じて見守る」こ
との大切さを教えていただきました。
2004 年、民間のコンサルティング会社に就職。
組織・人事に関わるコンサルティング業務に従事。
主な仕事は組織活性化、事業計画、人事制度設計等に係るコンサルティング。
また、企業の人材育成支援として、教育体系作りや企業研修の企画実施、研修プログラム作成にも従事。
さまざまな企業にお伺いする中で、経営者からマネージャー、一般社員の方々まで、一人一人とじっくりお
話をさせていただく機会を数多く得られました。
そのなかで、一人一人のひとが本当にさまざまな想いを抱えていることを知りました。その想いにフタをせ
ず十分に発揮することができれば、このひとたちも組織も、もっと輝くことができるのに･･･と考え、より人に
フォーカスした仕事＝人材育成・研修業務に傾倒するように。
また、この時期、私生活でも、友人の起業やキャリアチェンジの過程に立ち会い、彼(女)らの抱える熱い想
いに触れ、その実現のサポートにも携わらせていただきました。
そして、「人の可能性を広げる仕事」、「人をよりよく生かす仕事」をしたい！と思い、たどりついたのがコー
チング。この頃から本格的にコーチングに取り組み始めました。
2007 年、コーチング・オフィス CALL を設立。
現在に至る。
現在、クライアントさんは学生さん、主婦、起業家、、事業家、会社員の方々までさまざまです。
コーチからのメッセージ
はじめまして。奥田裕子(おくだ ひろこ)と申します。
このページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
コーチングに興味がある、コーチングってどんなものだろう、というそこのあなた。
実際に日々の生活にコーチングを取り入れてみませんか？
より充実した、より自分らしい毎日を送りたい、今よりもっと前進したい、
そう思っているあなたにこそ、コーチングは大きな効果を発揮します。
あなたが心から望めば、そのように生きることは十分に可能です。
あなたにはそれを可能にする力が既に備わっているからです。
(それを十分に引き出し、適切な行動と成果へのプロセスをサポートするのがコーチです)
そして、何より、あなたはあなたの望むように生きるに値する人なのですから。
また、自分が求めているものがまだ明確でない方も、それらはあなたの心の奥であなたが見つけ出してく
れるのを待っています。
コーチと、そして自分とのコミュニケーションを通して一緒に探していきましょう。
私奥田はコーチとしてあなたを信じ、あなたを心からサポートいたします。
コーチ奥田は常にあなたの味方であり、あなたのパートナーです。
さぁ、あなたの目指すところに向かって、一緒に進んでまいりましょう！
あなたのお声を聴かせていただけるのを楽しみにしています。
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100

コーチ

三木恵子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
ハウスキーピング協会 整理収納アドバイザー１級・２級認定講師・
BAV（ﾋﾞｼﾞﾈｽ ｱｼｽﾄ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）認定講師
LINE トーク CARE カウンセラー
群馬県地球温暖化防止活動推進員
証券会社にて、プログラマーとして勤務。結婚、出産後、ダスキンフ
ランチャイズ加盟店にて、営業・組織育成・企画運営など、リーダー
としてお店の運営に携わる。たくさんの人と出会い、人とのふれあい
が楽しく、お役に立てることと共に成長できることが喜びとなる。２０
０５年より、CTP（コーチトレーニングプログラム）を学び始める。
２０１１年 整理収納アドバイザー１級、整理収納アドバイザー２級認
定講師 取得
２０１８年 整理収納アドバイザーBAV 認定講師 取得
地球温暖化防止活動推進員、環境アドバイザーとして環境活動、SDGｓ活動もしています。
コーチからのメッセージ
あなたのお部屋や頭の中は、整理されていますか？
モノや情報、やってみたい前向きな気持ち！が多いことは、悪いことではありませんが、動きたくてもなか
なか動きづらいはず。
モノや情報、頭の中があふれて、散らかっている状態を整理してスッキリしましょう。
その山の中に埋もれている大切なモノ、何かにおおいかぶされているあなたのキラキラ輝いている強みを、
整理収納アドバイザー＆コーチの私といっしょに引き出しましょう。
モノや気持ち、時間を整理することにより、心地よさを感じエネルギーをめざしたいことへ集中できます。あ
なたらしい好きな暮らし方（＝人生）への近道です。
未来を見通しよくして、１歩を踏み出しましょう。
現在は、コロナ渦のため、計画が進まない、又は大きく道を変えたいと考える方もいらっしゃると思います。
または、テレワークにより、家の中をより快適にしたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
こんな時こそ、視点を変えたり、変化を楽しみませんか。
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おん ぱーぱす コーチング 代表

松本円摩
資格 一財）生涯学習認定コーチ、米国 grove 社認定グラフィック・フ
ァシリテーター
略歴 現場主義の研修講師、ファシリテーター。国際線キャビンアテ
ンダントとして 6 年、夫の駐在に伴い３年イギリスに滞在。子育て中
にパートからキャリアを積み外資系の会社にてマネージャーを歴任。
2000 年よりアメリカ人コーチを雇う。2004 年よりコーチ事業・企業トレ
ーナーを始める。気づきの多いゲーム・ワーク図式による可視化に
定評がある。「ビジネス・マナー研修」「コーチング研修」「プレゼン・ス
ピーチ研修」「ファシリテーション研修」プロジェクトのリーダー養成、
コールセンターのサポート業務を得意とする。生涯学習財団認定コ
ーチ。通信電話会社専属コーチ、病院向けビジネス雑誌へファシリ
テーションについての記事を掲載。米国 grove 社認定グラフィックファシリテーター。
コーチからのメッセージ
社内で社内コーチという肩書きでコーチングする難しさを経験してきました。現在は、女性の経営者、転職
者、新卒者を中心にコーチングしています。特に異文化コミュニケーションというニッチなニーズが得意です。
今は、コーチをさせていただいてお子様や若手の人材が大きく成長され、夢や目標に向かってイキイキと
進んでいく姿を見る事ほどうれしい事はありません。
自分が後悔しないために、お子様を後悔させないために、一度私のコーチングを試してみてください。
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株式会社コスモウェブ代表取締役

市村一よしなり
・資格
NPO/非営利活動法人
日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会認定
エグゼクティブコーチ
将棋二段
・略歴
大手ソフトウェア会社勤務を経て
1997 年 IT ベンチャーを起業
株式会社コスモウェブ 代表取締役
シンガポール法人 COSMOWEB PTE.LTD. CEO
IT コンサルタント業務、 IT セミナー・起業セミナー・SEO セミナー等を主催。
大学での IT ビジネス講義、IT ビジネス書籍共著多数。
その他 起業家や管理職のカウンセリングを経験
現在東京ミッドタウン在住
:::趣 味:::
ヨガ・ゴルフ・楽器演奏・手品・お笑い鑑賞
コーチからのメッセージ
わたし自身、約 10 年前に起業し、経営者の素晴らしさ、そして大変さを実感してきました。
経営者や上級管理職の方が常に求めるているのは、
「ビジネスの向上」そして「生活の向上」ではないでしょうか。
コーチングはあなた自身の変革を促し、ビジネス、生活の質、共に向上させるでしょう。
・ビジョンを明確にすること
・モチベーションの維持、UP
・コミュニケーションの改善
・自らのクオリティーオブライフの向上
そしてさらに自らがコーチングスキルを使い、コーチ的なアプローチを行えるようになる事を目指します。
特徴として、独自の IT ツールを使い、効果的なアプローチを行っております。
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ビジネス＆エグゼクティブコーチ

馬岡孝行
・（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
・日本コーチ協会正会員
・（株）コーチ・エィ クラスコーチ
略歴
・１９６０年岐阜県生まれ
・大学卒業後、企業に就職。約２０年間、主にその海外（アジア）
事業開発や新規事業開発に携わる （駐在経験地：北京、広州、
香港、台北）
・コーチングオフィス Will Cube Corporation（台湾法人）代表
台北（台湾）と東京を拠点に、スカイプを活用したビジネス＆エグ
ゼクティブコーチングを展開しています。
２０年超えるビジネス経験（海外駐在や現地法人の社長経験を含む）が私のユニークポイントです。
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ビジネスコーチ・研修講師

井手芳美
国際コーチング連盟（ICF）プロフェショナル・サーティファイド・コーチ
（PCC）
キャリアコンサルタント（国家資格）
経営学（博士）
愛知県出身。東京都在住
中部日本放送豊橋支局のラジオ生番組のパーソナリティー、東海ラ
ジオ、ＦＭ愛知など放送局のニュースアナウンサーとして 10 年間活
動。その後、海外から日本や自分をみたくなり、中国公費派遣留学。
留学後、中国上海にある日系コンサルティングファームで勤務。
駐在中に中国人スタッフとの関わりに悩んだことをきっかけにコー
チングに出会う。
「自分の思いや考えを言語化すること」、「自己の基盤を整えること」の大切さを学ぶ。
2006 年、財団法人生涯学習開発財団認定コーチ取得。
「一人ひとりが本当の価値に気づき、イキイキと働き社会貢献できることをサポートする」を使命とし、
2011 年から、ビジネスコーチ、研修講師として独立。
・主な研修
・コーチングスキル研修
・キャリアアップ研修
・経営理念浸透研修など
【著書】
中国駐在の経験を学術的にまとめた１冊
井手芳美（2017）『経営理念を活かしたグローバル創造経営—現地に根付く日系企業の挑戦—』水曜社
詳しくは、こちら
コーチからのメッセージ
母を介護しながら、博士論文を書いていた時です。論文も佳境に入った時に母が入院しました。論文の
締め切りは迫っているのに、「この先母はどうなってしまうのだろう」という気持ちから書くことができなくなり
ました。その時に、その焦りや辛さ、悲しさ、怖さを聞いてもらいました。「ウンウン、わかるよ」「大変だった
ね」「辛いよね」。私の言った言葉を伝え返してもらうだけで、話す前の重さを感じなくなりました。
この体験から、相手の話を聞くのは「同情」や「評価」「批判」などせず、ただ「ありのまま」を受け止めて聞
くことで、相手の気持ちが整理でき、自ずと前に進めることができるのだなと学びました。
私も、クライアントさんのありのままを受け止め、サポートするコーチでありたいです。
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エグゼクティブコーチ

守屋文貴
・医師
・コーチ養成機関ＣＴＩジャパン応用コース修了
・米国 NLP 協会認定マスタープラクティショナー
・Humanvalue 社認定ワールドカフェプラクティショナー
・Humanvalue 社認定組織改革プロセスファシリテーター
・MBTI® 認定ユーザー
【所属学会・研究会など】
・日本コーチ協会（ＪＣＡＴ）
・日本医療マネジメント学会
・Japan-APT
・ヘルスケア×学習する組織 研究会
神奈川県横浜市出身。平成１３年横浜市立大学医学部卒業後、その後、横浜市立大学医学部付属病院、
横浜赤十字病院（現・みなと赤十字病院）で医師として勤務。
その後、医療ベンチャーに創業メンバーとして参画。医師を対象としたソーシャルネットワーキングサービ
ス、研究者を対象としたリサーチインフラ構築などの事業開発に従事。3 年目からは代表取締役社長として
の経験を積む。
ベンチャー退職後、オフィスモアを設立、パーソナルコーチングを開始。コーチング実績は、主に医療分野
の経営者・リーダー層、医師などを中心に１００人以上。特に組織や人材育成に悩むクライアントのコーチ
ングを専門とする。
その後、さらに、「医療スタッフの幸福なしに、患者の幸福は実現できない」という信念のもと、 ヘルスケア
領域での人材教育、組織開発を専門とする株式会社アクリートワークスを設立。「ヘルスケア×学習する
組織」研究会を主催。
「学習する組織」の考え方を軸に、ホールシステムアプローチ、ＯＲＳＣ（リレーションシップコーチング）、プ
ロセス指向心理学、ＭＢＴＩ®などの考え方を取り入れた、組織開発コンサルティング、人材育成研修を行っ
ている。ひとりひとりがやりがいと誇りをもって働ける組織、そして、激しい変化の時代においても柔軟に変
化して自律的な成長を続けることができるような、「学習する医療機関」の実現をサポートしている。
コーチからのメッセージ
人が育つ、人が輝く、人を大事にする素晴らしい組織を創りたい
という想いを持っている方のサポートをしていきたいと思っています。
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エグゼクティブコーチ

森 有規
保有資格
コーチングスクエア認定コーチ
米国協会認定ＮＬＰマスタープラクティショナー
（社）日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー
交流分析士２級講座受講修了
プロフィール
１９６５年名古屋市生まれ
学生生活を終えた後役者を目指しオーディションなどを受けまく
り某、大手劇団から合格通知を受け取ったものの金銭的に恵ま
れずやむなく入団を見送り、働きながらお金を貯めることにした。
が・・・。仕事の面白さに目覚め会社員生活にどっぷりと浸かって
しまう。
その後、家業である鉄工所の継承に意識が向き独自の思考方法でバブル崩壊後の苦難を乗り越えてきた。
町工場と呼ばれる業界の職人気質からの脱却。
下請け体質の中でいかにして自己表現をし、生き残るかを模索している中でＮＬＰ、コーチングに出会う。
ＮＬＰ的態度の変化で客先との価格改定交渉に成功し、使えるテクニックであることを確信する。
また、後輩たちが就職活動をする中で自らの進みたい道をうまく見つけられずに苦しむ姿を幾度となく目に
する。就職後にも会社に馴染めず転職を繰り返したり、その中で自信を失う姿を目の当たりにしコーチング
的な関わりを持ち、視点を変えることにより生き甲斐を見いだすお手伝いをしたく、プロコーチとして活動を
している
コーチングの得意分野
パーソナルコーチ
ライフコーチング
人間関係改善
若手会社員などの職場での生き方
仕事に対する思いようの変化
恋愛コーチング（失恋後の痛手の癒し回復、クライアントの魅力発掘）
主婦層をターゲットとした子育て、教育的コーチングの指導など
主な研修実績
新社会人の為のコミュニケーションスキルアップセミナー
心のリミットを外すセミナー
名古屋市立中学校総合学習授業講師
テーマ
視点は３６０度以上の全球方向から変えられます。
ヴィジョン
調和を大切にした中で自分らしさが顕現できる世の中でありたいです。
過去に学んでみたこと
ジョイント式速読法、栗田式速読法、斉藤式速読法、フォト・リーディング
マインドマップ、リモート・ヴューイング２団体、レイキ・サードディグリー
クォンタムタッチヒーリング
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コーチング＆コミュニケーション カスタマーズ・アイ 代表

宮澤美恵子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
（財）社会経済生産性本部認定 キャリアカウンセラー
日本経営品質協議会 認定 経営品質セルフアセッサー
ハーマンモデル インターナショナル 公認 ファシリテーター
成田空港開港の年に日本航空株式会社に入社。成田空港支店に
配属となりグランドホステスとして空港でのお客様対応や苦情対対
応を担当。結婚を機に退職しブリティッシュエアウェイズ日本支社・
マーケティング部テレマーケティングスーパーバイザーとしてサービ
スの企画、VIP 応対、スタッフの育成に携わる。
その後アリコジャパンに転職し、カスタマーサービス CS 推進担当マ
ネージャー（お客様相談室課長兼務）を経て、カスタマーサービスセ
ンター・マネジメントユニットリーダーとして本格的にコールセンター
の運営に携わる。
2004 年 11 月よりオーバーチュア株式会社マーケティング部・クライアントソリューションマネジャーとしてメ
ール応対も含めたコンタクトセンターの運営に従事した後、2005 年 5 月に独立。
コーチング＆コミュニケーション カスタマーズ・アイの代表としてコーチング・企業研修・コールセンターコン
サルティング・講演などで活躍中。
東京都在住 二男を出産後もフルタイムで仕事を続け、ワークライフバランスを保ちキャリアを積んでいる。
コーチからのメッセージ
私は人生や仕事の現状をもっと良くし、活き活きとした人生を送りたいと、願う人を、その人が気づいていな
い強みにも気づき、それを伸ばし成功できるように、ワクワクしたコミュニケーションを通じて支援するコー
チです。
転職 4 回、日本社・外資系企業での豊富なビジネス経験、特にサービスマネジメントやコールセンター分野
に独自能力を持っています。また、私生活では結婚・出産・離婚体験なども含めた波乱万丈の人生の体験
を生かした提案やアドバイスも致します。
クライアント様からはいつも「セッションが楽しみだ」「元気がでる」というフィードバックをたくさんいただきま
す。クライアント様の「行動が変わる」それが私のモチベーションです。
「他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる」 さぁ、コーチングコミュニケーションを通じてあ
なたの未来を創りましょう！
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コーチ・歯科医師

小田秀幸
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
米国ＮＬＰ協会公認ＮＬＰプラクティショナー
日本歯科医師会会員
福岡県北九州市在住、歯科開業医歴 25 年、常に歯科医療の最前
線で、インプラント・矯正など多岐にわたる分野にチャレンジしながら、
予防を中心とした診療を行って来ました。
その間、患者さんやスタッフとの間で「良好なコミュニケーションが取
れるようになるには、私は何をすれば良いのか？」それだけをずっと
探し続けてきました。
４年前、初めてコーチングにふれる機会があり、「外的コントロール
無しに、本人の気付きを待って、自発的行動を促す。」という理念を
知りました。
それまで、本人の為と思いながらも、脅したり、なだめたり、叱ったりする事に嫌気がさし、身動きが取れな
くなっていた私が、長い間探し求めていた答えがそこに有ったのです。
それはまさに、天の声のように私の心に響き、長い間渇望していた物だけにその後の展開は自分でも驚く
ほど速いものでした。
早速、そのきっかけを作ってくれた CHP（クリニカル・ヘルス・プロモーション）という歯科関係のコーチング
セミナーに参加し、その後まもなくコーチ 21 の運営するＣＴＰ（国際コーチ連盟認定）の受講を開始しました。
同時期に認定マスターコーチにメンターとしてのコーチングを依頼（現在まで 3 年以上継続）その半年後に
は、認定コーチの資格を取得し、クライアントに対するコーチングの実践と独自のコーチング理論の確立と
言うコーチング漬けとも言える生活が始まります。
その後、NLP、ソリューションフォーカス・アプローチ、メタプログラム、コアトランスフォーメーションなどの概
念を学び、独自に、ＴＡ（交流分析）、ＴＦＴ（思考場療法）、心理学、催眠療法などに興味を持ち現在も研究
を続けています。
特に、NLP には特別な興味を持ち、NLP の概念と私の学んだコーチングのスキルを使って、より効果的に
結果の出やすいクライアントにとって有益なコーチングを提供するのが私の使命だと思っています。
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コーチ

五味鉄勝
生涯学習開発財団認定コーチ
関西大学経済学部卒業後、国内、外資系航空会社の旅客担当、
又客室乗務員としての勤務を得て、ヴァージンアトランティック航
空に日本人客室乗務員として入社。現在、Cabin Service
Supervisor（管理職）として、ロンドンー東京、ロンドンーニューヨ
ーク線に乗務。 社内では、機内サービスの責任者として乗務す
ると共に、部下の育成、教育にも携わっております。
現在勤務の会社では、生産効率の良いチームづくりにコーチン
グを導入し、又社員が更に能力を発揮できるよう、コーチングを
活用した人材育成、サポートを行っております。
せっかく素晴らしい能力を持っているにも拘らず、十分に力を発揮できていない方を拝見する度に、「なん
てもったいない…」と思うこと多々あります。 そういった方の強みを見つけ、ゴールへ最速でたどり着ける
ようあなたになれるよう、全力でサポートすること、そしてその喜びを一緒に分かち合うこと、これが私のや
りがい、喜びです。
また、セッションでは、コーチングにより「前に進んでいる」といった、ワクワク感、爽快感を体感してもらい、
更に力を発揮できるあなたになってもらえることも、大切にしています。
私の強みは、社交性、達成欲、目標志向、ポジティブ、そして未来志向、です。 又、今まで国際的な環境
で養ってまいりましたコミュニケーション能力、現在の会社で担当しております人材開発育成を活かし、クラ
イアントの方の強みを引き出し、結果を出せるコーチングを行います。
現在はロンドンに住んでおりますが、日本を含む世界中のクライアントの方をコーチングさせて頂いており
ます。 どうぞ、お気軽にご連絡下さい。
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空飛ぶコーアクティブ・コーチ

白石順子
米国 CTI 認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ
（CPCC/Certified Professional Co-Active Coach）
国際コーチ連盟（ICF）会員
NPO 法人ファミリーツリー 正会員
＜プロフィール＞
1972 年生まれ、福岡出身
東京都中央区在住
1993 年 4 月、客室乗務員として全日本空輸に入社。約 6 年間国内・
国際線乗務を経験、チーフパーサーに昇格後、結婚のため退職。そ
の後、機内で出会ったある男の子がきっかけで、子どもの色彩表現
や心理学に興味を持ち、学び始める。
2000 年より、夫の転勤でドイツ・フランクフルトにて約 3 年間の駐在
生活を経験。滞在中はドイツ語を学び、現地ドイツ語学校の上級者コースを修了、その他にスペイン語も
習得、国籍を問わず交友関係を広げ、さまざまな文化や価値観の多様性を体感。
2003 年に帰国後「すべての子どもが生まれながらに持つ無限の可能性」を最大限に発揮出来る環境作り
を目指して、「子どものアトリエ・アートランド」で色彩心理インストラクターとして活動。幼児から中学生まで
が通うクラスを担当し、親御さんに対しカウンセリングを行う中で「周りの大人が輝けば、子どもの環境はよ
りよくなる」と確信、そのアプローチ方法のひとつとして 2005 年より CTI ジャパンにてコーアクティブ・コーチ
ングを学び始める。
CTI ジャパンの基礎コース、応用コースを 2006 年 3 月に修了（50 期）した後、2007 年 5 月にプロコーチとし
て独立。2008 年 3 月にプロフェッショナルコースを修了し、認定資格プロフェッショナル・コーアクティブ・コー
チ CPCC を取得。
約 10 年のブランクを経て、日系航空会社の国際線客室乗務員に契約社員として復帰。現在は“空飛ぶコ
ーアクティブ・コーチ”としてフライトとコーチ業を両立させつつ、自らが自分の人生を選択して生きる喜びを
味わいながら「ありのままのあなたでいることと、自分の人生を生き切ることの力強さと素晴らしさ」を伝え
るべく活動中。
コーチからのメッセージ
あなたは今、自分であることを喜んでいますか？
自分の人生を嘆いたり、他の誰かの人生をうらやんだり、していませんか？
あなたの人生の主役は、他の誰でもない、あなた自身です。
自分の人生を生きることは、時に辛かったり難しいこともあるでしょう。
そこに立ち続けることは、本当に勇気がいることです。
私も、怖くて逃げ出したくなることが何度もありました。
それでも、今この瞬間、コーアクティブコーチとして生きていくことを自分で選択しているという喜びにあふれ
ています。
私は、『あなたの人生は、あなたが生きたいように選択することが出来る』ということを、コーアクティブコー
チングを通して伝えていきたいと思っています。
そして、あなたが『ああ～、自分に生まれてきて本当によかった！』と心から思える人生を手に入れるため
に、私の全てで関わることをお約束します。
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コーチ

井上奈緒

いのうえ なを

株式会社 UNI-CO (ユニコ)
代表取締役、創設者
・国際コーチ連盟認定プロフェッショナルコーチ(PCC)
TLC 認定プラクティショナー(TLCCP)
CRR 認定組織と関係性システムコーチ(ORSCC)
・CTI 認定プロフェッショナルコーアクティブコーチ(CPCC)
免疫マップ ファシリテーター
ポジティブ心理学 プラクティショナー
マインドフルネス トゥ コーチングマスタリー 修了
トゥルー パーパス コーチング プログラム 修了
ホフステード文化診断、組織文化診断トレーニングプログラム修了
地球上のあらゆる存在の多様性がありのままに輝くことを願い個人やチームのリーダーシップの目覚めと
成長を支援するために活動。企業や非営利組織のリーダー、次世代リーダーの育成や、チーム力の育成、
組織文化の最適化のためのファシリテーションやコーチング、トレーニングを提供している。
東京大学大学院農学系研究科修士課程修了。
1992 年日本リーバ B.V に入社。マーケティングやコンシューマーインサイトで、日本、アジア地域、グローバ
ルのプロジェクトに貢献.
2004 年 コーチングを始める
2008 年プロコーチとして独立。その後コーチとして個人、組織の支援をしながら、The Leadership
Circle(TLC)、Team Diagnostic Assessment などを日本に導入した。関係性コーチ育成のトレーナー(CRR
のファカルティ)も務めた。また、リーダーシップや関係性をテーマに日本と他国の智慧を交流させるプログ
ラムで国内外で講演。日本で最初の TLC 認定ファカルティ。世界有数のビジネススクール IMD のアフィリ
エイトコーチ。
監訳実績
「成長する組織とリーダーのつくり方」(中央経済社) ロバート・J・アンダーソン、ウィリアム・A・アダムズ共
著
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株式会社 オフィス大谷 代表取締役

大谷佳子
CTI ジャパン 応用コース修了
国家資格 キャリアコンサルタント
米国 NLP 協会認定トレーナーアソシエイト
1987 年より 20 年以上ほぼ小売業界において、販売員から取締役ま
でを経験
最初の㈱ダイエーでは売場マネージャー、ディズニーストアでは店
長で入社し、マネージャー、ディレクターを歴任の後、取締役を拝命
その後、当時ディズニーストアの親会社であった㈱オリエンタルラン
ドに招聘され、商品販売部長を務める
2007 年からは㈱ユニクロにてユニクロ大学部長
2008 年には再びディズニーストアの取締役として 2010 年 3 月まで経
営に携わる
2010 年 4 月より、現在の㈱オフィス大谷 代表取締役として活動
コーチからのメッセージ
「人と人とが互いを尊重し、自分らしく活き活きと生きる」ためサポートをするのが、私の使命です。
20 年以上マネジメントをしてきた中で、何千人もの方々と関わりながらビジネスを牽引し、チームメンバー
の育成をしてきました。そして NLP とコーチングを通して、「人のすばらしさ」「けなげさ」というものを本当に
心の奥深くに感じることができました。
そういう私だからこそできるのは、「人を受容する」「その方の本当に生きたいところに共に向かう」コーチン
グです。それを私はあなたに提供します。
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コーチ

畑さち子
国際コーチング連盟（ICF)プロフェッショナル認定コーチ
アンガーマネジメントコンサルタント
Points of You 認定トレーナー
ドリームマップ ICP ファシリテーター
1980 年、大阪大学人間科学部卒業後、日本航空（株）入社。
大阪支店にて、国際線の予約業務に携わる。
夫の転勤で退職後、専業主婦となり、2 人の子どもを育てながら、か
つ転居を繰り返しながら、自分らしい働き方、生き方を模索する。
1992 年、「子どもは可愛い、家庭も大事、かつ自分自身も輝きたい」
という気持ちが強く湧き上がり、私と同じように、子育て中も「何か」
をしたい母親たちを募って「ウーマンズネットワーク BBBWEST」（会員数約 120 人）を立ち上げる。
その一環として、自らも「子どもと出かける大阪遊び場ガイド」「同、兵庫遊び場ガイド」（出版：丸善メイツ）
の、実際に子どもを連れての取材をはじめ、執筆、編集を手掛ける。
(「子どもが小さいから何も出来ない」を、「子どもがいるからこそ出来ることは何？」と考えを変えました。
「一見弱みと思われることを強みととらえる」はこの後、私の生き方の核になります。)
1994 年、5 回目の夫の転勤で、オーストラリア・シドニーに転居。現地の日本語教師養成スクール卒業後、
大手証券会社にて社員向けの日本語講習を行う。
この経験から「目標に向かって進んでいる人に伴走することが私の使命」と実感する。
(ちなみに、ここでも「英語の下手な日本人」という弱みを「日本語のネイティブスピーカー」という強みととら
え直しました。)
2000 年に帰国後、偶然に新聞記事でコーチングの存在を知り、「目標に向かって進んでいる人に伴走す
る！。まさに私の使命！。」と、学び始める。
以来十数年、コーチングを仕事としながら、今も学び続けています。
パーソナルコーチングのほか、コーチング、アンガーマネジメント、アサーションなどコミュニケーション関係
の研修、講演を、全国で多数行う。
＜著書（共著）＞
「マンガ版 子どもが伸びる！コーチングブック」（出版：合同出版）
コーチからのメッセージ
応援したいのは、かつての私のような人。
すなわち。。。
自分らしくイキイキと生きていきたい人。
人生終わるときに、「あー楽しかった。思い残すことは何もないよ。」と言いたい人。
そうは思うけど、迷ったり悩んだり、モヤモヤすることもありますよね。
そんなあなたが、あなたらしくイキイキと生きるお手伝いをしたいです。
「あなたは自分らしく、イキイキしていますか？」
「あなたは今の自分が好きですか？」
「職場やご家族、周囲の人との関わり方に満足していますか？」
大切なクライアント様のうちのお一人が、私のコーチングの感想を送ってくださいました。
よろしければ、ご一読ください。
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Ｋ＆Ｒコーチング・コンサルティング 代表

石田恵介
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
経済産業大臣登録 中小企業診断士
社会経済生産性本部 認定経営コンサルタント
1975 年生まれ
2008 年 3 月、11 年間勤務した自治体を退職。プロコーチ・経営コン
サルタントとして独立。
「長所伸展」を基本理念に、経営者・公務員・ビジネスパーソンを中
心とした１on１コーチングで目標達成や自己実現をサポートする一
方、企業の収益改善に向けた経営コンサルティングも行っている。
また、２児の父として、子育てコーチとして「子どもが持っている力を
最大限発揮できるために、自分ができることは何か？」を自問自答
しながら子育てに奮闘中。
コーチからのメッセージ
役人コーチの石田恵介です。
私は、あなたの目標達成にコミットします。
「将来について、何となく考えてはいるけど、具体的に何をしてよいのか分からない」「ぼんやりとしたイメー
ジはあるけど、それを具体化できない」「一生懸命がんばっているけど結果が出ない」「やろうと思っている
けど動けない」方、私のコーチングを受けてみませんか？
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コーチマネージメントシステム株式会社 代表取締役

高橋和平
生涯学習開発財団認定コーチ取得
ソースベーシックトレーナー
全米催眠療法協会認定ヒプノセラピー取得
メンタルヘルスマネージメント II 種
IT コーディネータ
第一種情報処理技術者
（株）企画塾認定マーケティングプランナー取得
東京都出身、大学卒業後、千葉県の信用金庫入庫。本部事務部シ
ステム開発課に配属となり当信用金庫初の預金オンラインシステム、
融資オンラインシステムを開発する。
特に重要性の高い新型定期預金新規や複雑で難易度の高い通帳・
証書再発行の担当となる。
また、営業店窓口で釣銭が自動的にだされる当時としては画期的なシステムを開発し、営業店の事務効
率化に多大な貢献をする。
１９８４年に都市銀行関連の情報処理サービス業に移りＳＥ、プロジェクトマネージャー、運用管理責任者
等を担当する。
１９８４年には都市銀行の顧客マスターを漢字化するシステムのリーダーとなり、従来、カタカナで通帳・証
書類に印字されていた顧客氏名の漢字化を可能とした。また、情報処理センターの運用管理責任者となり、
約５０名の構成員の管理、業務処理の管理を行った。
コーチングを学んでからは、部下の管理にコーチングの手法を摘要し、より自立的な社員を育てるよう努力。
２００１年にコーチングの勉強会であるコーチロールプレイクラブを設立、ＩＴ、マーケティングの知識を応用
して集客に成功し、延べ１５０名ほどのメンバーを集めた。
更にコーチング関連セミナーを開催し（１１回）、いずれも参加者からの好評を頂いている。
２００７年１０月にコーチマネージメントシステム株式会社を設立。代表取締役に就任。
ＩＴ業務の経験、ＩＴと経営に強いコンサルタントであるＩＴコーディネートの資格、コーチング・マーケティング
の研究を生かし、全国唯一のＩＴ経営コーチとして、ＩＴの経営への有効活用を希望する企業、ＩＴエンジニア
の目標達成、問題解決のサポート、そして、コーチの事業を支援する活動に力をそそぐ
高橋和平コーチからのメッセージ
私は、サラリーマン時代に多くの金融業務のＩＴシステムを作りあげてきました。
そして、傍らでは経営、マーケッティング、コーチング等の研究を行い、ＩＴと経営に強いコンサルタント資格
であるＩＴコーディネータを取得しました。
また、サラリーマン時代に上司や同僚の人柄、人間関係などによって自分自身の業務に対するモチベーシ
ョン、業務の達成度が大きく異なることを経験し、その経験から、人の魅力ややる気を効果的に引き出すコ
ーチングに興味を持ち学びました。
そのことで得た私の結論は、「社員を大切にする会社こそ真の顧客サービスが提供でき、真の顧客サービ
スができる企業こそより発展する」ということです。
また、コーチングを学ぶ課程から、コーチをサポートする仕組みを提供したいと強く思い、コーチングの練
習相手を紹介するコーチロールプレイクラブを 2001 年から運営してきました。
コーチマネージメントシステム株式会社は、以下のミッションからできたものです。
1. ＩＴ経営コーチングにより、経営戦略に基づいたＩＴ戦略策定、実施をサポートし、企業の生産性、集客、
売上向上をサポートする。
2. コーチングマインド、コーチングスキルにより働く人々を幸せにし、よって企業の発展に寄与する。
3. コーチ、コーチング事業をサポートし、コーチングマインドの発展に寄与する。
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コーチ / ファシリテーター

大迫香寿枝
(一財)生涯学習開発財団認定コーチ
コーチ・エィ CTP クラスコーチ
境界を越えてつなぐ生き方に喜びを感じるコーチ。
老若男女、都市と田舎、アナログとデジタル、自然と人間、文系
と理系、世の中には様々な分類と分野があるが、一見反発した
り関わりすらないようにみえたりするものをつないで、化学反応
が起きることを楽しんでいる。
鹿児島大学、広島大学大学院、国土地理院とキャリアを積みな
がら、自然災害と自然環境保全の研究に励む一方、休日やプラ
イベートの時間を環境ＮＰＯの運営や各種環境活動に注ぎ、自
分たちの手で社会の様々な課題に取り組む姿勢を学ぶ。
地方の土木建設コンサルタントや農業関連団体での技術系の職歴もあり、作業の効率化やマニュアル化、
部署を越えた人間関係の改善にも携わる。
地元の学習塾でのコーチ経験あり。
2003 年 2 月～ コーチ 21 のＣＴＰを受講し始める
2005 年 2 月～ ＣＴＰクラスコーチとしてデビュー
2008 年 1 月～ Ｃｏａｃｈｉｎｇ ＳＴＥＰ を立ち上げる
Ｃｏａｃｈｉｎｇ ＳＴＥＰのサービスとして、1 対 1 のコーチングを中心に、環境問題・社会問題・農業・地方・世
代間コミュニケーションなどをキーワードに、コーチングやファシリテーション、研修の企画・運営も提供中。
※ 特定の政治、宗教団体、ネットワークビジネスとは関わっていません。
コーチからのメッセージ
～ あなたの実りを 刺激します！ ～
コーチングが社会に浸透していくことは、心にゆとりを生み、そのゆとりから社会変革に注ぐエネルギーも
増えると信じています。
特定の環境活動やボランティアをしていなくても、会社での仕事が直接社会貢献になっていたり、子育てを
通して未来を創り出す貢献をしていたり、まずあなたが今生きていくことをしっかりやっていくことが地球や
社会に貢献することです。
「あなた」というひとりの人間が生み出すエネルギーを、効果的に注ぎたいところへ注げるように、コーチと
して思考や行動を刺激し続ける。
私にとってこれは、生涯を通しての環境活動だと位置づけています。
あなたが元気に生きていくことは、地球の細胞の一部が元気に生きていることだとイメージしてみて！
私は、まだめぐりあっていない「あなた」との関係とその先に広がる可能性を心待ちにしています。
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（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ／日本コーチ協会正会員／
株式会社プランシード 代表取締役

棚瀬あづさ
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
全日本マナー検定 上級／秘書検定準１級／接遇マナー検定１級
ビジネス電話検定知識Ａ／手話技能検定 他
出身：名古屋市
大学卒業後、大手百貨店にて受付・案内を中心に新人指導担当。
その後、フリーの接遇トレーナー・ナレーター・レポーター・司会とし
て活躍。地元、名古屋に戻り、本格的にビジネスマナー講師として
各種企業研修等と年間２００本以上をこなす。
その後、株式会社プランシードを設立し、ビジネスマナー研修・コニ
ュニケーション研修、コーチング研修等の企業研修他、プロコーチとしても活動中。
コーチからのメッセージ
始めまして、棚瀬あづさと申します。
このページをご覧頂きありがとうございます。
コーチングってどんなものだろう？興味はあるけど・・・
というあなた！！
日常にコーチングを取り入れてみませんか？
今日より明日、明日より明後日・・・前進する自分を感じ、コーチングの成果実感して下さい。きっと大きな
効果を発揮します。
「答えはすべてあなたの中に・・」あなたが心から望む生き方を可能にする！
時には、立ち止まる時にそっと肩と押してあげる、モチベーションを上げる！
また、自分を知る。自分が求めてるものを明確にする。きっと、あなたの中からコーチングにより引き出
す！ 私は、そんな引き出し方が得意なコーチです。
あなたのスーパーサポーターであり、ベストパートナーとして、コーチ棚瀬は共に学び成長していくコーチで
す。あなたからのご連絡を楽しみにお待ちしております。
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コーチ

横田幹雄
(有)チームワーク 代表取締役
ＮＰＯ法人 互恵支援ネット 代表理事
(一財)生涯学習開発財団 認定プロフェッショナルコーチ
ヴォイス認定 ソースワークショップトレーナー
日本コーチ協会 正会員
日本コーチ協会 大阪チャプター正会員
１９６５年大阪府生まれ。１９９７年１３年勤めた会社を辞め３２歳で
独立起業。持ち前の勘と度胸と経験を生かして、輸入ブランド品の
買い付けバイヤーとして世界中を飛び回り、卸売りと小売店舗を設
け年商十数億企業へ発展させる。
順風満帆と思いきや、そんな矢先に取引先に利用され、詐欺に遭い全財産を失う。その後もＩＴ事業に取り
組みネットショップ運営で会社を立て直すが、今度は従業員のミスで遭えなくショップを閉店。起業からの７
年間で、普通の人ならそう遭遇しないような出来事を経験し、まさにビジネス世界の天国と地獄を味わう。
そんな時、あるきっかけでコーチングと出会う。
そして２００３年一大発起し、これまでの物品販売業から人材支援事業に事業転換し、自身の経験やキャリ
アを生かし、ビジネスコーチングを中心にクライアントさんのキャリア開発もあわせたコーチングをおこない
今日に至る。
また２００８年１月、人と関わることの大切さと、社会に貢献する人材の育成を目指しＮＰＯ法人を立ち上げ、
社会貢献の活動もおこなう。
持ち前のポジティブな考えとウイットにとんだ発想が魅力的といわれます。物事の善し悪しは「結果から学
ぶ」という学習成長型人間で、「行動しなければ何も始まらない。」「何かを始めなければ何も起きない。失
敗を恐れるな！」「人生には正解・不正解という答えなんてないんだ！」を持論に日々クライアントさんと共
に成長しています。体験から学ぶことを重視して、その体験や気づきを知恵に換え、その人らしい、その人
にあったキャリアを向上させていくことが得意な分野です。
コーチからのメッセージ
「人にとってのキャリア開発（仕事を中心とした個人の生き方すべての開発）」は個人の人生にとってとても
重要なことだと思います。それはまるで「自分の人生の地図」や「設計図｣のようなものだと私は思います
私の実体験からもそう感じますし、これまで関わった多くのクライアントさんのセッションを通しても感じる事
です。
それは、自分の将来のために時間をとって、「自分にはどんなことが向いていて、何がしたいのか」をはっ
きりさせる作業が欠けていると思うのです。
この根本作業がないから、仕事に就いてもすぐに辞めてまったり、やりたくない仕事に就いてしまったりす
るのだと思うのです。地図を持たずに旅行に行ったようなものです。だから迷いますよね！
本当ならば、この自分らしさに基づいて行動していくことが、確実に自分のやりたい仕事につながったり、
天職に就けたりする可能性があがると私は実感しています。やりたくない仕事をやったり、好きでもない仕
事に時間をとられることは、人にとってはストレスなことでしょうし、使った時間がもったいないと思うのです。
まず自分を大切にして明るい未来にしたいのであれば、コーチングを行うことでご自身のキャリアをしっか
りと整え開発し、あなたの人生の地図を明確にすることです。そして、その地図に基づいて行動することで、
より確実な成果に結びつき自分らしいお仕事ができるのではないでしょうか。
自分らしくイキイキと生きるためには、それが一番重要なことではないかと私は思います。
あなたも自分のキャリアを開発して、自分らしく楽しい生涯を生きませんか！？
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コーチ

中村公子
コミュニケーション・ワークス代表
(一財)生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
(株)コーチ 21 クラスコーチ
中学校教員として 12 年勤務。
退職後、ウエディングプロデューサー資格を取得。ウエディングプロ
デュース会社にて、婚礼の企画、演出に携わる。
2003 年 コーチとして活動スタート。
2006 年～ コミュニケーション・ワークス設立。
コーチング個人セッションならびにコミュニケーション全般における企
業研修、セミナーを手がけている。
中学校教員時代の研究テーマは演劇とカウンセリング。特に演劇は
自らも劇団に所属、舞台に立ちつつ、その体験を教育現場に生かし
てきた。
「教室は舞台」「教員は役者であり、演出家であり、プロデューサー」をモットーに、「空間を演出する授業」
「集団をひきつけ、巻き込む授業」を目指す。
また、のべ 300 人をこえる生徒たちと演劇をつくる作業を通して、子どもの「表現への意欲」「能力」、本人自
身も知らない「可能性」を引き出し、変容を目の当たりにするという醍醐味を味わう。
また、「寄せ集め」のメンバーが、公演を成功させるという目的のもとに、お互いに影響を与え合い、大きく
変容、成長し、ひとつの｢ゆるがないチーム｣に変身していくというダイナミックな場面の渦の中心に、常に身
を置くという幸せな状況の中で 12 年間を過ごした。
退職後、「毎日文化祭ができる仕事」としてウエディングプロデュースの世界へ。資格取得後、ウエディング
プロデュース会社に就職。接客、挙式・披露宴の企画、演出から花嫁介添え、神前式司会、巫女までこな
すという、多忙ながらも充実した日々を過ごす。
音楽、料理、装花、照明、花火･･･すべてのタイミングを集めて「最高の絵画」を作り出す一瞬の快感と、そ
こにいたる、お客様やスタッフとの数々のプロセス（ドラマ）、そしてお客様の感動の表情に、無上の喜びを
感じつつ、演出業務に嬉々としていそしんだ。
この二つの現場を通して、私が得た最大の財産は「人の『真の自分を表現したい』という想い、そしてその
ための能力を引き出す力」であるといっていい。
子どもの中にある、自分さえまだはっきりしない「成長したい、変わりたい」という思い。それを引き出し、方
向を明確にし、その心に火をつける作業。また、お客様の中にある漠然としたイメージを引き出し、自分た
ちの結婚を貫く「軸」（思い）を導き出す。それらの作業を通して、ある意味煩雑ともいえる、長く膨大な結婚
準備を「創造する喜び」にまで高め、かけがえのない体験にしていただく･･･そのために必要なものは「徹底
的なコミュニケーション」。その中で私の「相手の内的モチベーション引き出す力」はおおいに鍛えられた。
人は自分自身の真の思いに気づき、押えているものを取り除き、それを適切に表現する方法さえわかれ
ば、ものの見事に変容し、すごいことを成し遂げるものだ！！
この体験は私にとってかけがえのないものとなった。
コーチからのメッセージ
私にとって、コーチングとは、「人がその本質（魅力、能力、特質）を存分に生かして世の中と関わり、幸せ
な人生を歩む道筋を作る」ための道具の一つです。
さらに一歩進んで、その人の「使命」と世の中を結ぶための道具、その人が、本来生まれ持った力を存分
に発揮して、持って生まれてきた大切な役割で世の中とかかわり、その人が一番輝く在り方で世の中に貢
献できるための道筋を作る道具です。
あなたはあなたの人生を使って何を表現したいのですか？そして、それは、あなたにとって、そしてあなた
を取り巻く人々にとってどんな影響を与え、どんな意味をもたらすのでしょうか。
この「コーチング」という道具を通して多くの人とかかわり、最高の自分を表現することを通して、世の中へ
貢献する生き方をしたいと思っている人の力になれたらと願っています。
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コーチ

荒木一美
一般財団法人 生涯学習開発財団認定コーチ
小・中・高等学校第一種教諭〈保健体育科〉
レクリエーションインストラクター
徳島生まれ大阪育ち現在三重県在住
大学で教育学・運動心理学を学ぶ。
子どもたちを指導していく上で「素質があるのにもったいない」という言葉を何度も耳にしてきた。自分自身
の挫折も含めた経験からモチベーションの大切さを痛感し、その結果、自分のため、周りの人のために「や
る気を引き出す」ことに興味を持つ。スポーツの世界だけではなく、あらゆることに通じていると感じている。
２００７年に本格的にコーチ２１にてコーチングを学ぶ。
コーチからのメッセージ
自分が「今、生きている」っていう足跡を一緒に残してみませんか？
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フリーアナウンサー／パーソナルコーチ

安海玲子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
ここからだ初級発達支援コーチ
Points of You®トレーナー
群馬県出身。 東京都港区在住。
短大卒業後、地方銀行に入行。
国際科学技術万博で、日本 IBM 館のコンパニオン。
NHK 前橋放送局・総合テレビ・FM 放送。
FM 埼玉アナウンサー。
FM 群馬パーソナリティ。
・実績
観光キャンペーンレディ「マナー・モチベーションアップ研修」
大手住宅会社・リゾート施設・携帯電話会社等「チームワーク研修」
新入社員「マナー研修」「電話応対」
教員向け「コーチング研修」
青年会議所、倫理法人会、商工会議所、ロータリークラブ等で講演。
講演テーマ「伝える力」「伝わる話し方」「好印象を与える話し方」など。
コーチからのメッセージ
「声が変わると、笑顔が増える」
声と言葉の両面から、あなたをサポートします。
相手に伝わる声、気持ちを伝える声をだしましょう。
思考を言葉にする方法として、ポインツオブユーのツールを使います。シルク・ドゥ・ソレイユでは、アーティ
ストとマネージャーの面談に活用されています。
自分の内面とコミュニケーションしませんか？
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クラリティマインド 代表

鮎川詢裕子
東京在住
・1986 年 商社に入社。経理部に配属。以降、約 20 年に亘り、経営
企画、IR 中国ビジネス開発室、社長秘書業務に総合職を経て管理
職として従事
・2002 年 ビジョン・戦略を共有・連鎖した組織業績精度を構築・導
入。
・2002 年 コーチングに出会う
・2005 年 コーチングを開始。続いて NLP、カウンセリングなどを学
ぶ
・2007 年 同社を退社し独立。セミナー活動、ソリューション活動を開
始
商社で２０年以上に亘り、トップマネジメント層の傍らで組織現場の
実務経験を積む
1986 年、商社に入社。入社 1 年目に経理講習会を任され、全国の事業所を役員と廻る。以後 20 年以上に
亘り、トップマネジメント層の傍らで、主計業務、事業戦略や経営企画、組織調整を行う。2002 年には、
BSC（バランススコアカード）による組織業績管理制度を構築・導入する。経営層と会社組織を結びつける
ポジションで、アイデアや制度を仕組化・構造化・システム化するスキルを磨く。同時に感情が行動や成果
に影響する大きさと大切さに気づく。
人の意欲や特性について興味を持ち、コーチング・カウンセリング・NLP などを学ぶ
会社の事業戦略や経営方針をブレイクダウンして、社員一人ひとりに啓蒙・吸い上げる調整役を務めるな
かで、人の意欲の違いや特性というものに注目。「個々における体験の仕方や認識の違い」や「人の変化
のメカニズム」に興味を持ち、人がもつ潜在的なリソースや認識の概念に気づく。コーチング・カウンセリン
グ・NLP・現代催眠などを学ぶ。
独立してマインドソリューション＆コンサルテーション活動を開始
2007 年、同社を退社し独立。コミュニケーションやモチベーション、目標などに関するコーチング・セミナー
活動をスタート。
以降、組織や経営者、ビジネスリーダー、起業家、医療関係者、パーソナルに対し、コーチングやトレーニ
ングをはじめとする「マインドソリューション＆コンサルテーションサービス」を提供。
クライアントが自らの力で課題解決・自己実現できる状態をゴールとし、使命感を持ってサポートしている。
【加入団体】
国際コーチ連盟正会員
日本コーチ協会正会員
関連資格
米国 CTI 認定プロフェッショナルコーチ（CPCC）, 米国 NLP（神経言語プログラミング）協会認定トレーナー
アソシエイト,
産業カウンセラー, 日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー, ABH（米国催眠協会）認定ヒプノセラピ
スト, LAB（Language&Behaviour）プロファイルプラクティショナー 等
その他資格
日本商工会議所簿記検定 1 級
税理士試験簿記論・財務諸表論科目合格
中国語検定 3 級
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コーチ

三石美和
国際コーチ連盟（ICF)認定プロフェッショナルコーチ（PCC)
生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
ICF 認定 CTP サーティファイドコーチ
Change Management & Leadership 認定講師
コーチングの特徴：
・ヴィジョンの明確化および組織への浸透サポート
・主体的行動を促すコミュニケーションスキルの伝授
・自己再発見（才能・強みのプロファイリング、
コミュニケーション傾向の分析など）
・リーダーシップ開発（存在価値を高め、周囲への
影響力を高めていくセッション）
・自己効力感を育て、アサーティブなスタンスを築く

コーチからのメッセージ
はじめまして。コーチの三石です。
目に見える成果を求められる大きな組織においては海外営業や新規事業立上げプロジェクトリーダーを経
験し、３年で売上げを１０倍に伸ばしました。また、一人一人が大切にされることで組織が動く NPO におい
ては"Open your eyes, ears, mouth and your heart"を合い言葉に国際交流の促進に研究員として取り組
んできました。
コーチとしての活動は２００７年４月からですが、コーチングの可能性に魅了されこれまで１０００人以上の
コーチ育成に関わり続けています。
これまでに出会った５０カ国以上の人々とのふれあいや恊働体験から手にした気づきと、尊敬する研究者
から刺激を受けて学んだ心理学・生物学、脳科学・言語学、量子力学、物理学、認知行動学から手にした
知恵をどうぞあなたの人生を豊かにするために活用してください。
あなた以上にあなたを理解する人生のサポーターとして誠実に対応させていただきます。
自分のストーリーを気持ちよく語る快感を味わってください。
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合同会社５Ｗ１Ｈ 代表/リーダーシップ＆エグゼクティブ・コーチ

高野潤一郎
国際ニューロ・セマンティクス協会＆メタ・コーチ財団認定メタ・コーチ
米国ＮＬＰ協会認定ＮＬＰトレーナー
博士(先端科学技術)
こんにちは！【リーダーシップとファシリテーション】という切り口で、
【自己開発と人財育成】をサポートする合同５Ｗ１Ｈ代表の高野潤一
郎です。
私がコーチングの資格を取得したのは、
国際ニューロ・セマンティクス協会および
メタ・コーチ財団でのトレーニング＠米国です。
（メタ・コーチングは、「種々のスキルの寄せ集め」といった感のある
コーチングとは異なり、【心理学的裏づけといった土台の整備】【フレ
ームワークによる種々のマインドセットやスキルの体系化】といった特徴を備えたコーチングです。世界４０
カ国以上で展開し、南アフリカ政府の中央銀行に正式導入されるなど、現在、世界的に注目を集めていま
す。）
私は、
・民間企業 …国内大手個別指導塾の教室長
・非営利団体…NPO シンクタンク研究員（科学技術政策）
・政府
…政府研究機関研究員（材料・ナノテクノロジーおよび環境・エネルギー分野の科学技術政
策）・客員研究官（材料・ナノテクノロジー分野の科学技術政策）
・独立・起業…合同会社５Ｗ１Ｈ代表
・勉強会主催…NLP プラクティス共同創始者、NLP および周辺領域の勉強会、
メタ・コーチングおよび周辺領域の勉強会
といった経歴の中で、「異なる科学技術分野を専門とする研究者どうし」、「研究者と政府関係者と企業や
団体幹部と社会一般」、「医師と患者と介護者」、「学習塾に通う生徒と保護者と講師」、「種々の団体を修
了したＮＬＰやコーチングの資格保持者どうし」など、
一貫して、【バックグラウンドが異なる人どうしのコミュニケーション】、【質問力】、【明確な情報発信】をテー
マで経験を積んできています。
（特に、文部科学省在籍時に、内閣府のお手伝いなどを通して、日本や世界を動かす産学官の人々と直
接コミュニケーションを図ることができたのは大きな財産となっています。）
こうした経験は、【クライアントが該当分野での専門家】であり、私が【メタ・コーチ ＝ 変化のプロセスや構
造の専門家】として、【クライアントが自力で問題を発見・設定・解決できる人・組織になっていく】のをお手
伝いするために非常に役立っています。
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ビズ・スタイル(Biz Style)代表／一般財団法人生涯学習開発財団
認定コーチ／AICI 国際イメージコンサルティング協会 認定コンサル
タント(FLC)／PR コンサルタント

大洲早生李

Ohsu Saori

一般財団法人生涯学習開発財団 認定コーチ
AICI 国際イメージコンサルティング協会 認定コンサルタント(FLC)
TOEIC915
SAJ(スキー検定)2 級
大学卒業後、大手総合電機メーカーに入社、IT 営業として 2 年半、
2005 年愛知万博の企業パビリオンにて広報として 2 年半、その後デ
ジタル家電の広報として 2 年従事し、会社員をしながらコーチ／イメ
ージコンサルタントとして独立を果たす。
2006 年に立ち上げた「ビズ・スタイル(Biz Style)」では、個人のコーチング(キャリア実現支援など)やイメー
ジコンサルティング、法人での経営者やエグゼクティブのイメージコンサルティングや各種セミナー開催な
ど幅広く活動。
「前向きに自分を向上させていきたいと真摯に願い、豊かで充実した人生を目指す方を応援する！」という
ビジョンのもとに「外見と内面のバランスを追求する」というモットーを掲げて日々奔走する。お客様一人ひ
とりの夢や希望に向き合い、心のつながりを感じながら前向きにひたむきに、ともに歩んでいくことを大切
にしている。
今後は、特に子育てをしながら働くビジネスパーソンやその子供たちに向けて世界に向けて羽ばたけるよ
うな人間力を鍛えるサポートを提供することを目標とし、自らの子供たちとともにさらに日々鍛錬を重ねて
いきたいと考えている。
慶応義塾大学商学部卒
コーチからのメッセージ
「ひたむきに、どんなときも前向きに」がモットーです。
「いつでもついてくれている」安心感と温かみを感じられる環境を提供します！
皆さんはどんな人生を送っていますか？どんな人生を送りたいですか？
前向きに楽しく生きていきたい、心にゆとりをもって生きていきたい、誰かのために生きていきたい、それぞ
れあると思います。
「～したい」という願望や気持ちを現実のものにしたいと思ったときに、ぜひ「ビズ・スタイル」のコーチング
サービスの扉をたたいてみてください。
「ビズ・スタイル」が一番大切にしているのはクライアントの真摯な思い。
ひとりひとりとの心のつながりや信頼感を大切に、粘り強くともに歩んでいきたいと思っています。
どうぞ、よろしくお願いいたします！
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PROJECT121（プロジェクト・ワン・トゥー・ワン）代表

佐藤真一
（一財)生涯学習開発財団認定コーチ
（株）Coach21 CTP クラスコーチ
日本コーチ協会正会員
日本産業カウンセラー協会認定産業カウンセラー
日本産業カウンセラー協会認定キャリアコンサルタント
SOURCE®公認トレーナー
MBTI®認定ユーザー
アービンジャー公認ファシリテーター
1965 年生まれ。千葉市在住。千葉県立船橋高等学校卒。
電気通信大学電気通信学部情報数理工学科卒。
1987 年ソニー株式会社に入社。エンジニアとしてシミュレーション技
術に 10 年ほど従事。その後、労働組合の執行部、書記長、委員長
を歴任する。2004 年から人事のマネジャーとして、主に技術系人材
の採用、評価、人材育成、キャリアアドバイスなど人事全般に携わる。また、社内向けマネジャー研修のフ
ァシリテーターも担当。エンジニアのバックグラウンドを持つ人事、自称『ジンジニア』として社員のモティベ
ーションアップにむけて奮闘。（入社したときにはまさかこんなキャリアをたどるとは考えてもみなかったが、
今は誇りに思っている）
2004 年からカウンセリングを学び始めたが、現場ではコーチングも必要であることを実感し、2005 年からコ
ーチングを本格的に学び始め、
・一般社員やマネジャーとの面談
・人材育成
・キャリアアドバイス
・マネジャーへの 360°フィードバック
・採用
などにコーチングを活用する。また、2007 年から Coach21 のクラスコーチを担当する。さらに、アービンジャ
ー・インスティチュート・ジャパン株式会社の主催する「自己欺瞞（じこぎまん）」をテーマとした人間関係改
善プログラム・「箱」Choice セミナーに感銘を受け、公認ファシリテーターとしても活動を行っている。
今後の自分と妻の人生を考える中で、環境を変えて、自分のやりたいと思うことにフォーカスし、自分の責
任でやっていこうと考え、21 年間お世話になったソニーを円満退職し、2008 年 7 月独立、PROJECT121（プ
ロジェクト・ワン・トゥー・ワン）を立ち上げる。枠を設けず、自分たちがワクワクし楽しむことによって、周囲
の人々にもワクワクして楽しんでもらえるようなプロジェクトを立ち上げ、活動していくことを目指す。
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株式会社燦 代表取締役

西村雅司
コーチングサン 主催
日本コーチ協会茨城チャプター代表
国際コーチ連盟日本支部顧問
茨城県立水戸商業高等学校非常勤講師
㈶生涯学習開発財団認定コーチ(第 603 号)
キャリア支援アドバイザー
聴伝導士
2003 年 PC・IT 業界からコーチ業界へ転進。国内外の小学生か
ら成人の方々、 企業、研究、教育、医療、介護、スポーツ、芸
術分野等からのご依頼を受けています。
コーチング研修も実施。人事採用責任者の経験を活かし面接・
履歴書指導等の キャリア支援、マリッジ支援も展開中。コーチング学習会・勉強会も主催しています。
業務経歴詳細→コーチバックボーン
ラヂオつくば出演中出演動画
コーチからのメッセージ
時空と次元を突き抜けたその先へ。Hop Step Warp
その答えは未来にある。The Answer is in The Future!
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コーチ／講師／薬剤師

南 マーサ
大阪府出身 東京都在住
京都薬科大学卒業
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
薬剤師
米国ディマティーニ・ヒューマン・リサーチ＆エデュケーション・インス
ティテュート トレインドファシリテーター
色彩コーディネーター２級
コミュニケーショントレーニングネットワーク（CTN）プロ講師養成講座
を主催
株式会社 キラキラ・ミューズ 代表取締役
大学卒業後、企業での勤務経験約１６年間。
製薬企業で、営業職・医療従事者向けの教育プログラムの企画及び講師として、年間１００回以上の研修
を担当。
その後、外資系ヘルスケア企業でプロダクトマネージャーを経験。
２００４年より、岸英光氏の下で、コーチング、コミュニケーション、リーダーシップを学ぶ。
２００５年より、コーチとして活動。
その後、国際コーチ連盟認定プログラムであるコーチトレーニングプログラムを学ぶ。
２００８年 米国ヒューストンにて、ジョン・F・ディマティーニ博士から、ディマティーニ・メソッド™（自己変容テ
クノロジー）のファシリテーター・トレーニングを受ける（日本人初）。
現在、キラキラプロデュースコーチングをはじめ、ビジネスコーチング、医療従事者のためのメディカルスペ
シャリストコーチング、ディマティーニ・メソッド（R）の個人セッションならびに各種セミナー・研修講師として
活動しています。
コーチからのメッセージ
私が、初めてコーチングに出会ったのは２００３年１１月。「眼からウロコ」体験でした。
コーチングを知って、自分が当たり前だと思っていることが、実は当たり前ではないだけでなく、むしろ可能
性を奪っている、ということに気付きました。
あなたは、どのような人生を生きたいですか？
叶えたい夢や目標にどんどん近づいていますか？
当たり前と思っているいつもの視点とは違う視点から、物事を捉え、考えるえることができれば、行動も当
然変わります。
『コーチ』としてあなたに『新たな視点』を創り、あなたが人生のビジョンや目標を客観的にとらえるお手伝い
をし、あなたの中にある可能性を発揮するための『パートナー・サポーター』として、そしてまた『アドバイザ
ー・コンサルタント』として、あなたがキラキラ輝くお手伝いをします。
また、３０年亘り世界５８カ国以上で用いられている、ディマティーニ博士によって考案された、自己変容テ
クノロジーのディマティーニ・メソッド™を用いて、あなたにストレスや葛藤をもたらしている人間関係・ご自身
のこと・出来事に湧く感情を溶かし、軽やかに、そして愛と感謝に満ちて生きるお手伝いをします。
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プロフェッショナル・コーチ + 表現者

板垣信二
米国 CTI 認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ[CPCC]
【1977 年】岡山で生まれる（現在は東京在住）
【1992 年】表現力を求め、高校でデザインについて専門的に学び始
める。
【1999 年】自分の関わる全ての人が主役になる場を求め、演劇の公
演を企画・出演。俳優活動を本格的に始める。
【2004 年】青二塾（青二プロダクション附属俳優養成所）卒塾。旗野
恵美に師事し旗野舞踊研究所に入所。舞踊家としての研究・活動を
始める。
【2006 年】国際コーチ連盟認定ＣＴＩジャパン応用コース修了(５９期)
修了。
【2007 年】上級（プロフェッショナル）コース修了。
【2008 年】米国 CTI 認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ[CPCC]取得。コーアクティブ・リーダーシ
ップ・プログラム修了。
今後の自分と妻の人生を考える中で、環境を変えて、自分のやりたいと思うことにフォーカスし、自分の責
任でやっていこうと考え、21 年間お世話になったソニーを円満退職し、2008 年 7 月独立、PROJECT121（プ
ロジェクト・ワン・トゥー・ワン）を立ち上げる。枠を設けず、自分たちがワクワクし楽しむことによって、周囲
の人々にもワクワクして楽しんでもらえるようなプロジェクトを立ち上げ、活動していくことを目指す。
コーチからのメッセージ
はじめまして。板垣信二(いたがき しんじ)と申します。
このページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
直面しているテーマ・事柄や取り巻く環境への対応にとどまらず、あなた自身の内側にある感情や想い、
価値観を表現していく。
そんな時間を始めてみませんか？
私は『俳優が役作りをする姿勢』と『クライアントがセッションに取り組む姿勢』が、とても似ていると感じてい
ます。
俳優は、与えられた役を好きになる事からはじめます。
そのキャラクターの内なる声や感情、大切にしている価値観を読み取り、物語の中で求められている立ち
位置をくみ取りながら、役作りをしていきます。
そして、そのキャラクターの個性と物語の魅力が最大限に発揮されるように稽古し、多くの人たちと関わり
ながら表現していきます。
クライアントは、自分の感情を解放し自身の内なる声を聴きながら、本来持っている魅力を再発見し、最大
限に表現される方法を探していきます。
そして、現実の世界で行動し、望む未来を表現していきます。
想いを表に現している姿は、誰もが素晴らしい表現者だと思います。
あなたが大切にしている価値観や意志を伝えるとき、情報・事柄だけでなく、その感情や内側にある想いも
表現し伝えている。
そんな、あなた自身が本来持っている魅力を、影響力を発揮する。
そんなサポートが出来るのを楽しみにしています。
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Viva Life Coaching-Japan 代表者

Barry Knights

バリー・ナイツ

教育学修了、応用科学名誉学士、障害者研究学位、評価と職場環
境訓練における証書ＩＶ、Career Development Association of
Australia のプロフェッショナルメンバー、International Coach
Federation(ICF)メンバー
私は、教師、カウンセラー、コーチとして 30 年以上の経験があります。
リサーチャー、会社員、マネージャー・個人事業主として、主に障害
者の人たちと共に働きました。
私はプロフェッショナル・プレゼンターで、トレーナーでもあります。
また、キャリア開発やコーチングの分野で長い間働いてきました。
私のビジネスの背景には、大学や短大、中小企業、政府や国際機
関で働いた経験も含まれています。
本も出版した執筆家で、リサーチャー・講師・カウンセラーです。
Toastmasters International と Caboolture Business Enterprise Centre の現役メンバーです。
ユニーク・セールス・ポイント： We deliver culturally sensitive business solutions and life coaching, so you
can have better business, more life and more balance.
日本中どこからでも、オンラインでのコーチングが可能です
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キャリアコーチ／志縁塾セミナー講師

小林久美
アメリカの最大手コーチ養成機関 COACH U アドバンスプログラム
卒業
１９６５年、京都生まれ。京都ノートルダム女子大学卒業。高校在学
中にペンシルベニア州に１年間語学留学。大学在学中より英会話の
講師を３年間勤め、卒業後は同時通訳者の派遣／養成を行う会社
に就職。１９９０年に縁あってカリフォルニアに渡米し、日航ホテルサ
ンフランシスコのゲストリレーション課にて３年間滞在客の接待にあ
たる。その後サンフランシスコにある小学館の子会社に７年間勤務、
ライセンシング部および人事／総務部を担当。数年で急成長をとげ
た会社の人事部を担当する中、多人種が混在する社員の「駆け込
み寺」的存在となりコーチングの必要性を実感、自分にもメンターコ
ーチをつけながら社員や部長クラスのコーチングにあたる。１５年の
米国滞在を経て２００５年に帰国。個人のキャリアコーチングのほ
か、”笑いで人材育成”を目指す研修会社『志縁塾』講師として各種
ビジネスセミナー、コーチングセミナーを行っている。基本のテーマは『成長しつづける』。「国際コーチ連
盟」「日本コーチ協会」会員。趣味はパン作りとニットカフェ、たまにウオーキング。
コーチからのメッセージ
海外で活躍したいエグゼクティブや、女性エグゼクティブ、これからエグゼクティブを目指そうという方々を
サポートしています。
「ぜったいプロとして、自分らしく成功する！」
「ぜったいプロとして、自分らしく挑戦しつづける！」
というコミットをもった方なら、どなたでも大歓迎です。
あなただけの『何が大事で、本当はどうなりたいのか？』を数回のセッションで引出し、目標達成までのアク
ションプランを作成します。詳細はホームページまで！
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コーチ

鈴木 核
一般財団法人 生涯学習開発財団 認定コーチ
DUQ コーチンググループ メンバー
CTI リーダーシップコース終了
一般社団法人企業間フューチャーセンター理事
NPO 法人セブン・ジェネレーションズ理事
東京大学工学部卒業後、「世界を舞台に仕事がしたい、また、何か
を作り出す仕事がしたい」と考え、自動車メーカーに入社、海外市場
向けの商品企画を担当し、欧州本社（オランダ）と、市場調査拠点
（ベルギー）の駐在を経て、クロスファンクショナル課題を解決するチ
ームのリーダー、そしてそのリーダーを育成するエキスパートを務め
る。エキスパート時代に、コーチングを受けたことがきっかけで「人が
それぞれの個性を活かし、いきいきと生きることのお手伝いをしたい」という想いからコーチングの勉強を
開始。その中での多くの魅力的な方々との出会いを通じて、ワールド・カフェなどの対話の手法とめぐりあ
い、コーチングと並行して対話の場を開催し始める。職場の風土改善に取り組む活動や、社員と地元市民
の方々をつなぐ活動を進め、2012 年には青山学院大学ワークショップデザイナー育成プログラムを履修。
そして、今年（2013 年）55 歳になったのを機に「人がいきいきと生きることをサポートする」というライフワー
クに専心することを決意して会社を辞し、新たな一歩を踏み出す。現在、人々が分け隔てなく、自由に想い
を語ったり、アイディアを創出したりすることができる対話の場をデザイン、開催するワークショップ・デザイ
ンと、一人ひとりの方が、いきいき生きることをお手伝いするコーチングを主な活動の柱としている。
コーチからのメッセージ
私は「石橋をたたいて割ってしまう」ような性分でした。ところが、コーチングと出会ったことがきっかけで、
「とりあえずやってみよう！」と考えるように変わり、それ以来、数多くの素晴らしい出会いに恵まれ、人生
が変わりました。「とりあえずやってみよう！」と思えるようになったのは、コーチがつねに自分を信じて側に
いてくれたからです。この体験を活かして、多く人が自分の人生を歩んでいる社会を創っていきたい、と思
っています。
【クライアントの方へのお約束】
・あなたという人を、信じます
・あなたには、あなたの目標を成し遂げる力があることを信じます
・あなたと共に創りだし、あなたと共に目指します
・私の経験であなたのお役にたつと思うものは、すべて提供します（情報、人脈など）
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プロフェッショナルコーチ

久保田守
ＮＬＰ研究所認定 ＮＬＰプラクティショナー
ＮＰＯファミリーカウンセリングサービス認定 家族関係心理士
ヴォイス認定 ソース・ベーシック・トレーナー
パーソナル・コーチ
ビジネス・コーチ
昭和 41 年神奈川県鎌倉市生まれ、学生時代は吹奏楽部に所属し、
部活漬けの学生生活を送る。語学専門学校へ進学、卒業後大手旅
行代理店に就職し接客・営業・手配・添乗を一通り経験、その後会
計士専門学校へ転職、講座企画・運営に従事しつつ、常時 100 名近
いアルバイトの採用からトレーニングを担当。この時、人材教育の面
白さに目覚め、トレーナー・講師の道を模索し始める。ノンバンクの
総務人事職を得、新卒の採用活動で各地を飛び回り、研修を担当
する。経営企画室へ移動後、情報系システム全般のプロジェクトリーダーを任されるも、自分の方向性との
ギャップにより退職を決意。メーカーの経理職に就き、昼間はサラリーマンの傍ら、カウンセリング、コーチ
ング、コミュニケーション、マネジメント、マーケティングと多数分野を猛勉強し資格を取得。平成 14 年から
アフター６と土日等にカウンセラー・コーチ、セミナー講師等の活動を始め、平成 20 年 11 月ＫＩＰ合同会社を
設立。代表社員に就任。
カウンセラーとしてのキャリアは６年、コーチとしては５年 トレーナー・セミナー・研修講師としては４年目を
迎える。
ＮＰＯライフカウンセリングサービス(現ファミリーカウンセリングサービス)カウンセラー養成講座、日本選択
理論心理学会 基礎集中･基礎プラクティカム、コーチ・エイコーチング講座基礎･応用、日本コーチ連盟コ
ーチングプログラム基礎･応用･心理専修初級･中級、岸事務所コーチングＡ･Ｂ、ＮＬＰプラクティショナー認
定 α･β コース、ＮＬＰプラクティショナー、マネー・クリニック、セルフプロデュースセミナー、バイロン・ケイ
ティワーク、ソース・ベーシック・アドバンス･ベーシックトレーナー、等の受講を経て、独自に手法に辿り着く。
不登校児童を持つ親のカウンセリング、ＡＣ（アダルト・チャイルド）の自己回復・自立支援カウンセリングに
始まり、コーチング習得後は、パーソナルコーチング・ビジネスコーチングを始め、様々な手法を取り入れ
つつ、現在に至る。
「子どもに胸を張って自分の背中を 向けられる大人」を育成する。 を理念に、
大人が自分の夢を実現する
大人が満足して生きている
未来の子どものために、今を、自分を生きる大人をセミナーやコーチングを通して、サポートしている。
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コーチ

大川郁子
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
日本スクールコーチ協会関西支部副支部長
ヘルスコーチ・ジャパン会員
日本食育協会食育指導士
小学校教諭として１６年間勤務。児童・保護者・職員室内のコミュニ
ケーションが教育目標達成度に大きく影響すると感じ、心理学・コミ
ュニケーション等を学び、２００２年コーチングに出会う。
妊娠・出産を機に「食」と「健康」の重要性を体感し、食育活動も行う。
公立小学校のＰＴＡ会長を務め、「学校」や「教育」を教員・保護者・
地域住民の視点からみる体験をする。
現在は、パーソナルコーチング、企業・教職員・ＰＴＡや各種団体向
け研修、カルチャーサロン講師等の活動を行っている。
コーチからのメッセージ
コーチをつけ始めて、私自身がやっとほんとうの自分に向き合えるようになりました。その結果、心から楽し
みつつ、自分の能力を活かせる充実した毎日を送っています。
今は、私がコーチをさせていただく立場となり、クライアントの方々が、「見える景色がちがう！」「すごく楽に
なっているのに、結果が出ました！」と言ってくださることが大きな喜びです。
自己基盤を整えることが成幸へのカギです。
あなたを誠意をもってサポートいたします。

135

心のつながりコーチ

土方良子
プロフェッショナル認定コーチ（ＰＣＣ）
生涯学習開発財団プロフェッショナル認定
２００４年よりコーチとして活動開始
２００６年よりコーチングネットワーク静岡代表
２００７年よりコーチ・エィクラスコーチ
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いまの幸せ、これからの幸せを応援するパーソナルコーチ
いまできる一番良いことをやればそれで大丈夫！

松野かおる
（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
国家資格キャリアコンサルタント
GCDF-Japan キャリアカウンセラー
上智大学 法学部 国際関係法学科卒。在学中、フィリピン、米
国に交換留学。
大学卒業後は三和銀行（現：三菱 UFJ 銀行）に就職。総合職２
期生。
20 代で結婚・出産。30 代は仕事・子育て・家事を両立する超多
忙のバリキャリ銀行員。
30 代後半にコーチングと出会い、自分自身、これからのことを
改めて考える。
40 代初めに 19 年勤めた銀行を退職。パーソナルコーチへ。以来、家族との時間を中心に、学び 楽しむこ
とが生活の中心。
2 回の駐在帯同生活（イギリス、サウジアラビア）を終えて、2018 年 9 月 帰国。
2020 年より本の執筆開始。
新しい世界、学ぶこと、日々の生活を楽しむこと、家族が大好き。
子どものころ、学生時代、バリキャリ＆子育て期、海外での暮らし。
コーチング、チネイザン、アロマ、オイルマッサージ、演技、着付け、西洋美術、紅茶の世界、日本語教育、
アラビア語、キャリアカウンセリング、本を書くことなどの学び。
これまでの経験、出会った世界、そこで出会った方達からの学び全てが今の自分を作っていることに感
謝。
超ポジティブ・楽天思考。
コーチからのメッセージ
人生の各ステージでは都度選択の機会が訪れます。女性には特に多く。。。
働く、働かない。結婚する、しない。子供を産む、産まない。子育て中の仕事をどうするか、子育て後はどう
しよう。。介護とどう向き合う？などなど。
男性にもいろんな選択の機会はあるけれど、女性はその選択の幅が広い分、迷い、考えて悩むもの。
そんな女性が自分らしく幸せを実感して生きていくには、自分が本当は何を望んでいるかに気づくことがと
ても大切。自分の本当の気持ちに気づけば、何を選択をすべきなのか、何を優先すべきなのか、はっきり
してきます。
そして、もう一つ大切なのは、日々、自分で納得して取捨選択することを身につけること。時間は有限です。
体力も。。欲張りすぎで、その結果パフォーマンスが下がっていませんか？
より多くの女性が、もっと自分らしく、もっと自由に働くこと、生きること。。女性がもっと幸せに生きることを
応援しています。
一度立ち止まって、今のこと、これからのことを考えてみませんか？
一人で頑張りすぎずに、無理せず。今できる一番良いことがやればそれで十分。
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Coaching Office【SOUL 裕真】代表

粟谷裕子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
1963 年生まれ 愛知県在住
高校卒業後、大手鉄鋼会社に就職。７年目に化粧品販売代理店と
して独立し、傘下代理店を 120 超えに拡大。
諸事情からパチンコ店へ転職し、アルバイト⇒社員⇒昇進を重ね⇒
店長職に就く。
転勤辞令に対応できず退職。
派遣社員として大手ガラスメーカーに就職。
今までの経験を活かしたライフワークとしてコーチングと出逢い、私
のミッションを受取る。
ビジョンを明確にすることで、生きがいやりがいを感じながら、好きな
事を仕事にする。
※ここには書ききれない豊富な経験は、サイトをご覧下さい。
コーチからのメッセージ
こんにちは！Coaching Office【SOUL 裕真】代表の粟谷裕子(あわたにゆうこ)です。
私はコーチングと出会って以来、人生が変わりました。
今までの人生の事件は、全て未来につながるピースでした。
人生は人それぞれで同じものは二つとありません。
過去の自分を肯定することで、未来がはっきり見えてきます。
私は、自分のいろんな経験から確信しつづけています。
あなたにはあなただけのストーリーが必ずあります！
そのストーリーを創り上げ、主演するのはあなたです。
私は、あなたがあなたらしく演じるために、いろんな役割を果たすだけです。
私は・・・
いつも一所懸命！
メンズライクな性格・包容力・ハスキーボイスで、いつでも安心感を感じて、思わず行動していただけます。
どんな人でも、いろんなスイッチを見つけることができ、個別対応できます。
毎日成長しています。
コツコツ一所懸命な人を応援したい！
介護職の人を感謝を込めて応援したい！
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コーチング・フローラ 代表

松原和代
生涯学習開発財団 認定コーチ
フラワーデザイン 講師
１９７０年生まれ。三重県伊勢市出身。
１１年間、税理士事務所に勤務。
多くの中小企業の、経理、税務、労務に携わる。
結婚を機に退社。
自らの病気、家族の病気の体験、
不妊治療の経験を経て、現在１児の母。
２００５年、コーチングと出会い学び始める。
社会人として、また１人の女性として、
心に寄り添い、サポートするコーチ。
現在はパーソナルコーチング、
子育てのサポートコーチング、
コーチングスキルセミナーを中心に活動中。
コーチからのメッセージ
常に自分と向き合い、人と向き合い、
受け止めるあまりに落ち込み、苦しんだ事もあります。
「死ぬかもしれない」と感じた体験と、その後に授かった命が、
そんな私の、強みを引き出してくれました。
｢あなたにも私にも、自分自身で乗り越える力がある。」
その力を信じ、お互いに交わす事で、
気づきが起こり、進むべき方向が見えてきます。
あなたはあなたのままで良い。
あなたらしく生きる事。
それを自分に許しましょう。
そこまで来たら、行動開始。
どんどん前進出来ます。
すでに前進中の方も、あなたの鏡になって
より進みやすいよう、お手伝いします。
難しく考えず、気軽に本音を感じ、言える事。
それが一番の近道です。
あなたを信頼し、持っている力を引き出します。
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クリエイティビティコーチ／ライフコーチ

臼井良太
（一財)生涯学習開発財団認定コーチ
ハーマンモデル認定ファシリテーター
東京都内の大学卒業後、大手ソフトウェアベンダーに入社。クライア
ントサーバシステムを中心としたソリューション営業を担当する。そ
の後、経営コンサルティング会社でのコンサルタントおよび人材開発
関連業務を経て外資系の大手ソフトウェアベンダーで、ERP を中心
とする基幹業務アプリケーションを始めとする各種アプリケーション
の日本語化業務に従事。20 代～30 代半ばまでを、様々な職種、環
境における業務を通じてキャリアの幅を広げる期間して過ごす。
30 代の初めにコーチングに出会い、これをライフワークとすることを
決意。2006 年にはプロフェッショナルコーチとし独立起業し、個人に
向けてはライフコーチング、法人に向けたはビジネスコーチング、研修等の事業を開始する。以来、外資系
人事コンサルティング会社で企業の人材開発の仕事にも従事しながら、さまざまな形態でコーチングのサ
ービスを提供している。
2009 年春、個人クライアント向けのコーチングをクリエイティビティコーチングと新たに定義し、クリエイティ
ビティ（創造性）をキーワードに、あらゆる人の目標達成とそのための行動をサポートする活動をこれまで
以上に本格的に展開。
コーチからのメッセージ
クリエイティビティコーチングで、創造的に生きるすべての人の目標達成とそのための行動をサポートしま
す！
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コーチ

鯨岡栄一郎
（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
株式会社メディケアソリューション 代表取締役
福祉医療コーチング研究会主宰
１９７１年７月生まれ O 型
群馬大学医療技術短期大学（現群馬大学医学部保健学科）卒業後、
地元福島県いわき市内の介護老人保健施設に入職。地域リハビリ
分野を専門とする。
2007 年から本格的にコーチングの学習を開始。
理学療法士としてリハビリテーション、管理業務に従事するかたわら、
プロコーチとしての活動を個人事業で展開する。
2010 年から約 4 年間、所属老健施設にて施設長を務め、職員 100
名超の組織をコーチング理論を元にマネジメントし、実績をあげる。
2011 年 3 月の東日本大震災の時は、施設まるごと千葉県鴨川市に避難するプロジェクトの指揮を取り、そ
の取り組みは AERA 誌にも 2 度、掲載された。
2014 年 8 月に株式会社メディケアソリューションを設立。病院・施設のコンサルティングや事業所の経営者
や管理職を対象にパーソナルコーチングを提供する。数々のリハビリ専門職をブレイクに導き、「療法士界
No.1 コーチ」との呼び声も高い。
現在も訪問リハビリに携わり現場実践を続けながら、研修会・セミナーでの講演活動、ブログや専門誌等
での執筆、メルマガ・動画配信など精力的に行っている。
保有資格
（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ，日本コーチ協会認定メディカルコーチ，理学療法
士，介護老人保健施設リスクマネジャー，介護支援専門員など多数
著作物・論文等
・作業療法ジャーナル（2011 年 1～6 月号） 「OT のための教養講座：コーチング」
・ウェブサイト「療法士.com」（2011 年 7 月～2012 年 3 月） 「新世代療法士の必須スキル ～超実践コミュ
ニケーションあるある講座～」
・月刊誌 WAM（2011 年 4 月号～2013 年 3 月号） 「施設経営者のためのコーチング」
・デイの経営と運営（2012 年 5 月～2013 年 3 月） 「管理職・リーダーのための指導力を高めるコーチングメ
ソッド」
・セミナー収録 DVD 「その他大勢の療法士と一気に差をつける『成功コミュニケーション術』」（療法
士.com）
・書籍 「医療・福祉の現場で使える『コミュニケーション術』実践講座」（運動と医学の出版社）
・DVD 「鯨岡栄一郎による『超』リーダーシップ・コーチングセミナー」
・月刊誌 WAM（2013 年 4 月号～2015 年 3 月号） 「職場のコミュニケーション力」
・理学療法ジャーナル（2014 年 4 月号） 「理学療法における患者の動機づけを向上させる技術」
・ウェブサイト 「治療家のお仕事 Magazine」連載（2014 年 12 月～）

141

コーチ

岩本 啓
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
中学・高校教員免許（数学）
高校教員免許（情報）
第二種情報処理技術者（現基本情報技術者の 2 つ前の名称で
す）
1965 年静岡県に生まれる。その後神奈川県川崎市、東京都荒
川区、立川市と移り住み、現在は東京都昭島市在住。
大学 1 年の時から高校進学の塾講師として国語・数学を教え
る。
早稲田大学理工学部電気工学科卒業。
数学の教員を目指し、大学卒業後、東京学芸大学の研究生と
して 1 年間勉強して、学芸大大学院修士課程に入学。
修士課程 2 年のところを 3 年かけて修了。
さらに学芸大、東京理科大学の聴講生となって、教員免許申請に必要な単位を取得。
大学卒業後、実に 6 年かかって念願の教員免許を手にし、私立高校の数学科教員として勤務。
とある事情から、さほど詳しくなかったコンピュータ関係の業務に携わることになり、情報処理関係の勉強
を開始。
プログラミング、データベース、ネットワーク、セキュリティなどの勉強を続けていたが、自分が本来やりた
かった教育に関する勉強が疎かになってしまっていることを痛感。
生徒の自発的な行動を促す方法を模索していく中で、コーチングと運命的な出合いを果たす。
2007 年 12 月からコーチトゥエンティワンの CTP（コーチ・トレーニング・プログラム）の受講を開始。
2008 年 6 月度の認定試験で合格し、（一財）生涯学習開発財団認定コーチの資格を取得。
現在は（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ取得に向けて修行中。
共育コーチング研究会会員。
コーチからのメッセージ
人は誰でも「なりたい自分」になることができます。
なりたい自分を見つけようとし、それを実現するために自分と向き合っていくことで、人は変わっていきま
す。
そして、あなたが変わることで、あなたの周りにいる人（妻、夫、子ども、部下、上司、友人 etc）も、あなた
を取り巻く環境も変わっていくことでしょう。
私はコーチとして、そんなあなたをサポートしたいと考えています。
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コーチ

馬場真一
１９７０年１２月２３日生まれ
長崎県諫早市出身
・家族構成：妻と３人娘の５人家族
・趣味 ：芋の茎の皮むき、珈琲を淹れること、散策、
・座右の銘：至誠一貫、燃える闘魂
1990～2008 年 大学在学中にメンタルマネジメントを取り扱う会
社の創業スタッフとして参画。
学生の就職支援をはじめ、メンタルトレーナー育成
を軸に活動。
2009～2011 年 ミスユニバースジャパン メンタルトレーニング
部門特別講師
民間企業、地方公共団体等を中心に研修・講演など多数。
2012 年～
生活拠点を山口県萩市に移し、心の在り方に沿った生き方を実践中。
本質と向き合う「実現力養成講座」を軸に全国で活動している。
※個人セッションを 29 年間継続し、15,000 人以上を担当、
クライアントと向き合った時間は 47,000 時間以上
コーチからのメッセージ
関わる人々が自らの本質（ど真ん中）に立ち返り、心の在り方に沿った人生の行動基準を整え、自分の選
択で力強く、かつクリエイティブに充実させていくためのメンタルサポートを提供いたします。
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Core Infinity [コア・インフィニティ] 代表

若狭喜弘
・教員免許（高校理科・中学校理科）
・米国 NLP 協会認定 NLP マスタープラクティショナー
金沢大学理学研究科物理学専攻修了（1991 年）
生物環境コンサルタント会社勤務（2006 年まで）
2006 年にコーチとして活動をはじめる。
2017 年にロボット・プログラミング教室をはじめる。
社名「Core Infinity」は、クライアントの皆さんに自分自身の『核心
（Core、コア）』をつかんで、『無限大（Infinity）』まで力を発揮してほし
いと願って名付けました。
コーチからのメッセージ
コーチングの目的は、クライアントが自分の人生を生きて幸せになることです。そのために、「話したいこ
とを話せるコーチ」を見つけてください。
コーチングは目標達成のためにあるといいます。間違っていませんが、目標が定まればクライアントは自
ら走りだします。コーチングは、レーシングカーの F1 のピットのように、クライアントの状態を整える場になり
ます。
「コーチング的かかわり」は、そのずっと手前でクライアントの思いつきを聴く時からはじまります。話すた
びに言うことが違うときでもです。話したいことを警戒せずに話せる場があると、クライアントが自分を信頼
できるようになり、本当にやりたいことに気づけるようになります。クライアントにとって繊細な時期ですので、
目標達成のためのコーチングよりもコーチにはコーチング力がはるかに必要です。
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Willassist(ウィルアシスト)/キャリアコーチ

高田寛美
・ 一般社団法人日本支援対話学会認定コーチングスペシャリスト
・マイケル・ボルダック・インターナショナル認定コーチ
・米国 CCE, Inc. 認定 GCDF-Japan キャリアカウンセラー（国家資
格）
・NLP(神経言語プログラミング)マスタープラクティショナー
・アメリカ催眠療法協会認定・マスターヒプノセラピスト
・Points of You®認定トレーナー（国際資格）/コーチングカードゲー
ム
・Talent Focus®プラクティショナー
・霊気ティーチャー
・上記以外のコーチングスキル、カウンセリングを学ぶ
コーチからのメッセージ
自分の未来は自分で決める！
どんな時も明るく元気に物事を考え、行動し、生きていけるように応援します。
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心を軽くする ライフコーチング

渡辺安昭
コーチ☆ライフパートナー 代表
一般財団法人生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
メンタル心理カウンセラー
メンタルキャリアカウンセラー
不登校訪問支援カウンセラー
・1968 年 千葉県生まれ
・私立中学校の職員として７年間勤務
・塾マネージャーを経て経営者となる
・茨城県在住
私立中学校の職員として７年間勤務しました。しかし、結婚して翌月
に体調を崩し退職。過労による疲れや不眠症から、鬱や自律神経
失調症を併発し、それから社会復帰への一歩を踏み出すまでに約４年間かかりました。
社会復帰をするまでの期間は、経済的にも精神的にも困窮していました。しかし、大切な気づきの日々でも
ありました。体や感情をコントロールできない苦しさと、その原因を模索し、「心の構造に関しての認識」「育
ちに関しての認識」を得ました。知識を活用し、実践しながら、自分の心と体を観察しつつ回復を促すこと
ができました。もちろん、妻に大きく支えられたからこそできたことだと思います。
４年の療養を終え、社会復帰の一歩として経営難の塾のスタッフとなりました。 最初はトイレ掃除から始
め、ひたすら教室内や駐車場の清掃をさせていただきました。翌年にシステム制作のマネージャーとなり、
２年後に経営者となりました。経営者として、システム制作、人材育成、環境整備など、ビジネスの変革を
実施、体験しました。
その間、「掃除力」を実感しました。ゴミ袋１つ出すと、１つ問題が解決するなど、掃除の不思議な力も体験
しました。それで、駐車場、事務室、教室を休日返上で綺麗にしました。（現在その経験から掃除コーチン
グもしております。）
経営していたのは小さな塾でしたが、クチコミで広がり、講師の数も生徒数も増やし、経営を軌道にのせる
ことができました。
その頃、「人生改造宣言 （タレン・ミダナー著 税務経理協会出版）」というコーチングの本に出会いまし
た。本の内容を１つ１つ実践することで、更に経営や生活が上向きになり、人生が確実に自分らしくなって
きたことを体験しました。そして、自分自身の「本音」により向き合うことができました。
本当の自分が興味を持ち情熱を持っていることは、
「人が本当の自分自身で生き、やりたいことをするためにサポートする事」
であることに気がつきました。
それからコーチングをより熱心に勉強し、自らコーチングセッションを受けました。私のコーチは、私が前進
するために、過去を清算するきっかけを作ってくれ、目標を細分化して楽に行動ができるように援助をして
くれました。又、心の整理をするために、ひたすら話を聴いてくれました。心が解放され、誰かにコーチング
されることの素晴らしさを知り、自らもコーチになりたいと思いました。塾経営の傍らコーチの資格を習得し、
コーチ☆ライフパートナー として活動を始めました。
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コーチング・アカデミーＦＣＬ 代表

北川秀子
(一財)生涯学習開発財団認定コーチ
日本コーチ協会正会員
日本コーチ協会東海チャプター会員
ドリームマップ認定講師
コーチングゲーム公式 POY 認定トレーナー
自ら経営する医療機器の会社で、経営者としての自分の姿勢に
疑問を抱き、コーチングに興味を持ち、コーチ 21 にて、コーチ・ト
レーニング・プログラムを学ぶ。
2006 年、認定コーチの資格を取得する。
2004 年秋よりＣＴＰを学びながら、延べ 150 人以上をコーチング
する。
クライアントは、法人経営者、法人取締役、個人経営者、医師、看護師、銀行マネージャー、銀行支店長、
製薬会社マネージャー、大学教授、コーチ、営業マン、新聞記者、研究所チームリーダー、技術開発室室
長、技術系マネージャー、美容師、主婦、大学生など多数。コーチングのテーマも多岐にわたる。
2007 年、2008 年、厚労省(財)日本健康開発財団の「中高齢者のメタボリックシンドローム対策の為のコー
チングスキルの開発と普及に関する研究」の研究員、コーチング指導者として関わる。
2008 年 11 月、同研究会の委員として国から米スタンフォード大学医学部予防研究センターへ視察に行く。
2009 年 1～3 月、視察を基に、長野県、北海道で厚労省のモデル事業として、グループコーチングを行い、
結果を出す。(新聞にも取り上げられる。)
医療現場でのコーチングの重要性を浸透させるべく、普及活動に力を注ぐ。
2008 年、名古屋経済大学にて外部講師として講義(キャリアの基礎・キャリアデザイン)を行う。
2009 年、保健所の管理栄養士対象のセミナーで、コーチングスキルを使った講義を行う。
2010 年、保健所の保健師対象のセミナーで、セミナー講師として講義を行う。
2010 年、三菱東京ＵＦＪ銀行の管理職者対象のセミナーで、コーチングコミュニケーションのセミナー講師
をする。
2008 年より、経営者、マネージャー対象のマネジメントセミナーを企画運営する。
企業でのセミナーも意欲的に行う。
医療機器会社の代表取締役として会社経営する。
また開業医の妻として、経理、人事の管理などもこなす。
コーチからのメッセージ
私は、どんな人にでも、限りなく多くの人達に、楽しく、元気で、前向きな人生を過ごして欲しいと思っていま
す。
幸せを感じて、明るい毎日を過ごしてほしい。
笑顔で一日を迎え、笑顔で一日が終われるように過ごしてほしい。
その為には、何が必要なのか？
貴方の目標が何であるかを明確にしながら、より高い、より遠い目標に、より速く達成できるようにします。
自分自身を良く知り、新たな気付きを発見し、自発的な行動を起こせる。
自分も周りの人も認め、受け入れながら、自分らしく生きる。
良い関係性を築く。
コーチングコミュニケーションを交わしながら一緒に前に向かって進んでいきましょう。
私はいつもこんな気持ちで、自分も学びながら、成長しつつ、楽しくコーチングしています。
人との関わりを大切にし、いっぱいの幸せを配り続けたいです。
歩いている状態が、コーチング・セッションをした後にはスキップしている状態になれる。
そんなコーチングが強みの北川です。是非体験してみてください。
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コーチ・産業カウンセラー・WEB クリエイター／OILSHOP デザインワ
ークス 代表

油屋良恵
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
日本コーチ協会正会員
（社）日本産業カウンセラー協会 産業カウンセラー
（大阪商工会議所）メンタルヘルス・マネジメント検定 ２種・３種
日本メンタルヘルス協会 基礎認定 心理カウンセラー
初級システムアドミニストレータ
1978 年、福井県生まれ。
国立大学卒業後、IT 企業に就職、SE としてシステムの構築に携わ
る。
その後 Web 分野へ転換、IT ベンチャー社内 Web デザイナーを経て、
2005 年より個人事業「OILSHOP デザインワークス」をスタート。
見やすい HP 作りを信条に、中・小規模サイト構築の一通りを請け負
い、ポッドキャスティング（音声番組）の番組制作も請け負う。
2009 年より、コーチング・カウンセリングサービスを開始。
温かくやわらかい雰囲気で、クライアント様と信頼関係を築く事を重視。
働く人々が、ちょっと疲れた時・自分を見つめ直したい時に心のエネルギーをチャージして頂くセッションを
提供している。
コーチからのメッセージ
みなさんこんにちは。油屋 良恵（あぶらや よしえ）と申します。
クライアント様が
『 人生を豊かに生きる 』
『 日々楽しく生活・成長する 』ためのサポートを、会話を通してお手伝いさせて頂きます。
・ 油屋のコーチング特徴
カウンセリングのアプローチを取り入れたコーチングです。
「傾聴」とクライアント様自身の「気づき」を重視しています。
クライアント様が「どのような状態を望むのか」、ご自分と向き合う時間をしっかり持って頂けるコーチング・
セッションが得意です。
「とにかくモチベーションを上げる」というスタイルは取りません。
人は良い状態の時もあれば、調子が出ない状態の時もあります。
調子が悪い時・ストレスが多くかかっている時は、あなたの「気持を軽くする」お手伝いをさせて下さい。
・ コーチングを「見える化」します
『 マインドマップを用いたコーチングで、
あなたの悩み、“整理”します。 』
思考や出来事の情報整理が得意です。
マインドマップでセッションの記録を取り、シェアさせて頂きます。
これにより、コーチングを「見える化」します。
（ご希望の方に PDF でお渡しします。1 回につき・A4 用紙 1 枚）
・ 成長し続けるコーチです
新入社員（システムエンジニア）時代に、うつ病になりました。
当時と、その後の経験から、『 働く人のうつ病を減らしたい 』というビジョンを持っています。
今、自分の夢・ビジョンに向けて、６年計画を立てて実行しています。
「ロードマップ」等をパワーポイントで作成し、周囲の方々からフィードバックを頂いています。

148

コーチ

白橋潤治
文部科学省認可 生涯学習開発財団認定コーチ
マイケル・ボルダック認定コーチ
特定非営利法人 日本コーチ協会正会員
沖縄県産業振興公社 登録専門家
1976 年 6 月 9 日 静岡生まれ
沖縄大学 法経部卒業後に沖縄県内の IT 会社に就職
IT 会社では新人教育担当や電話オペレーション業務におけるトレー
ナーとして活躍。
業務の中でコーチングを取り入れた手法で教育精度を高めさらにコ
ーチングの魅力を感じ、業務とコーチングの勉強を並行して 3 年間
取り組んだ後、2009 年に独立
「感情マネジメント」「3 万人以上人との対話」「世界でもトップクラスのスキル」
それが私の強みです。
自身が「落ち込みやすい、ネガティブ、短気、仕事ができない」という悩みの過程の中でコーチングと出会
い全て変化させてきた事から「どんな人にでも可能性があり、想像以上の成果が出せる」という確信を持っ
ています。
またその克服してきた過程をまとめて感情マネジメントというスキルを独自に作り上げてきました。
また前職がコールセンター業務で人と話す事を仕事にしてきました。
単純計算でも 3 万人以上の方と会話をしてきました。
コーチとしての重要な人と話をして問題を解決するスキルを学んできました。
さらに、同社にて次世代のオペレーターを作るための教育業務にもたずさわり教育トレーナーとして人の可
能性を引き出すベースを作ってきました。
今現在は通常のコーチングに NLP や世界でもトップクラスのコーチであるマイケル・ボルダックのコーチン
グスキルさらに、自身が体験を通して築き上げた感情マネジメントプログラムを使ってやる気や、自信を高
めコーチングの成功率を高めるプログラムを作り出しています。
コーチからのメッセージ
「無理だ!! できない!! 自信がない!! やる気がない!!」
「たくさん本も読んだ、セミナーにも出た、でも成果がでない」
もしあなたが昔の私と同じ悩みを抱えているなら私はあなたの最大の理解者であり、サポーターでもありま
す。
私も過去にはその悩みを持っていて、これは一生治らない性格だと半ばあきらめている感もありました。
時間とお金とエネルギーだけが無駄に過ぎていく、そんな毎日を過ごして日々不安でした。
しかし、コーチングを学び実践していく過程で、これらの事は容易に変えることが可能だと確信しています。
どんな人にも、どんな状況でも全ての人に最高の未来を手に入れる可能性があり、「幸せになる義務」が
あると私は思っています。
コーチングを受ける前はその可能性を全く感じられなかった私が今そう思えるのもコーチングに巡りあえた
おかげだと思います。
あなたにも是非その体験をしてほしいと思いますしその為なら私の持てるもの全て使い全力であなたのサ
ポートをすることをお約束します。
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コーチ

服部兼一
認定キャリア・コンサルタント
プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー
１９６３年生まれ 滋賀在住
１９８４年 国立高専卒業後、製薬会社に就職し MR として営業活動
に従事 新規開拓、既存顧客営業、 品質管理課にて新製品開発
提案・検討、再度営業部にて人材教育・育成に従事
２０００年 人の支援活動に興味を持ち転職支援、キャリア支援を希
望し、大手人材派遣会社に転職。
大手派遣会社では、人材の提案営業、業務管理、支店運営、支店
長育成等組織運営に従事 さらに、新事業部の人事・採用・運営を
行い１０００名を超える面接と適材適所企業へのマッチング、キャリ
アコンサルティングに従事
また、１９９４年から１５年に亘って地域活動を行い、中小企業の経営者からの販売・集客・人事相談、従業
員のキャリアアップに貢献してまいりました。その数約５００社
２００９年、認定エグゼクティブコーチ、認定キャリアコンサルタント、プロフェショナルキャリアカウンセリング
資格を取得し独立
現在は、ジョイフルハートの代表として、滋賀を拠点に関西、東海地方の経営者様へのエグゼクティブコー
チング、経営コンサルティング、従業員様へのキャリアアップカウンセリングに従事
コーチからのメッセージ
私たちは、これまでに「自分を変えたい」、「自分の望みを叶えよう」と思って考え方を変えてみたり、習慣を
変えてみたり、いろんな努力をした経験を持っています。
また、何かを犠牲にして努力してきました。「今日これしなきゃ、明日あれしなきゃ」と時間に追われながら
家族と生活し、生活の糧を得るために仕事をしています。経営者の方の大半は心の余裕を忘れさり経営を
されております。経営者の方と経営者の家族が幸せでなければ、従業員とその家族を幸せにはできませ
ん。
経営者の方の心の成長こそが、経営を安定させ、発展につなげられる原点です。
今までの私の経験と実績をもとに、経営者様の心と経営サポートを致します。
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コーチ

飯村 亮
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
CTP17 メーリングリスト 第 4 代代表幹事
1971 年 4 月 14 日生まれ
学習院大学数学科卒
・強み活用コーチのコーチングセッション
夢はあるけど、なかなか実現できない方、
いつもやろうとは思うのだけど、思い悩んでしまってなかなか実現でき
ない方、
しかし、何くそ、いつかやり遂げてやる！と思っている方。
是非私に 3 カ月の時間をください。
コーチングを通じて、あなたの目標を達成するためのサポートをいたします。
私は 45 人の強みハイライトインタビューを行いました。
10 人インタビューをしたとき、人って自分の強みを思ったほど理解していないんだと知りました。
20 人インタビューしたとき、人のコンプレックスやトラウマって強みが原因になっていることが多いんだと知
りました。
強みとは、あなたにとっての鋭いセンスです。
それは他の人にはまねできないあなただけの特別なセンスです。
しかし、あなたにとってはあまりにもあたり前の行動ため、自らの強みを把握していないと、
「そんな事できて当たり前でしょ？」
という気持ちになってしまいます。
更に、その鋭すぎるセンスのためにほんの些細な失敗でも
「はぁ、こんな事で失敗する私はダメな人間だ・・・」
とコンプレックスにつながってしまうことも多々あります。
自分のもっとも嫌いだった部分が実は他の人がまねのできない強みだと実感できたとき、人は大きな自信
を持ちます。
そして自分の失敗の原因を強みから説明できるようになったとき、人は自分の失敗パターンに気づけるよ
うになります。
自分の強みを知れば知るほど、その強みの有効活用の仕方がわかるようになります。
飯村のコーチングでは、
45 人の強みハイライトをインタビューした実績からあなたの強みを客観的にフィードバックします。
そしてその強みを使いこなすようにあなたと一緒に考えます。
この方法で、何人もの人が本来の強みを輝かせました。
* 漠然とした夢はあるが、一歩目が踏み出せない
* やりたいことはあるのだけど自信がない
* 目標に向けて走り始めたが、なかなかうまくいかない
という方はぜひ飯村のコーチングをお試しください。
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Dream☆Partner 代表

吉野晶子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
プロイメージ認定 イメージコンサルタント
プロイメージ認定講師
フードアナリスト協会認定フードアナリスト
モデル、国際線 CA,フリーアナウンサーを経験後、夫の転勤に
よりドイツへ渡る。
11 年に及ぶドイツ生活にて「コーチング」に出会う。
日本への帰国後、コーチとしての活動を始める。
コーチからのメッセージ
人は居ながらにして何らかの情報を周囲に発信しています。
人はそれを印象、オーラ、…などとして受け取っています。
「あなた」という情報がどのように周囲に伝わっているかを考えたことがありますか。
私はモデル、CA、フリーアナウンサーといった
「人前に立つ」「選ばれる」という仕事を通じて学んだことや、
「海外における日本人」というものを客観視した経験から、
「どんなに素敵な内容を秘めていても、それが伝わっていなければ意味が無い」と感じ、
「内面の魅力」＋「表現としての外見力」＝発信力を磨くお手伝いをしています。
主な顧客は、海外在住者、フードビジネス関係者、経営者、マスコミ関係者など。
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開運コーチ／レイキヒーリング

相樂美和
一般財団法人生涯認定コーチ
宝地図で有名な望月俊孝氏のヴォルテックスで、レイキをマスター
日本コーチ協会 正規会員
目に見えない旅行の感動に惹かれ大手旅行会社に入社。
類を見ない大幅売上に貢献し、社長賞授与。その後の転職先企業
でも、会社に貢献し、社長賞授与する。その後、外資系企業などで
営業事務・財務経理・経営戦力等 1４年間に渡る職業経験を得る中
で、マネージメントやコミニケーションについて深く考えるようになりま
した。そこで、知ったのが、コーチング。これをきっかけに、ＣＴＰを受
講、現在も学び中。
その後、人と人を繋げたいと人材派遣・紹介会社でアビリティーデザ
イナー（相手の可能性を引き出す）として、アドバイスやキャリアカウ
ンセリング、企業へのマッチングに携わる。その数、延べ１０００人を
超す。
相手の話を聴くことで、答えはクライアント様が持っていると実感。改めて承認にすることの大切さや、質問
することの意図などコーチングが大変役に立ちました。
また、宝地図の望月俊孝氏のところで、レイキを学び、ヒーリングの素晴らしさに触れる。
心と身体はつながっていることを知り、ＥＱ，潜在意識や心理学・交流分析・NLP・脳、成功哲学について学
び、現在にコーチングに取り入れております。
コーチからのメッセージ
はじめまして！相手と楽しむ美しい和こと相楽美和（さがらみわ）と申します。
数あるコーチの中から、こちらのページをご覧頂きましてありがとうございます。
あなたの人生充実していますか？
自分の人生ってどうなんだろう？って、思ったことがあります。
コーチングを学んで、ライフバランスを見直した時です。自分の価値観や、自分軸の大切さを感じました。
そして、その価値観などは自分の過去の記憶の中で作り上げたものだとわかりました。あなたは、今まで
過去に創り上げた考えに捉われて、本来の自分自身に気づいていないかもしれません。
そこを認識して、不要な解釈を手放すこともできます。私たちは、見たいように見て、聴きたいように聴いて
います。 あるがままのあなたから、あなたの在りたい姿を引き出し、その実現に向けてサポートします。
視点を変えると考えが変わる、行動が変わる！
この時代、人間関係や仕事などいろいろとあり、心労もあるかと思います。
私自身も、体調を崩したり、コミニケーションでも色々悩み学びました。
心と身体はつながっています。コーチングを通して、やはり自分自身が答えを持っている。
コーチングを通して、自分を知ることは、今までどこかで避けてきた自分を知ることでもあり、また気づかな
かった自分を知ることにもなりました。一生懸命がんばってきて、うまくいかなかったことが、明確になり、お
かげで、あるまままの自分に OK をだせるようになり、まわりの人間関係や、自分自身とのコミニケーション
がうまくいくようになりました。
本来あなたは、輝く存在です。あるがままのあなたの原石輝かせます。
クライアントさんの心に寄り添い、あなたの心を開き、在り方を、可能性を引き出します。
心と身体はつながっているので、レイキもうまく活用していただければと思います。
コーチを、ある意味活かしてくださいね！
あなたを心の底からサポートしていきます！あなたの行動の一歩！心から応援します。
あなたとお目に（またはお耳に）かかれますこと、楽しみにしております。
一緒に楽しんで進めていきましょう！
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コーチ／モデル／美容ライター

岩瀬 玲
銀座コーチングスクール認定コーチ、秘書検定 2 級 3 級
1993 年～ モデル業スタート。現在も現役モデルとして活動中。また、
ポージング、ウォーキング指導のお仕事もしています。
2006 年～ 美容ライター業スタート。体験取材を中心に雑誌や WEB
で執筆中。
2007 年～ コーチング業スタート。
コーチからのメッセージ
こんにちは。岩瀬玲（いわせあきら）です。あきら、と言う名前ですが
女性です。
私のミッションは
人の役に立つこと・人をきれいにすること
だと思っています。
コーチングを知って私自身が変わりました。毎日の生活や人生が変わるお手伝いをさせて頂けたらと思い
ます。
メンタル面をコーチングで、更にモデルの経験を生かして自分の見せ方もプラスしてコーチングさせていた
だきます！！クライアントさんに教えて頂いたり、元気をもらったりすることも多々あります。お互いにいい
関係性を築きましょう。
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coaching&facilitation Office123 代表 ビジネスコーチ・ファシリテー
ター

谷 益美
早稲田大学 MBA 「人材マネジメント」招聘講師
高松大学「キャリア開発」「キャリアデザイン論」非常勤講師
岡山大学「組織と人材／ビジネスコーチング」非常勤講師
生涯学習開発財団認定 プロフェッショナルコーチ
1974 年 3 月 香川県木田郡三木町に生まれる
1996 年 4 月 香川大学教育学部教員養成課程 国語国文学課程卒
業
1996 年～2001 年 株式会社浜崎にて営業職に従事
2001 年～2002 年 ワーキングホリデービザにて渡豪
2002 年～2004 年 株式会社ワンダーミックス・ムックにて営業職・コ
ーチ業に従事
2002 年 初級システムアドミニストレータ取得
2002 年～2005 年 株式会社コーチ 21 提供 CTP（コーチ・トレーニング・プログラム）受講
2004 年～2005 年 有限会社コーチング・ラボ・ウェスト提供 SSP 受講
2004 年 結婚、岡山に転居
2004 年～2006 年 経済産業省後援 ドリームゲートアドバイザー
2005 年～ コーチング＆ファシリテーションを提供する Office123 設立
2005 年 12 月 生涯学習財団認定プロフェッショナルコーチ資格取得
2007 年 2 月 第 1 子長女出産
2007 年 4 月 香川県高松市に移転
2007 年～2009 年 中小企業基盤整備機構四国支部 地域資源活用プログラムサブマネージャー
2010 年 第 2 子長男出産
大学卒業後、建材商社に入社、営業職に従事。それまで「あそこは無理だ」と思われていた大手工務店を
攻略、在職中に優良顧客としてゲット。その他、メールマガジンの発行等、WEB を使った営業も試行錯誤で
進めました。
入社して 6 年目、渡豪のために会社を退職。ワーキングホリデービザを取得し、単身乗り込みます。英語し
ゃべれない、分からない、友達いない、といった状況の中、パースの語学学校に通い当時 TOIEC765 点を
取る英語力を 3 ヶ月で身につけました。学校や街中､ヤギチーズ農場、ピーマン農場、宿泊先での人との出
会いにいろいろなことを学びました。「自分の時間は有限であること」「行動は成果につながる」を実感した
のもこの時です。
帰国後、ウェブ制作､システム構築を請け負う会社で営業職に従事。日々の営業活動に明け暮れる中､ふ
と目にした「コーチング」の文字にぴんと来て、学習を開始。講座受講スタートから一年で資格を取得し、本
業と平行してコーチ活動を始めました。活動するに従い、コーチングの大きな可能性を感じ、社長を口説き
落として社内に「コーチング部門」を立ち上げ、構築に携わりました。その後､コーチング･ラボ･ウェストの提
供するプロコーチ養成プログラム 「ＳＳＰ」に参加。１期生として、プロコーチのマインド、スキルを身につけ
ました。
2004 年 4 月、結婚を期に岡山へと転居。3 年間の活動の後､2007 年 4 月高松へと移転。子育てと仕事の
両立を実践しながら、香川を拠点に、東京､大阪など日本各所でも社長・営業担当者・起業家・主婦・コンサ
ルタント･教育者へのコーチングや研修を行っています。
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コーチ・医師

佐藤明香
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
NPO 法人ヘルスコーチ・ジャパン認定メンタルコーチ＆運営メンバー
医師
長崎県出身、岡山県在住
長崎大学医学部を卒業し、同大学耳鼻咽喉科学教室に入局。その
後結婚を機に岡山へ転居、岡山大学耳鼻咽喉科学教室へ転局。１
女１男の母として勤務医を続けるなか、子育てをきっかけにコーチン
グに興味を持つ。
医師としての進路に４年間迷っていたが、コーチをつけると８ヶ月で
決断・実行にうつすことができ、コーチングの力を実感。即座に CTP
でコーチングを学び始める。
2007 年大学病院を辞し、ASUKA Coaching Office を立ち上げる。現在は医療者を中心としたパーソナルコ
ーチング、医療者や各種団体向け研修講師として活動を行っている。
コーチからのメッセージ
・医師／患者／家族としての経験が私の強みです。それらを十分に活かしながら、医療界にコーチングを
普及させることが私のミッションです。
・コーチングを知れば知るほど、現場をお持ちの医療者の方に活用していただきたいという思いが強くなり
ました。安心・安全な医療を提供するために、医療者自身が疲弊しないために、コーチを利用して環境を整
えたり、自分の棚卸をしたり、自己基盤を強くすることをおすすめします。
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人生をかけたチャレンジや大きな夢の実現など、「人生の大切なタイ
ミング人生をかけたチャレンジや大きな夢の実現など、「人生の大切
なタイミング」を迎えたあなたの伴走者としてその達成を強力に後押
しします。

林 健太郎
非営利型一般社団法人 国際コーチ連盟日本支部（ICF ジャパン）
代表理事
国際コーチ連盟（ICF）アソシエイト認定コーチ
Team Diagnostic Assessment 認定ファシリテーター
HBDI 認定ファシリテーター
合同会社ナンバーツーの No.1
アメリカ Coach U (CEG) 卒業
「どうしても思考の幅が広がらない！」「自分の可能性の限界に挑戦
したい！」「このまま夢を夢のままで終わらせたくない！」「今までと違う、輝く自分を見てみたい！」
こんな自分のつぶやきに気づいた時こそ、あなたがコーチを雇うべきタイミングです。
このような心の声が聞こえるときは、後から人生を振り返ったときに、「あれが自分にとっては大きなターニ
ングポイントだった」と言えるような人生の帰路に立っているかもしれません。そんな人生や仕事における
重要な意思決定の時にプロのコーチを雇うことはあなたにとって大きな力となります。
新しいことを始めるときには、熟考し、慎重に計画を立てることも必要ですが、成果を上げるためにまず必
要なことは、なるべく早く思考の整理をし、新しいアイデアを速やかに実施し、フィードバックを得るというサ
イクルをスタートさせることです。コーチはこのプロセスをファシリテートするかたちで介在します。
そのプロセスを解説すると以下の５つのフェイズ（ステップ）になります。
１）今の現状を打破し、目的を達成するために「最も重要な課題」の対話による抽出 ２）その課題を解決す
るための方法や選択肢をできるだけ多く「共に」考える３）実際に行動に移すことができるようにプロトタイプ
（試作、アクションプラン）を本人が主体的に作成することを支援する４）進捗を共有し、より良い実施策を共
に検討し、修正を行う ５）１～４までのプロセスを本人自らが認識し、コーチが介在しなくても自力で考えら
れる能力を育む。
上のフェイズ１からフェイズ４のプロセスを反復的に繰り返すことにより、「フェイズ５」の自力で考えられる
能力を鍛えることができます。
個人差はありますが、私の経験ではこの一連のプロセスを経て変化を起こすために 6 ヶ月の期間が必要と
なります。
私はこれまで、企業内の経営層やリーダー、経営者、起業家、強い成長を求める個人のお客様など様々
な方の課題解決と目標達成に携わってきました。また、近年、チーム内のコミュニケーションの改善などを
目的とした最新メソッドであるチームコーチングや、よりスピーディーに課題解決を図るためのサービスデ
ザインシンキングという手法を活用し、クライアントさまの及ぼす影響範囲をより広く捉え、変革をもたらす
ことにも携わっています。
更にコーチングの経験に加え、企業内での組織変革や文化（社内カルチャー）構築、生産性の向上、セー
ルス、お客様対応など様々な切り口から変容をもたらすトレーニングプログラムの開発・実施や、外資系企
業のグローバルプログラムの翻訳・ローカライズなどにも多数関わることにより得た知見からのフィードバッ
クができることも特徴の一つです。
また、コーチングセッションの中では、大切な面談やプレゼンテーションの予行演習としてロールプレイング
を行うことがあります。上に挙げた私の経験や知識はそのような「ロールプレイングの相手役のリアル感」
を醸成するために極めて有効なリソースとなります。臨場感溢れるロールプレイング体験は本番を成功へ
と導く大きな足がかりとなります。
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人事なコーチ

庄司善彦
・Coach Training Program（CTP）全課程修了
・コーチングバンク勉強会運営スタッフ（コーチングバンク公認勉
強会プロデューサー）
1977 年生まれ。北海道北広島高校、神田外語大学外国語学
部中国語学科卒業。
大学卒業後、大手衣料品チェーンストアに入社し、店舗での接
客販売、店長、メンズ衣料品のバイヤーを経験。しかし、業務に
携わる中で、以前から自認していた人好きな特性を活かし、「何
らかの形で人の支援に携わること」を自らの仕事にしたい、とい
う思いが日に日に強くなったため、熟考の結果、人材業界への転職を決意。
以後、人材サービス企業のキャリアコンサルタントとして、延べ 1,500 人を超える求職者に対し、キャリア
面談、求人紹介、経歴書添削、面接サポートなどを実施する。様々な求職者と対峙する中で、より相手の
本音やニーズを引き出し、最良の支援に繋げる手法としてコーチングスキルが有用と考え、2006 年よりコ
ーチ・トゥエンティワン（現在のコーチ・エイ）が提供する CTP の受講を開始。
2008 年からは都内の IT 系企業に転じ、人事担当者として人材採用（新卒・中途）、教育研修、制度設計、
評価運用等、幅広い人事分野に携わり、現在に至っている。また毎年業務の一環として、首都圏の複数の
大学で、就活生向けの面接指導、履歴書・エントリーシート添削を実施している他、2009 年から現在に至
るまで、コーチングバンク勉強会の運営スタッフとしても活動中。
コーチからのメッセージ
ストレングスファインダーで出てきた私の強みは、成長促進、共感性、達成欲、ポジティブ、調和性。コーチ
ングというよりも、人を支援すること自体に喜びややりがいを感じるタイプです。
現在勤務している企業では副業が解禁されていないため、ご支援できる範囲には限りがありますが、お受
けした際は全力で取り組ませていただきます。
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心理学や体感覚を用いたオリジナルなコーチングスタイル

君塚由佳
10 年間システムエンジニアとして アジア各国で途上国の大規模シ
ステム開発に携わる。
国や人種を超えて言葉や価値観の違う人員で１つの仕事を成し遂
げるプロジェクタマネージャを多数経験。
阪神大震災直後の金融システム復旧チーム、2000 年問題対策チー
ムなど困難な状況での対応を経験。
その後、人材育成に携わる。
コンサルタント会社で、人事コンサルティングを経験後、独立。
意識の高い経営者や管理職を中心に、個人コーチングのほか
人材育成、組織開発、クレーム対応、リスク管理に関するコンサル
ティングと 研修を行っている。
（株）オールアバウト 「話す技術・伝える技術」初代ガイド。
2008 年 コーチ 21（現コーチ A)クラスコーチ就任。
人からの評価や過去からの思い込みを打ち破り、自分自身の強みを生かすことで「なれる最高の自分」に
出会うお手伝いをしている。
組織の売り上げを伸ばしたり、夢を叶えるために会社を設立したりと、クライアントの人生に劇的な変化を
起こしている。
福岡県生まれ。
私立志学館高校卒業
三槇学園 千葉・スクールオブ・ビジネス専門学校 卒業
社会人になると同時に結婚、嫁いだ家は 1200 年続く地元の旧家。
古式ゆかしき伝統と、新しい便利さや、団結する深い絆と個性の発揮のバランスの大切さを痛感し、
季節の移り変わりや、暦・呼吸法・心理学・経済学をベースにコーチングを行う。
檀家の寺院では 住職と経営者向けに禅とビジネスの勉強会を開催。
「本来の自分に立ちかえることができる」と好評。
1972 年 11 月 1 日生まれ。O 型。
福岡県生まれ。千葉県在住。
【こんな方へ】
これらは、私のクライアントさんが実際にコーチングに持ち込まれたテーマです。
どなたも、見事に乗り越え、「なれる最高の自分」に出会うことができました。
もし、あなたも望むのなら 一緒にチャレンジしてみませんか？
・やりたいことはあるのだけど、なかなか踏み出しきれない。
・初対面の人とは わりと話せるんだけど、知り合いになってからだんだん気まずくなる。友達が欲しい。・
自分の得意なものがわからない。何もできないような気がする。
・好きで選んだ仕事のはずなのに、辛くて仕方がない。
・管理職がやりたくて会社に入ったわけじゃないのに、管理職になってしまった。どうしよう？
・新人がやめていく。私が悪いの？
・人ともっと深く、濃くつながりたい。
・実際にコーチングを体験しながら コーチングスキルを学びたい。
・独立・起業したいと思っているけれど、勇気が出ない。
・これからのライフキャリアを描きたい若手ビジネスマン・ビジネスウーマン
・前向きに仕事に取り組みたいビジネスマン・ビジネスウーマン
・組織コミュニケーションの向上にコーチングを活かしたい
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『はなしんしゃい』実践ライフコーチ

徳留せつ子
日本キャリア開発協会認定キャリアカウンセラー
コーチングアカデミー/銀座コーチングスクール
メンタルヘルスマネジメント?種
地元の銀行に就職後、結婚・退職・出産、その後離婚。ひとり親での
子育てと仕事、家事の三立も経験。職場では後輩の指導や育成に
長年関わり、社内研修・コーチ・キャリアカウンセリングを担当してき
ました。企業内コーチ・カウンセラーとしても含めて 4 万人近い方と
お目にかかり、お話を聴いてきた経験を基に、更に沢山の人との関
わりを目指し、幸せの連鎖を目指し活動を致しております。
自分自身が波乱な人生を歩み、傷つき、どうしようもない孤独感を
感じていたけれど、あるきっかけからコーチングやカウンセリングを
学び、立ち直ったこと、気づいたら自分の周りには多くの「天使」たちがいてくれたことを糧に、同じように悩
み苦しみ、どうしたらいいか迷っている女性たちを支え、一緒に歩くコーチとして、日々活動をしています。
自分自身がどうすればいいのか、頭の中でもつれ、絡まってしまった糸、簡単そうなのに手こずってしまっ
ている知恵の輪のような思い、蜘蛛の巣にかかりもがき苦しんだ結果絶望してしまった羽根が傷ついた蝶
のよう・・・そんな女性の「話し相手」として、「女性のためのお話会」も実施し、モヤモヤする毎日を過ごして
いるとか、何をしたらいいのかわからない、そんな方々への個別コーチングも行っておりますます。
これまで企業や自治体での研修講師として「社会人基礎力や職場のメンタルヘルス不全対策、コミュニケ
ーションスキルアップのための雑談力講座」などを請け負っており、また大学のキャリアセンターや転職支
援企業において就職支援を行って参りました。
人とかかわる「かかわりすと」であり続けることを心に決め、また、「ねえ散歩通信～自分らしい幸せな人生
を送るために」で、楽しい人生を送ることについて日々の徒然を発信しています。
また、Points of you®のエキスパートして、五感を使って右脳を活性化するコミュニケーションツールの普及
にも力を入れています。
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Twinkle BEing Plus 代表

えりざ
CPCC（米国CTI認定プロフェッショナルコーアクティブ・コーチ）
CTI ジャパン認定プレゼンター
ICF 日本支部正会員 JCA 熊本支部運営委員
NPO ママの働き方応援隊「赤ちゃん先生プロジェクト」認定トレーナ
ー
長崎の短大卒業後、NHK 熊本で FM ラジオパーソナリティを勤め、
その後単身渡米。アメリカ現地法人に勤務。プロ野球選手のトレー
ドに関する業務、情報紙出版業務を経て、６年後、帰国。
2006 年初夏、劇的なコーアクティブ・コーチング©との出会いにより、
その人が自分自身の本来の輝きを放つサポートをすることが使命
であると確信。2008 年熊本第 1 号となる CPCC©取得。その人の価値観・こうありたい姿を明確にし、職場
や家庭における自己実現のためのワークショップ研修を多数実施。大学生と高校生のシングルマザーとい
う経験から「家族」をテーマにした講座も提供中。
パーソナル・コーチングでは、そのパワフルさとダイナミックさを活かし、クライアントの本質を呼び覚まし
ている。
管理職研修、熊本市町村の各保健センターや関連部署での職員研修や講演・講座、コーチフォーラム
2007（熊本）での分科会講師・JCA 熊本支部定期勉強会講師など。また、公立小学校での授業や受験生
向けのワークショップ、大学生との対話など子どもたちにも積極的にコーチングを体験してもらっている。
パーソナル・コーチングのクライアントは女性経営者が中心である。
コーチからのメッセージ
こんにちは。あなたのファーストコーチになりたい上元斐侶子です。あなたの人生で最初に出会うコーチ
は私であってほしいのです。なぜなら、私はあなたの輝く本質をしっかりと見つけ、あなた自身の大きさを
実感してもらうことができると確信しているからです。
私は、コーチングに出会って初めて「自分のことを自分以上に信じて関わってくれる存在」があることで、
どれだけの力をもらえるかを体感しました。そして、自分が自分自身を心から認めてあげた時に、ただあり
のままでいるだけで大きなエネルギーを発し、周りに大きな影響を与えることも体験しました。
・何かやりたいけど何をやっていいかわからない
・親として、夫（妻）として、上司として、自分に自信が持てない
・悩みや弱音を口にできず苦しい
・なんだか不安
・自分自身を見つめ直してみたい…など
元気で前向きでいることだけが正解ではないのです。今の自分をきちんと受け止めることが大事です。あ
なたはひとりじゃありません。全力で共にいます。
企業人でも家庭人でもいろんな役割を脱いだそこには「あなた」がいます。そのあなたの輝きが放たれるお
手伝いをさせてください。
子どもたちが「大人ってなんだか楽しそうだなぁ」と思ってくれるキラキラした大人がたくさん増えると、めっ
ちゃ楽しい世の中になりそうですよね。
「自分力」「家庭力」アップ！から「組織力」「社会力」アップ！へ。
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uka クラリティマインド 代表

松山繁博
メーカーに所属し、中間管理職に位置しています。
一般財団法人 生涯学習開発財団 認定コーチ
CTP 受講
GIAL アクションラーニングコーチ（過去、取得）
慶應義塾大学理工学卒業後、メーカー、コンサルティングファームを
経て、現在は最初に入社したメーカーに再び勤務しています。
コーチからのメッセージ
コンサルティングファーム勤務時に、ファシリテーションスキルを高め
る必要があり、コミュニケーションに関係する分野の勉強をしている中で、「コーチング」に出会いました。
私にとって、コーチングの勉強は、コミュニケーションのスキルが学べただけではなく、自分の価値観や、生
き方を大きく変えるものでした。
「サポーター」という特性があるためか、もともと「人を支える」「人の役に立ちたい」という考えがあったので
すが、今では、コーチングを通して、「人の目指すもの（夢）を実現する、お役に立ちたい」と思っています。
なお、メーカーに勤務しているので、コーチ業を生業にはしていませんが、実際のビジネスの現場で、中間
管理職として日々活動をしていますので、それに近い環境の方に対しては目線の近いコミュニケーション
が図れるのでは、と思っています。
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コーチ・キャリアカウンセラー／clear space 代表

加島祐子
CTN コーチングプログラム完了
NPO法人日本スクールコーチ協会認定スクールコーチ
（財）日本生産性本部 ジョブカード講習 登録キャリアカウンセラー
小学校教諭一級普通免許
1965 年 愛媛県生まれ
大学を卒業後、OA 機器商社にて電子組版機器のインストラクターと
して顧客に指導する傍ら、販売促進の為、沖縄から東京まで飛び回
る。
1992 年 結婚を機に退職 和歌山県に転居
1999 年 子育てに悩み 自分に直面し心理学を学び始める
2006 年 パートタイマーとして働きながら、コーチングのトレーニング
を開始。
コミュニケーショントレーニングネットワーク（CTN）にてコーチングを
学び始める
2008 年 clear space 設立 講師やコーチングセッションをする傍ら、厚生労働省委託事業にてキャリアカウ
ンセラーとして就労に一歩が踏み出せない若者とその保護者のサポート
2010 年 新たに大学就職課にて、キャリアカウンセラーとして学生の就職支援や厚生労働省基金訓練講
師、行政での子育て講座など活動の場を広げている
コーチからのメッセージ
「夢の自分はすでに心に在る」 １０年前の自分から見た今の自分は夢の自分です
コーチをライフワークとしてクライアントを持ち 大学生にキャリアカウンセリングをしたり 行政の依頼で講
師をしたり すばらしいパートナーやメンターにも恵まれ日々誰かから感謝される
越えられないと思い込んでいた両親との壁は今はなく 「祐子は誇りだ」と言ってもらえる
家族は適切なサポートを受けながら 無理に蓋をすることなく しっかりと向き合うことで 偽りでない心から
の幸せを得られると心の底から信頼できている
そんな私の１０年前は うつで起き上がることさえ出来ませんでした
完治した２年後も家の近くでパートして子育てして そのまま一生を終えるんだと思っていました
その２年後 初めてコーチングの個人セッションを受けた時 石田依良の「池袋ウエストゲートパーク」のこ
んなフレーズが頭をよぎりました
「世界はどこもかしこも花ひらいている。だって、おれ自身がその花のひとつなんだ。」
セッションでそんな話は全くしなかったのですが そういう感覚がなぜか湧いてきたのです
「ああ、私も花ひらいていたんだ」
セッションの帰り それまでの景色が鮮やかに変わり そよぐ風を感じ 道端の花を愛おしく感じ 静かにワク
ワクしました
この１０年間 ひたすら「自分を変えたい」と色んなセミナーに足を運び 様々なセッションを受けました
１０年後の今 私は変わったかというと変わっていないんです
誰かのために貢献したい私もセッションをする時の洞察力のある私も心を込めて講師をする私も
私が変わったからではなく私のずっと心の内にあったものだと今は感じることができます
夢の自分は実は自分の中にすでに存在し続けていました
今描く夢の自分もやはり自分の中に存在しているのでしょう
今がどんなに辛くても あなたの存在は決して枯れたのではなく 輝き続けているのだとそれぞれの人生が
凝縮されたクライアントの言葉に重ねたセッションにそのリアルを観ることができます
そして それは…ただそこに在ることで彩りを増す一輪の花のようであり 「愛」というほのかな光で包まれて
いるように感じます
あなたが自分のままで「ただ在る」ことの喜びを日々感じらるようあなたを心から信頼し共に歩むコーチで
あり続けます
こうして あなたに出会えたことに感謝をこめて…
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ビジネス・メンタルコーチ

曽根原秀典
１９７０年３月生 埼玉県出身 さいたま市在住
銀座コーチングアカデミー認定コーチ
1991 年 株式会社ピーウォッシュ入社
９年間レジャーサービス企業（フィットネスクラブ）にて１５００名以上
のお客様にスイミング、スクーバダイビング（PADI)のインストラクショ
ンを提供。スイミング事業部、ダイビング事業部マネージャーを務め
る。
1999 年 有限会社クラフトマックス入社（映像制作会社）
CS 番組で料理番組制作、企業案内ビデオ制作などを担当
2001 年（上記会社）株式会社クラフトマックスに変更（IT ベンチャー）
６球団（横浜ベイスターズ、福岡ダイエーホークス（旧名）、大阪近鉄
バファローズ（旧名）、オリックスブルーウェーブ、北海道日本ハムフ
ァイターズ、千葉ロッテマリーンズ）のプロ野球球団オフィシャル携帯サイトを運営。内、大阪近鉄バファロ
ーズ（旧名）、オリックスブルーウェーブのウェブマスターを経て、同企業で取締役を務める。
2004 年 株式会社エニアグラムコーチング入社（人材育成コンサルタント企業）
この会社は、私が半年間コーチングを受けたコーチが取締役社長を務める会社である。３年間に渡り師匠
の下でエニアグラムコーチングを学習し、公開セミナー・ 企業研修講師、コーチとして活動する。多種他業
種の人事部担当者、リーダー・マネージャーの方々と面談し問題解決の支援を実施。
2007 年 人材育成コンサルタント、ビジネス・メンタルコーチ、研修・講演講師として独立個人の本質的成長
を支援し、クライアント様の人生に深く携わるコーチングを活動の中心とし、組織のコミュニケーション力向
上研修・講演講師としても活動中。
・研修プログラム・講座実績等：（2009 年 6 月現在）
『コーチとしての実績（2004～）』
・コーチングセッション時間：1000 時間 以上
・コーチングセッション数：800 回 以上
『公開セミナー・企業研修講師実績（2004 年～）』
・講師回数 200 回以上
・教授人数 1500 名以上
『セミナー・講演・企業研修講師実績』
・厚生労働省 （独法） 雇用・能力開発機構 コミュニケーション能力向上研修講師担当
（千葉・埼玉にて 2007 年～現在継続中）
・財務省 上席クラス （2006～2008 の 3 年間に渡り年 1 回計 3 回研修講師を担当）
・三菱マテリアルツールズ株式会社 （管理職研修）
・第一生命情報システム株式会社 （管理職研修）
・ファミリーマートユニオン （東京・大阪にて合計 300 名に講演）
・プリマリタル（結婚前）プライベートエニアグラムセミナー
・ご夫婦のコミュニケーション改善セミナー
・自己の本質的成長・エニアグラムセミナー12 回コース
その他多数
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“心の声をきく”モモ・株式会社 MOMO 代表

高橋澄子
米国 CTI 認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ（CPCC）
産業カウンセラー
WASC 認定アライアント国際大学／CSPP 臨床心理大学院生
1960 年 東京生まれ
・千葉大学 人文学部 心理学専攻 卒
→心理学の基礎を学ぶ
・（株）日本能率協会コンサルティング、チーフ・コンサルタント
→約 20 年にわたって、事業の開発と人材の開発を並行して支援す
る。
（エグゼクティブ・コーチング：50 名以上）
（研修・ワークショップ受講者 [執行役員～管理者層] ：900 名以
上）
・株式会社ＭＯＭＯ（モモ）を起業
→個人向のコーチングと法人向のコーチング、人材育成セミナー、ワークショップを提供中。
・ WASC （ 米 国 西 部 大 学 大 学 院 協 会 ） 認 定 「 ア ラ イ ア ン ト 国 際 大 学 ／ CSPP （ California School of
Professional Psychology）」 臨床心理大学院に在学中。
→メンタルヘルスと心理療法（サイコセラピー）を学ぶ。
・翻訳（サポート担当）：「エグゼクティブ・コーチング」日本能率協会マネジメントセンター
・著作： 「はじめての新事業開発マニュアル」海文堂出版
コーチからのメッセージ
ミヒャエル・エンデ作「MOMO」主人公モモのコミュニケーションのちから、心理学の理論とスキル、約 20 年
の経営コンサルタント経験を用いて、「働く人」と「企業」の変化と成長をお手伝いします。
※詳しくは、個人様向ホームページ、法人様向ホームページをご覧ください。
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しあわせ実現コーチ

遠間

毅

1974 年 7 月 23 日生まれ
千葉県佐倉市出身
NPO 法人 日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会 認
定エグゼクティブ・コーチ
【プロフィール】
和歌山大学経済学部卒業後、大手ビジネスホテルチェーンに入社。
3 年半年の在籍で山梨県、千葉県の複数ホテル責任者を経験。そ
の後、情報コンサル関連上場企業に転職し、経営コンサルタントとし
て活動。4 年目から 7 つの習慣ファシリテーターライセンスを取得し、
経営セミナー、自己啓発研修の独自開発および講師として活動。 フ
ァシリテーターとして携わったクライアントは 1,500 名を超える。
企業内における実績としては、コンサルタント活動 2 年目以降で顧客満足度は約 200 名中、常に上位 5 番
以内。研修ファシリテーターにおける受講生感動満足度は 3 年間トップ。
現在は、「しあわせ実現」をテーマに研修講師、コーチとして独立活動中。
これまでの携わった成功ビジネスパーソンの思考や具体的な行動を誰でも実践できる形にまとめ上げた、
ビジネスパーソンのための仕事術「今からできる 100 ワザ」を開発し、コーチングと組み合わせ、それぞれ
のクライアントが自分に合った成功ビジョンを設計し実践するプログラムを展開している。
また、個々人の「心」にも注目し、「自分らしさ」を発見し「成功」から「しあわせ」を実現するコーチングプログ
ラムも展開中。
クライアントの皆様より「すぐに成果に繋がった！」「仕事の能率が上がりました！」「社内でのコミュニケー
ションが円滑になりました」「自分のしあわせが発見できました」など多くのお喜びの声をいただいています。
【私のコーチングスタイル】
「会話によるコーチング」＋「自己実現を促進するワーク」を繰り返しながら進めていきます。
私は、コーチングを通して、結果的にクライアントが自己実現を果たしたり、自身の幸せを発見できたりする
ことは最も大切だと考えております。そのために必要なサポートを行うために通常のコーチングに「自己実
現を促進するワーク」を取り入れることにしました。
このプロセスを通して「優しく」「確実に」「楽しみながら感動して」クライアントの皆様とともに歩むスタイルを
保ちます。
コーチからのメッセージ
私は弱い人間です。人と助けあわないと幸せになれません。
昔は自分の弱さを隠し、強がって生きてきました。とても辛かったです。常に仕事や成果に追われ、人間関
係に悩み、自分を見失っていた時期もありました。
しかし、あるコーチとの出会いが私を変えました。
そのコーチは私の良い部分も、自身が嫌いな部分も全て受け止めて、「君はすばらしく、かけがいのない人
間だよ」と繰り返し言ってくれました。
徐々に私は、自分の弱い部分も受け止められるようになり、そして自分が成長していくのを感じ、自分の幸
せや、本当にやりたいことを見つけることが出来たのです。
今度は、私が一人でも多くの人に対して「幸せな成功」を実現するお手伝いをする番です。
さあ！私と一緒に幸せな成功をつかみましょう！
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お母様のためのお受験コーチ

高 諒子 Kou Ryoko
一般財団法人 生涯学習開発財団認定コーチ
東京都在住大学卒業後、大手食品メーカーにて役員秘書。
その後希望してお客様相談センターに勤務。
退職後、大手スーパーが一般公募した「お客様副店長」を経験。
大好きな、お客様の声を聞く仕事に携わる。
コーチングに出会い、コーチ２１にてコーチングを学び
生涯学習開発財団認定コーチの資格を取得。
子育てでは、二人の娘の小学校受験を経験。
その後長女の中学校受験も経験し
現在は小学校受験、中学校受験を目指すお母様方に
子どもの能力を引き出し、親子の絆を深め、価値ある受験にするた
めの
コーチングを行う。
また、コーチングに加えて経験に基づく受験知識、受験情報などの提供が好評。
・クライアント様はお母様です。
二人の娘の小学校受験経験、中学校受験と、コーチのスキルを元に、おもにお母様方に「お受験コーチン
グ」をしています。
クライアント様は、現在お子さんの小学校受験を目指している方から、中学校受験を目指す方までさまざま
です。受験を考えてはいないが、子どもの能力を引き出すコミュニケーション力向上を目指すお母様さまも
いらっしゃいます。
二人の子供で合計 2 回の小学校受験、結果、越境入学させた公立小学校から中学受験させた長女、私立
小学校に通っている次女での経験を活かし、お母様方の悩みや不安を「安心」に変えて
お母様ご自身がお子様のよきコーチになっていただいています。
コーチからのメッセージ
お子さんが将来幸せになるために、お母様はいつも一生懸命です。
だからこそ、お子さんが自分から勉強しなかったり、やる気がなかったりすると焦ってしまいます。
特に受験期はその傾向が強くなります。
思わず強く叱りつけてしまって、後悔したり、自己嫌悪になることも。
有名な先生の講演会をお聞きしたり、子育てに関する本を読んで「なるほど！今日からこうしよう！」と心に
誓っても数日するとまた同じパターンでイライラしてしまっていることはありませんか？
コーチングを受けるとここが大きく変わります。
コーチとのセッションでご自分の様々なパターンに気付き、お子さんへのお声かけ、接し方を含め本当はこ
うしたい、という理想の形を見つけます。
それを確実に実行するためにコーチは全力でバックアップします。
「今度こそやりたい」と思っていたことも「できた！」に変えていきます。
コーチングは、コミュニケーションによって相手の自発的な行動と学習を促進させ、その人自身の目標達成
を支援します。
まずはお母様にそのスキルを経験し習得して頂きます。
そして、今度はお母様がお子様のよきコーチになりましょう！
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コミュニケーションビジネスコーチ／コールセンター人材育成コンサ
ルタント

野本果甫 Nomoto Kaho
（一財）生涯学習開発財団 認定プロフェッショナルコーチ
Communication Coach＆Consulting サクシードビュー代表
鹿児島大学法文学部卒
大手カード会社入社。接遇インストラクターとして活動後、営業部の
教育担当として、
社員研修の企画、運営、講師の仕事に約 10 年従事する。
1998 年外資系カード会社入社。
横浜、大阪で２つのコールセンターの立ち上げメンバーとして採用・
教育の基盤構築を行う。
その後、スーパーバイザー、コンプライアンスチームリーダー、マネ
ージャーとして社員のマネジメントに携わるが、マネージャーの時に、部下のマネジメントがうまくいかず、
悩んだことがきっかけでコーチングに出会う。
コーチ 21 でコーチングを学び、同じように悩む管理職の方とのコーチングで、実際に成果を出して昇進や
希望の異動を手にされる方々を見て、この道で進むことを決意。
その後 3 年間、会社員をしながらの準備期間を経て 2009 年に独立。サクシードビューを立ち上げる。
コーチからのメッセージ
私はマネージャーのときに部下のマネジメントで大失敗をした経験がありますが、
その時は、会社員でもコーチをつけることができるという事実を知りませんでした（涙）
コーチングを学んで、あの時にコーチがいたら、もっと違った結果を出せたかも・・・という悔しい思いから、
コーチとして組織で働く人たちをサポートしたいと思うようになりました。
残念ながら、特に部下とのコミュニケーションの問題は、上司に相談して問題が解決するケースは少ないと
感じています。
お酒を飲んで愚痴を言っても問題は解決しません。
おまけに管理職になると社内で相談できる人が限られてきます。
私は、マネージャーに昇進された優秀な方々が、少しでも早く部下とのコミュニケーションの壁から解放さ
れて、本来の能力を思う存分発揮できるように、私の経験とスキルと知識を総動員してサポートします。
本を読む、セミナーに参加するといったことも、とても大事なことですが、それを結果がでるまで行動し続け
られる人は 1 割だと言われています。
でも、コーチをつけると、結果がでるまで継続できる可能性が大幅に UP します。
アクションプランを作り、期限を設け、不安や恐れを解消し、壁が出てきたら一緒に考える・・・
そういうことがコーチングではできるからです。
部下とのコミュニケーションという壁を一刻も早く乗り越えたいとお考えの方は、ぜひ野本果甫のマネージ
ャーのためのコミュニケーション UP コーチングを受けてみてください。
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スマイルプロコーチ／世界中の人たちを笑顔に出来るスマイルプレ
ゼンター

笠井和夫
スピードコーチング社認定コーチ
徳島大学を卒業後、１９９９年より国土交通省へ入省する。
大きな組織の中で、難解企画への重圧、挫折を知らないエリート達
との人間関係で悩む。
そんな時、あるコーチと出会いコーチングのすばらしさを痛感する。
その後上司や家内との関係が劇的に良くなり、コーチになる決意を
する。
２００９年８月に、クリス岡崎さんよりスピードコーチングの認定セミナ
ーを受講。
その他、ウェルスマスター大阪１４期受講
ＭＯＶＥコーチング大阪３期受講（スピードコーチング社）
宝地図セミナー受講（望月俊孝さん）
潜在意識（関野直行さん）×マインドマップ（内藤誠治さん）
コーチからのメッセージ
人は、誰かからのアドバイスや指示により心が安らぎ動くこともありますが
一番大きな変化を感じられるのは、『自分自身で気付くこと』です。
ただ、自分独りではなかなか気付きを得られないことが多いと思いますので
私の方から、適確な、そして色んな視点からご質問させて頂くことで
コーチに依存することなく、クライアントさんご自身に答えを導き出して頂きます。
また、コーチングにおいてスキルを使いクライアントさんを誘導することも
可能ですが、心から真剣にクライアントさんと向き合い、繋がりを分かち合える
そんなコーチングを目指しています。
みなさんの心のバケツが幸せになれますよう、一期一会の精神を持ち
全力でみなさまの幸せをお手伝いさせていただきます。
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大阪で最高に元気なコーチ

若林睦子
（一財）生涯学習財団認定コーチ CTI Japan 応用コース修了
1971 年 大阪府豊中市出身。飲食店を経営する両親の元で生まれ
育つ。
2 女（小 4 中 1）の母。ママさんバレーボールチームの現キャプテン
小学校時代は一言で「明朗活発」短所も負けず劣らず、気性は荒く、
通知表の先生欄にはいつも「自己中心的」と・・・！
卒業文集でも名出しされる程！その後、自分との戦いの冒険に出る。
中学時代からずっと、この人のこんなところがすごく魅力的！
と今思えば自分が感じた事を大切にして、自分の個性を大事にしな
がら、セルフコーチング（自己対話）、自己観察、他者観察、マイナス
感情との戦い、自分自身と向き合う、そういった事が無意識に習慣
化されていた。
武庫川女子短大を卒業、㈱ニッセイコンピュータで 5 年間勤務、出産。
＜私の転機～コーチングとの出会い～＞
育児をしながら日々過ぎていく中、経営者として、必死で人生を送ってきた両親の背中を見て様々な事を
感じて育った私は、今まではこのままで満足だったけど、この先もこのままでいいのかな・・・と思いだした。
何かないかなぁと見つからないまま焦る毎日。
何かしないと焦る→手っ取り早く簿記を独学勉強→すぐ合格
次何しよう・・・行政書士を数ヶ月、独学勉強中、もし受かったとしてなれたとしても、それで私は嬉しいか
な？と思い考えた時、自分らしさを活かせて、人に喜んでもらえる仕事がしたい！
それが私の喜びなんだと繋がった
中学時代から私をずっと見てきてくれていた友人が「コーチ向いてるから勉強してみたら？」
と以前、言ってくれた言葉を思い出し、情報収集。これだ！と思い 2007 年からコーチングを学び始める。
学んでいくうちに、今まで無意識でしていた事がパズルのように繋がった。
私らしい、そして自分のリソースや強みを人に役立てたい！
一人でも多くの人に、自分の可能性を信じ、楽に楽しく生き、理想のライフスタイル、自分らしい生き方、ワ
ンランク上の豊かさ、幸せ、ありのままの自分を受け入れ、好きになっていく、そんな人生を手に入れてもら
いたい！
あなたの笑顔の周りには笑顔がいっぱい！
そういうプラスのスパイラルを増やしていきたい！との想いです！
あなたの笑顔を見て、感じる事が、コーチである若林の喜びです。
あなたにお会いできるのを楽しみにしています。
コーチからのメッセージ
初めまして。若林睦子と申します。
こちらのページを開いてくださりありがとうございます。
私はコーチングとは自分らしくよりよい人生を生きるための有能な手段と思っています。
人は数々の可能性を秘めています。その可能性を信じるか信じないかで人生大きく変わってきます。
私はあなたの可能性を信じています。
時には落ち込むのもオッケー！笑顔で楽しく、前向きに、自分を知り、理想のライフスタイルを私と一緒に
楽しく目指し、幸せな人生を手に入れてみませんか？
一歩踏み出してみたい！そんなあなたを大阪で最高に元気なコーチ若林があなたに寄り添い、サポートい
たします。
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予約１２００人待ち！
すべての人に眠る「使命」と「魅力」を引き出すことがライフワーク

鈴木真奈美
株式会社地球ファミリー 代表。
著書：「自分磨きはもう卒業！がんばらずに、ぐんぐん幸運を引き寄
せる方法」
（ＰＨＰ研究所）
上智大学ドイツ文学科卒業。
大手メーカーにて、事業本部や経営企画本部にて役員秘書を担当。
その後、組織風土改革コンサルティング部門にて、幹部コンサルタ
ントの育成研修講師やコーチングを担当。
役員秘書時、たくさんの経営トップから、成功哲学を徹底的に学び、
「成功し続ける人の共通点」に気付く。
世界トップレベルの師に師事し、コーチング、リーダーシップ、心理学、
ＮＬＰ、ヒーリング、瞑想、各種セラピー等を学び、その効用についても研究と実践を重ねる。
「人の中に眠る無限の可能性」やその人にしかない輝き」を引き出すサポートをしたいと、2010 年独立。ビ
ジネスとスピリチュアル、心理学を融合したアプローチには定評があり、口コミで広がったセッションは、１２
００人待ち。
クライアントは中学生から、作家、モデル、アーティスト、７０歳を超える経営者まで、フランス、アメリカ、バ
リ島など海外にも及び、幅広い層から絶大な信頼を寄せられている。開催するワークショップは毎回５分で
満席になり、１００名以上がキャンセル待ちになることも少なくない。（２０１４年７月現在）
５０００人以上のカウンセリング経験を活かしたメールマガジンは根強い人気で、購読者数２万人を超える。
２０１２年「もし地球がひとつの家族だとしたら」というビジョンにもとづき、株式会社地球ファミリーを設立。
処女作「自分磨きはもう卒業！がんばらずに、ぐんぐん幸運を引き寄せる方法（ＰＨＰ研究所）」「もう周りに
ふり回されない！自分史上最高の幸せを呼びこむ方法」は共にベストセラーに。
現在は、執筆活動や講演などの傍ら、様々なワークショップやグループコーチングを通して、自己実現の
サポートを行っている。
すべての人に眠っている「使命」や「魅力」を引き出すことをライフワークとしている。
【こんな方へ】
・一歩踏み出そうとして、なかなか踏み出しきれない方
・ありのままの自分に自信のない方
・頑張っている割には、報われない思いをしている方
・自分らしさや、本当にやりたいことが見つからなくて、モヤモヤしている方
・変わりたいけれど、何から始めていいのか分からない方
・人目を気にして、自分の可能性を小さく制限してしまっている方
・より自分らしく、より充実させて生きていきたい方
・自分にはもっと可能性がある、と感じている方
・周りとの人間関係をよりよくしたいと思っている方
・人ともっと深く、濃くつながりたいと思う方
・それなりの人生だけど、なんとなく満たされない方
・人生、このまま終わりたくないと思っている方
・自分の生まれてきた意味（使命）を知りたい方
・自分にしかない魅力や才能を、思いきり表現したい方
・自分の心のブレーキを外し、思いきり人生を生きたい方
・自分の人生の主人公として、最高に輝いて生きていきたい方
・一度きりの人生、「自分として生まれてきてよかった」と心から思いたい方
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JICA(国際協力機構)企画調査員(ボランティア)(2010 年 7 月末～2012 年 8 月、アフリカ・ニジェール赴任予
定)／武蔵野大学通信教育部人間関係学部人間関係学科(心理学専攻)在籍中。

柴山良春
(一財)生涯学習開発財団認定コーチ
産業カウンセラー
DELF・B2(フランス語資格)
TCF・B2(フランス語資格)
鹿児島大学法文学部経済学科卒業。
地方紙に社会部記者として 3 年 9 ヶ月勤務後、1999 年 12 月、青年海外協力隊・村落開発普及員隊員とし
てアフリカ・コートジボアールに赴任、2 年間活動した。
帰国後、企業調査会社勤務を経て(社)青年海外協力協会嘱託職員として 2003 年 12 月から JICA 駒ヶ根
青年海外協力隊訓練所に勤務。広報業務を担当しながら、訓練中のボランティアのサポート・相談等に従
事した。
2006 年 4 月から 2 年間、JICA マダガスカル事務所・フィールド調整員として、青年海外協力隊員の後方支
援や新規要請開拓等を行った。
2008 年 9 月、フランスに渡るとともに CTP 受講を開始し、2009 年 10 月に(一財)生涯学習開発財団認定コ
ーチを取得した。
2010 年 3 月、南仏・モンペリエにてフランス人の妻と結婚。
2010 年 7 月末、JICA ニジェール事務所に企画調査員(ボランティア)として赴任予定。
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コーチングＳＥＲＥＲＥ 代表

大石稜子
一般社団法人日本支援対話学会 認定コーチング・スペシャリスト
®
ＴＰＩインターナショナル認定ＰＤ＆ＦＴ
米国ＮＬＰ協会認定 ＮＬＰプラクティショナー
日本メンタルヘルス協会公認カウンセラー
日本コーチ連盟正会員
共育コーチング研究会
大手金融企業に入社後、2 年目には 700 人の新人研修の一部を任
される。
以後出産で退職。子育てに専念しながら 35 歳で小学校教員となる。
新任研修専任教諭となって人材育成でのコミュニケーション力育成
の必要性に気づく。日本でいち早く学校現場へルータイスの理念と
コミュニケーション力育成プログラムを導入して評判となる。
ＴＢＳはな●マーケット、仙台放送にてかかわり方や授業風景が放映される。
以後人とのかかわり方のスキルを多方面から取得して活かす。2006 年退職。
コーチングＳＥＲＥＲＥを設立して現在に至る、現在はコーチ、執筆、研修講師業。
一般事務、教師、専業主婦、経営者、介護の幅広い経験でモチベーション UP を得意とする。
著書「子どもの能力を引き出す親と教師のためのやさしいコーチング」草思社より出版
＜メディア掲載歴＞
テレビ、産経新聞、ニッポン放送、アエラ、ベネッセ親ゼミ、プレジデントファミリー他多数
コーチからのメッセージ
中高校生時代の病・認知症の母の介護などの障害につきあいながらここまでやってきました。
ルータイスの「望めば叶う」仕組みが心理学だけでなく脳機能で説明がつくようになりました。
北京オリンピック８冠達成のマイケル・フェルプスも彼のプログラムを受けて北京に向かいました。
彼の強さの秘密である秀でた集中力は、ルータイスメソッドのマインド機能を活かした結果です。前進に必
用なことだけが見えてくるコーチングを提供します。大石稜子があなたの無意識に働きかけ、あなたの想
像以上のゴール達成をサポートします。
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キャリアコーチングオフィス・BYSC（ビスク）代表

葉月美香
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
日本キャリア開発協会認定 ＣＤＡ（Career Development Adviser）
（社）日本心理学会 認定心理士
ファイナンシャルプランナー
千葉県出身。
大学にて 4 年間心理学を学ぶ。
卒業後、アパレル会社に入社し、百貨店に配属。婦人服の販売や
店舗運営に従事し、チームマネジメントやキャリアパスに興味を持つ。
2005 年に大手人材派遣会社に入社。キャリアコーディネーターとし
て、2300 名以上の方とお会いし、職務経歴書のヒアリングと今後の
キャリアビジョンを伺いマッチングに従事。
その間、キャリアカウンセリング資格と、国際コーチ連盟認定コーチ
養成プログラムである CTP を修了、コーチ資格を取得する。そして、派遣スタッフへのキャリアカウンセリン
グやビジネスマナー研修、社内コーチングを担当。
その経験から、いかに自分の「強み」「持ち味」に気がつかず、また上手に伝えられない人が多いいかに気
がつき、勿体無いと感じる。「その人自身さえ気がついていな強みや魅力を引き出したい。そして自分で認
識することでもっと自信を持ち、それを上手に表現できるようになって欲しい」と感じ、より可能性を広げる
お手伝いをしたいという思いから、2009 年「BYSC キャリアコーチングオフィス」を設立。
現在は、勤務の傍ら、「BYSC キャリアコーチングオフィス」にて学生～ 30 代前半までの方を対象にした
「キャリアデザイン」に携わる。
・キャリアコーチング ・面接対策 ・コーチングにより、強みや持ち味を引き出した「職務経歴書代行作
成」を行っている。
コーチからのメッセージ
前向きに新しいことにチャレンジしていきたい方
やりたいことや、目標があってそれを早く達成させたいと思っている方
自分自身と向き合って、今後のことを考えていきたい方
自分自身と向き合うことで、自分の強みや魅力を最大限に生かしていきたい方
やりたいことがあるのに、なかなか一歩を踏み出せない方
やりたいことがあるのに、どこから手をつけていいのかわからない方
そんなあなたの一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。
「最初の一歩が大変！」踏み出せたら、その後はどんどんよい循環が生まれていきます。
そして中だるみ期間には、「継続していく仕組み」を一緒に考えサポートしていきます。
頭の中に描いている、素敵な「未来」を実現させるために、今一歩を一緒に踏み出しましょう。
描ける未来は、必ず実現させることができますよ！
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（株）Choice＆Decision 代表／コーチ・研修講師

副島眞由美
株式会社チョイス＆ディシジョン 代表
一般社団法人協働推進サポート 代表理事
・（一財）生涯学習開発財団認定マスターコーチ
・サンタフェ NLP/発達心理学協会 プラクティショナー
・Points of you マスタートレーナー
・Disc 認定資格者
・一般社団法人アンガマネジメント協会認定
アンガーマネジメントファシリテーター
・NPO 法人ハートフルコミュニケーション 副理事長
ソニー株式会社に入社後、国内・東南アジアでの販売管理システム
の構築・導入の業務に従事。
自身の仕事や、夫の帯同者としてシンガポール・マレーシアで 6 年
を過ごす。
この国内と東南アジアでのプロジェクト運営と、人事マネジメントとの
経験から、
『組織』と『個』の成長プロセスに強い関心を持ち帰国後、国際コーチ連盟（ICF）の認定プログラム（ACTP）
である CTP（CoachTrainingProgram）でコーチングを学び 2007 年に独立。
パーソナルコーチとして、士業やマネジメントに関わるビジネスパーソン、海外駐在員などを対象としたパ
ーソナル・コーチングの経験は 900 時間以上。
研修講師としては、企業や地方公共団体におけるリーダーシップ研修・ヒューマンスキル系研修（コミュニ
ケーション・ファシリテーション）また、海外赴任者向けの研修にも携わっている。
NHK 文化センター講師として職場で役立つコーチング講座も開催している。
NPO 法人ハートフルコミュニケーションの理事として活動する傍ら、法人内でのパーソナルコーチ育成事業
に従事。
子育て中の大人に対して 子どもの幸せな自立をテーマとしたコーチングも実施している。

コーチからのメッセージ
はじめまして 副島眞由美（ｿｴｼﾞﾏ ﾏﾕﾐ）です。

人がうまく行動できないときは『思っていること』『考えていること』『感じていること』が頭の中で絡まっている
と言われています。この 3 つの要因が絡まり続けると、なかなか行動に結びつかず、思っているところには
行けません。
私のコーチングは、これらの絡まりをスッキリと整理しながら解きほぐすことを助け、クライアントの行動に
結びつけるのが特徴です
人はポジティブ、前向きな人が成果を出すと言われていますが、必ずしもそうではないと 私は思っていま
す。
ぜひ、あなたの頭の中の『思・考・感』の整理に「コーチング」をお役立てください。
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コーチ

川本祥未
１９６３年三重県生まれ。津市在住。
保有資格
・㈱チームフロー認定
ピークパフォーマンスコーチ
・NLP プラクティショナー
経歴等
三重県立津工業高等学校卒業後、システムエンジニアとして数社に
勤務。
主な勤務先
・リコー情報システム（株） 現：リコーテクノシステムズ
・ボーダフォン（株）現：ソフトバンクモバイル
2001 年、ボーダフォン在職中に、うつ病を発症。
1 年２ヶ月の休職と、その後約３年の通院を経験。
その後も自信のない自分と、うつ病再発の恐怖に不安を覚える日々
を過ごす。
２００７年、日本ナンバー１コーチの平本あきお氏と出会い、平本氏
のコーチングにより、性格や人生観が大きく変わる経験をする。
その後、３年に渡り平本氏の元でコーチング・カウンセリングを徹底的に学ぶ。
2009 年、平本氏よりコーチ資格を授与されたことをきっかけに、コーチングオフィス「プラスシンパシー」を自
宅内に開設。
以後、個人のコーチング・カウンセリングを始め、各種セミナーや執筆活動を展開している。
セミナー実績
・2009 年４月 大阪「平本あきお夢をかなえるライブセッション」主催
・2010 年１２月 三重県若者自立支援センターにて、セミナー開催
・2010 年４月 日本総研「ナースコーチングセミナー」講師 東京
・2010 年６月 日本総研「ナースコーチングセミナー」講師 大阪
・2010 年７月 日本総研「ナースコーチングセミナー」講師 名古屋
・2011 年２月 「心の使い方セミナー」自主開催 大阪
・2011 年２月 日本総研「ナースコーチングセミナー」講師 東京
執筆活動
・2010 年５月より、日総研出版「主任＆中堅＋こころサポート」にて連載開始。
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コーチ

小紫真由美

Komurasaki Mayumi

（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
株式会社コーチ・エィ CTP クラスコーチ
株式会社イー・キュー・ジャパンＥＱＪ公認プロファイラー・公認トレーナー
NPO 生涯学習キャリアコンサルタント
生年月日 １９７１年 兵庫県小野市生まれ
神戸市外国語大学 国際関係学科卒業後、ＴｅＮＹ（株）テレビ新潟放送網にアナウンサーとして５年間勤
務。
全国放送ズームイン！！朝！のキャスターをはじめ、ニュース、リポートなどを担当。
その後ラジオ局 FMPORT で情報系中心に複数の生放送のナビゲーターを務める。
考え方や価値観の異なるスタッフと協働しながら番組を制作する体験を通じ、「話す」以外の「聴く」「受け入
れる」コミュニケーションの重要性を実感。
コーチングや EQ、キャリアカウンセリングなど、コミュニケーションに関する学習と実践を重ね、２００３年、
独立。
フリーアナウンサーとして活動する一方、これまで培った話し方や各種コミュニケーションスキルを活かし、
話し方やコーチング、EQ などコミュニケーションを主なテーマに企業研修を行う。大手コーチ養成機関ｃｏａ
ｃｈ２１では、コーチを養成するクラスコーチとして活動中。
個人コーチングでは、経営者やリーダー、コンサルタントなど、人前で話す立場にある人のための話し方・
対話力コーチングをはじめ、自分らしさを活かし、輝きたいビジネスパーソンの目標達成を支援している。
自身、幼い子どものいるワーキングマザーとして、ワークライフバランスに奮闘中。
ＮＰＯ法人 ＷＷＡ（ワーキングウイメンズアソシエーション）理事
著書「子供の生きる力を育てる対話術」（韓国・マリコンテンツ社）
コーチからのメッセージ
私のページをご覧いただき、ありがとうございます。
かつて、私は、悩み、苦しみながら、仕事をし、人生を歩んでいました。
人とのコミュニケーションが下手で、自分に自身が持てない時期がありました。そんな私が、コーチングと
出会ったことで、自分や周囲を大事にできるようになり、落ち込んでも、すぐに立ち上がれる心の強さ、しな
やかさを手に入れることができました。
思いがけない仕事や人とのご縁が広がり、周りには応援してくれる人が集っていました。
今、コーチとして、人の前進を応援することが大好きです。
コーチ小紫は、
あなたのビジョンや志を引き出し、目標を設定し、それを実現するお手伝いをします。
あなたの内面（メンタル）を整え、周囲に左右されない状態となり、目標に向かって進む伴走をします。
さらに、私ができること。
それは、あなたが、周囲から応援され、好かれるための話し方やコミュニケーションをプロデュースできるこ
とです。
どんなに実力があっても、素晴らしいアイデアがあっても、それを１００％伝える、アピールすることができな
ければ、周囲には評価されません。
内側からあなたらしさを引き出し、それを効果的にアピールすることで、目標達成のスピードは加速しま
す！
「自分らしく輝きたい」「周囲に応援されて、幸せに成功したい」・・・そんな あなたを応援します！
クライアントの方は、いつも、私が想像する以上の成長・進化を見せてくれます。
「人間の可能性って、果てしない。人の成長には限りがない。」
そのことを教えてくれるのは、クライアントの皆さんです。
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コーチ

吉武利恵
1972 年 山口県下関市生まれ。東京在住。
体操・ダンス講師、ファッションモデルとして活動後、
IT 関連企業で営業支援、セミナー支援を行う事業部長として新規事
業の立ち上げに携わる。
コーチングとの出会いは、2003 年にリーダーの対人スキル研修。
「自分の得意な業務は何か？」「どのようなことに工夫をすれば効率
的になるか？」など、メンバー自身が自分で気づき、行動を起こすた
めのサポートをすることに共感し、実際に活用してきました。
2008 年にリリア株式会社を設立。
プレゼンテーションのスピーカーや印象に関するセミナーの講師とし
て活動。
2009 年に COACH A のコーチングトレーニング「CTP」を受講し、
2010 年に一般財団法人 生涯学習開発財団 認定コーチ資格を取得。
ヒューマンサポートのために、イメージコンサルティング、礼法・マナー、心理カウンセリング、心理テストラ
イターなどのスキルを習得。
クライアントの可能性を最大限に引き出すサポートができることは、コーチとして最大の喜びです。
クライアントが抱える課題に対して、コーチとして継続的なサポートを行っています。
≪ クライアントの一例 ≫
1. 起業、出版、新製品発売に向けたコーチング
→会社設立、ビジネス書出版、新製品発売を各クライアントは成し遂げました
2. ファイナンシャルプランナー資格取得のためのコーチング
→ファイナンシャルプランナーの資格を取得
3. キャリアカウンセラーのスキルアップコーチング
→キャリアカウンセリングスキルでは足りない部分をコーチングスキルで補う
4. 取引先社長との人間関係構築コーチング
→人間関係の構築に成功し、ビジネスパートナーとして良好な関係を築くことに成功
上記のクライアント事例で一番重要なことは、クライアント自身の行動と努力があったことです。
短期的な目標達成だけを目指すのではでなく、その先に繋がる明るい未来を明確にするこを重要視してい
ます。
目標を単発で終わらせず、その先の明るい未来に繋げることが、目の前の短期的な目標に対して行動を
続ける原動力にもなるのです。
私はコーチとしてクライアントの明るい未来や夢をビジュアル化して共有させてもらい、目の前の目標に向
けては伴走車のコーチとして、関われたことに誇りを感じています。
明日のあなたが、ひときわ輝くためのお手伝いをするコンサルタントとして、また、コーチとしてクライアント
に寄り添いサポートを行っていきます。
日本人として世界に誇れる日本文化を残すために、日本文化着物礼法研究家としての活動も始めていま
す。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
目標に向かって一緒に歩みませんか？
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コーチ

弘中里佳
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
日本コンサルタント協会認定・ＰＢＣコンサルタント
宅地建物取引主任者 (山口)第 006577 号
山口県出身
子供の頃から「動物の仕事がしたい」と願い、
地元高校から北海道酪農学園大学短期大学部にて酪農全般及び、
動物の繁殖学を学ぶ。
卒業後、猿の調教師として北海道内のイベントで活動。
世界の大道芸人と交流した際、習慣の違いなどに衝撃を受け、また
志の高さに触れ、
動物だけでなく人間にも興味を持つようになる。
帰郷後の 2005 年、某保険会社の営業職員として入社。
二年目以下の職員の部において、月別全国ランキング２位達成。
日々の営業活動の中で、今まで以上に【人】に興味を持ち、コーチングを学び始める。
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ取得、日本コンサルタント協会認定 PBC コンサルタント取得。
志を同じくする経営者との出会いにより、エヌアイテック有限会社にてコーチング事業部を立ち上げ、
コーチング、コンサルタント業務、セミナー等に従事する。
主な活動
（個人）
・ミドルエイジクライシスからの脱却（ちょうど 30 歳頃に起こる無力感からの脱却）
・何かを変えたいけど、何をしたら良いか分からない、テーマなきコーチング
・個人のリーダーシップコーチング
（ビジネス）
・営業職の方向けのビジネスコーチング、コーチ型ビジネスコンサルタント。
・コーチ、士業等に従事する方の基盤、コンサルタント力の強化
・コンサルタント協会認定資格取得講座の講師
コーチからのメッセージ
正しい事より、あなたらしいという事の方が、はるかに重要な時代が到来しています。
自分らしさを取り戻し、今の自分を超越していく成長の過程は、
どんな娯楽よりも、自分自身をとりこにし夢中にさせます。
私のクライアント様方も、コーチングが進むごとに、行動を起こす事が楽しくて仕方なくなり、
「もう、コーチは必要ないですね、卒業ですね。」と声をかけてしまうくらいです。（笑）
猿回しの時も、営業の時も、コーチングでも、人を笑わせるのが、私の仕事です。
笑う事で、緊張が解け、本当の自分を客観的にみられるようになり、そこにあなたらしさが潜んでいます。も
う一度、言います。
正しさより、あなたらしさ！
それを共に探していきましょう。
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ライフコーチ／ディレクター

山上晴美
GCS 認定プロフェッショナルコーチ
GCS 認定講師
日本メンタルヘルス協会基礎心理カウンセラー
大学卒業後、演劇、出版、広報分野に携わる。2001 年に編集事務
所有限会社木颯舎設立。多忙を極め心身の不調を感じたのをきっ
かけに仕事の方向性をリセット。自身のコミュニケーションの傾向と
受け止める心のあり方を探求すべく、コーチングと心理学を学ぶ。コ
ーチングを学ぶうちに単なるコミュニケーションや対人サポートのス
キルではなく、学ぶ本人にも大きな成長がもたらされる深いものだと
いうことを実感し多くの人に体験してもらうべく、2009 年より個人セッ
ション、2011 年より講師としてスタート。現在、GCS 東京本校講師、
跡見学園女子大学文学部兼任講師。
コーチからのメッセージ
会社勤務でのビジネス経験、起業して 15 年以上の独立経験、マスコミ分野での現場体験など、豊富な職
業体験、コミュニケーション不全で苦しかった人生経験をもとに、自己の在り方と軸の定め方を重視。自分
がもっとも力を発揮して輝けることこそが一番の「人、社会、世界への貢献」につながると確信しています。
「本当の自分」＝「being」とは何か。その先にある「なりたい自分」＝「doing」は何か。両者の調和の元に天
から授かった仕事「天職」（既存の職業とは限らない）に出会うためのコーチングセッションをいたします。ク
ライアントが求める未来へ向かうための大いなる変化が現実になるために、強い決意をもって献身的に関
わります。
・今の状況をよりよくしていきたいと真剣に考えている方。
・ご自身のテーマに真摯に取り組む意欲のある方。
・ご自身の内面のすべてと向き合う覚悟ができた方。
・自発的に考えたり行動したりする意欲のある方。
・ゴールまでの伴走者として山上晴美を信頼してくださる方。
・コーチングはクライアントとコーチの恊働作業により機能します。事前にヒアリングさせていただき、場合
によっては実施に至らないこともありますのでご了承ください。
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有限会社ダイスマネージ 代表

山田光一
有限会社ダイスマネージ 代表
山田 光一
（一財）生涯学習開発財団認定 プロフェッショナルコーチ
日本フードアナリスト協会 認定講師 認定箸講師
リスクマネージメント BLR
1970 年 3 月 28 日 大阪府生まれ
卒業と同時に飲食店に勤務し和食料理を勉強。マネージメントに目
覚め調理職ではなく営業職に転向。大手飲食チェーンにて業態長、
ブランドマネージャー、西日本地区マネージャーを歴任。外食産業
はマーケティングとコーチングと悟り、平成 16 年飲食店コンサルタン
ト業のダイスマネージを設立し独立。
独自のマーケティング学で不振店の再生や新業態の開発とコーチングスキルを活用した人材育成を主業
務としている。
外食産業で一番の悩みは「人」に関すること。人材不足から始まり、定着率の悪さ、教育・育成など、本当
に多くの企業も同じ悩みを持っています。 不振店の原因も多くは「人」ということを自分自身でも通過して
いました。
激変するマーケットや時代にも関わらず、10 年前と同じ教育スタイル、人材育成方法をとっていては駄目
だと感じたとき「コーチング」と出会いました。
価値観の押し付け、命令、強制、では人材は育たない。 この思いから、厳しい産業の外食産業、「人」あり
きの外食産業を、「人という財産で飲食店を活気付けたい」
「人材を人財に変える」このお手伝いをしたいと思い本格的にコーチングを取り組み始めました。 現在は
経営層に対して１to１、 管理職対象としたコーチング研修、コーチングスキルを活用した会議で飲食店様
のお手伝いをしています。
コーチからのメッセージ
山田光一（ヤマダコウイチ）と申します。
私のページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
業績を向上させたい、人材を育成したいなど コーチングは大きな効果を発揮します。
あなたが本気で願えば、そのようになることは十分に可能です。あなたにはそれを可能にする力がありま
すが眠っているもしくは気づいていないだけです。
それを十分に引き出し、気づきを与え、自信の行動を変えと成果へのプロセスをサポートするのが私たち
コーチの仕事です
選手が同じでも監督が変わるだけで優勝する野球チームは多く存在します。 それは選手のモチベーショ
ンを上げ、選手の不足しているスキルを気づかし最高の練習方法を選手自身で考えさせることができる監
督だからです。 ビジネスの世界に置き換えても部下のスキルを叱る、罵るより部下のモチベーションを上
げ自ら考えて動く部下がいるチームはおのずと実績業績は上がります。
私は教育、研修を受けるのは新入社員や部下ではなく経営層や管理職からだと考えています。 管理職
がコーチングを学び体感し、そして自分の部下やチームを育てる管理職に一番必要なのはチーム力の強
化と、人材育成力でありコミュニケーション能力であります。
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（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ

中山北斗
(一財)生涯学習開発財団 認定コーチ
ヒューマンスキルアップ研修講師
HCJ 認定メンタルコーチ
HCJ 認定ヘルスコーチ
１９７０年生まれ 東京都中央区出身、千葉県市川市在住、東
邦大学理学部生物学科卒
新卒で商品先物取引の新規開拓営業を行う。その後、NTT ドコ
モの imode 公式サイトを運営している広告代理店で営業マネー
ジャーとして活躍。飲食店や美容室、ネイルサロン、整体院など
の集客に貢献。
外資系の生命保険会社に転職しその方のライフプランに合わせた金融商品で資産配分の設計、提案、管
理を行う。
退職後、以前から興味があったコーチングの勉強を日本最大のコーチ養成機関 Coach21 にて 2006 年から
スタート。
2007 年 一般財団法人生涯学習開発財団 認定コーチ合格。
インターネット求人広告会社で企業の採用広告営業を経て上場企業の親会社に移る。
人材紹介の営業、登録面談、キャリアカウンセリングにより転職相談や求人企業紹介を通じて多くの方の
キャリアマネジメントに関わる。
コーチング専門分野はビジネス、起業、キャリアアップ、対人関係が中心で本人が「自分らしい生き方」が
出来るようにサポートするのが特徴。
現在は企業向けにコーチングスキルを生かしたヒューマンスキルアップ研修の講師として企業で活躍でき
る人材の育成に携わる。
コーチからのメッセージ
私は子供のころからずっと人見知りでした。
怖かったのです。知らない人と関わることが・・・
記憶にはありませんが恐らくイヤな体験をしたために人と関わることで傷つくのが怖かったのだと思います。
それでも人が好きだったため「誰とでも楽しくコミュニケーション取れるようになりたい！」という一心で大学
卒業後、新規開拓の営業という仕事を選び社会人のスタートを切りました。たくさんの初対面の方々と接す
る毎日でした。
でも変わらなかったのです。
仕事と割り切ってやっていたため表面上ではそうは見えなかったかも知れませんが実は初対面の人が「怖
い」という思いは全く消えなかったのです。
それでも営業を続けました。いつかその思いが無くなることを信じて。
そんな時にコーチングに出会いました。
それから徐々に初対面の人が怖いという思いが無くなりました。
それによって今まで人と関わる時に感じていたストレスが減ったどころか人と関わることがとても楽しくなり
ました。
さらに今まで隠していた自分をさらけ出せるようになったため「自分らしい生き方」が出来るようになったの
です。
人間関係が原因で仕事やプライベートがうまくいかない方や今のご自身に違和感を持たれている方、夢を
実現しもっと魅力的なご自分になりたい方が「自分らしい人生を手に入れる」お手伝いをさせて頂いていま
す。
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「ことばプロデュース」代表／ことばプロデューサー／ライティン
グ・コーチ、コーチ／編集者、ライター／１女３男の母

寺尾真樹
「ことばプロデュース」代表
ことばプロデューサー／ライティング・コーチ、コーチ／編集者、
ライター
あなたが自分に OK を出すこと。
あなたという「個」にしかない経験、スキル、魅力、強み、思
い・・・
それを引き出すこと、それを、「言葉」を通して形にすること、そ
れを、必要とする人のところに届けること、そんな「場」をつくるこ
と。
そんなお手伝いをいたします。
大学卒業後、専門誌の編集者となる。結婚後、第１子の出産
を機にフリーランスに。その後 20 年以上にわたり、書籍を中心に、雑誌、パンフレットなどの編集・執筆・コ
ピーライティング・翻訳（英日・日英）などを行う。また、ビデオ、イベントなどの企画・製作・プロデュースなど
にも携わる。第４子の就学後、自己啓発教材・書籍製作販売会社、および医療系ベンチャー企業のマーケ
ティング部門で、営業戦略の企画・実施、クリエイティブ、マネジメントを経験する。編集・執筆で携わったジ
ャンルは、自己啓発をはじめ、ビジネス、英語学習、教育、国際協力・国際理解、出産・育児・健康、医療、
文芸などで、媒体は書籍、雑誌、ムック、小冊子、パンフレット、DM、Web サイトなどから大学の紀要まで、
多岐にわたる。また、ロジカル・ライティング、入試・入社・その他各種試験のためのエントリーシートや自己
推薦書、記事などの書き方指導も行う。
2008 年、生涯学習開発財団認定コーチ資格を取得。2010 年から、コーチングと書く・構成するなどのスキ
ルを融合させ、独自のライティング・コーチングの提供を開始。書きたい・伝えたい思いを言葉にし、書籍
（電子書籍を含む）や冊子、あるいは自己 PR 文などの形にまとめるお手伝いをしながら、「書く」ことを通し
て自分を掘り下げるコーチングを行っている。（ただし、出版をお約束するものではありません。）現在は、
その人にしかない「個」の経験、スキル、魅力、強み、思いなどと、その力を必要とする人々とをつなげる
「場」をプロデュースする活動にも取り組み中。
子どもの頃から、感動の一瞬を永遠にしたいという願望があり、心が動くと詩や日記を書いていた。「ハー
モニー（とくに歌）」と「みんなで一つの目標に向かっている時」が好きで、小学校時代から合唱部に所属し、
高校・大学時代にはオペラを制作・上演する。その後も、演奏会やイベントの企画・実施に携わる。人を動
かすのは、理屈ではなく感動だと思っている。 大学時代には異文化に興味を持ち、インド・南米・北米・ニ
ュージーランドなどを旅する。文化の違う人たちと知り合う中で、みんな違うけれど同じ人間、同じだけれど
一人ひとり違う、ということを実感。違いの中の橋渡しを考えるようになる。 結婚後は、助産院で家族に見
守られながら 1 女３男を出産。主体的なお産が広がることを目指して「いいお産の日」（現在ＮＰＯ法人化）
の企画・実施などに参加するほか、出産・育児の自主グループ活動を行う。また、国際理解・教育支援や
青少年育成のためのＮＰＯ活動に取り組み、インドスタディツアー（東京都ユネスコ連絡協議会主催）やそ
の他のイベントの企画・実施に携わる。その他、不登校児のためのフリースクールの講師、子どものため
のジャーナリズム活動ＮＰＯ｢チルドレンズ・エクスプレス｣における記事作成指導、児童養護施設の子ども
たちに大学生が勉強を教えるプロジェクトのお手伝いなどを行う。
コーチングに出会ったのは、第 3 子が中学 1 年生の時、「僕、人生に疲れた」と言うのを聞いたのがきっ
かけ。もっと子どもの話を聴けるようになりたいと思うと同時に、自分自身ももっと話を聴いてほしいと思っ
ていることに気づき、CTP でコーチングを学び始める。2008 年、生涯学習開発財団認定コーチ資格を取得。
学ぶ（＝セルフコーチングを行う）うち、自分の中でブレーキとなっているものに気づき、手放す快感を知る
（まだ練習中）。そんな自分の変化が楽しくて、コーチングの可能性に惹かれ、コーチとしても活動を開始す
る。
保有資格：実用英語検定 1 級、中学 1 級・高校 2 級 普通教員免許（国語科、書道科）、表千家不白流茶
道師範
1961 年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。
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自分仕事創出コーチ

岩崎 忍
CTI 応用コース修了
GCDF-Japan キャリアカウンセラー
埼玉県出身 埼玉県在住
1997 年 東京理科大学卒
・営業として人材紹介会社、アート関連ベンチャー企業、
Web 関連会社 2 社を含む 4 社経験。
・人材紹介会社では、キャリアカウンセリングも兼務。
2010 年 コーチとして独立
【コーチング】コーチングセッション総数 62 名（2010.8.31 現在）
2009 年 5 月 コーチング講座（CTI）を受講
2009 年 12 月 コーチ活動開始
2010 年 8 月 （株）リクルート『アントレ開業準備室』専属コーチ
岩崎 忍コーチからのメッセージ
『他の人と同じ仕事をしてつまらなくないのかね？』
8 年前にあるメインクライアントの社長へ人材紹介の営業をしていた時に、言われた言葉です。ちょっと営
業成績が良くなくて元気がなかったからだけだったかもしれませんが、その言葉は私の心に突き刺さり、仕
事で悩んでいるときにふっと思い出されたものです。
幸い、当時職名としてはなかった社内カウンセラー職の方を紹介し、人材教育兼メンタルヘルス専門の部
署を創設することにつながりました。
その後、アーティスト（画家）をプロデュースする仕事についたり、世界で活躍するアーティストのお話を聞く
機会を通じて、彼らが自分らしい表現を見つけ、仕事に就くこととはまさに、世界に通用するパーソナルブ
ランドを作ることなのだと気づきました。
「既存にはないこんな仕事をしてみたい」、「既にある仕事だけどもっとこんな風にしたい」と自分らしい仕事
をすることは、アーティストだけの専売特許ではないと思います。自分が大事にしている価値観やこんな風
になったらいいなという世界観を仕事を通じて表現したいという方をサポートします。
それは、自分が伝えたいことを明確にしたり、キラッと光るものを一緒に見つけてゆき、輝きを増すために
いろんな視点から見つめ、更に磨いたり、余分なものをそぎ落としたりすることを共にしてゆきます。自分ら
しさのために変えないところはどこか、逆に（表現が）伝わるために変えるのはどこかを見つめます。自分
の強みや自分らしさほど、当たり前と蓋をかぶせて自分では見えづらいことが多いからこそコーチングとい
う他の視点・あなたのありのままを映す鏡が有効であると思います。
実は、先程の社長の質問にやっと回答が出るようになったのもコーチングのおかげなのです。私自身もコ
ーチングを学び、受けながら、自分を見つめ自分を変えてゆく過程で『コーチングを通じて新しい仕事をクリ
エイトしてゆくこと』が自分の仕事なのだと腑に落ちました。そして、自分を承認してくれるコーチという存在
がいることで、自分の願望に素直に向き合い、願望をかなえるために動くことに集中できるようになりました。
また、お一人お一人のコーチングにとどまらず、自分らしい仕事をしている方同士が、集うことで輝きがパ
ワーアップしたり、つながって新しい輝きができる場を作ってゆきます。それによって、一人だけではなしえ
ない更に新しい何かを常にクリエイトする過程で、多様な仕事やサービスなどが生まれ、豊かな世の中に
なる一助となれたらと思っています。
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エコロジーコーチ／環境ジャーナリスト／講演講師

富永秀一
銀座コーチングスクール認定コーチ
昭和 42 年(1967 年)生まれ。
愛知県豊明市(名古屋の南隣)在住。
妻と一男三女の六人家族。
広島大学附属高校→中央大学法学部法律学科卒
1990 年 名古屋テレビ放送株式会社入社。
アナウンサーとして 10 年、記者として 1 年半経験。
2001 年 環境ジャーナリストとして独立。
インターネット eco 放送局 otomi.tv 開局。
2003 年 合資会社 otomi.tv 設立
テレビ番組制作、新聞、雑誌への記事掲載、講演、ブログ、Twitter
等様々な方法で環境問題、エコライフ、環境ビジネス等について情
報発信中。
コーチからのメッセージ
環境分野での取材や実践の経験を活かして、エコロジーコーチングを行います。
これは、組織や会社の環境面での良い点や強みを引き出し、伸ばすお手伝いをしようというものです。
テレビ番組制作のため取材をしていて、自社の環境面での良い点や強み、力を発揮できそうな分野などに、
私が指摘するまで気付いていなかったケースが多々ありました。
私がコーチングをさせてもらえば、より幅広い視点から見つめ直すことで、組織や会社の環境対策、環境
配慮、エコ製品・サービスの開発などを、自前の人材だけで考える場合より、早く、大幅に推進することが
可能になります。
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コーチングプラス代表

石谷二美枝
（一財） 生涯学習開発財団認定コーチ
日本メンター協会認定メンター
日本ケア・カウンセリング協会認定ピアカウンセラー
トリプルＰファシリテーター
honoka ハートフルタッチケア協会認定ベビマインストラクター
センセーション・カラーセラピー・セラピスト
小学校教諭免許・幼稚園教諭免許
1963 年 北海道美唄市生まれ 北海道在住
幼稚園教諭・幼児教室講師を経て結婚、二児の母。
2004 年よりコーチ 21 にてコーチングを学ぶ。（一財）生涯学習開発
財団認定コーチ
2007 年 2 月全課程終了。
現在は、パーソナルコーチ（個人コーチ）･子育てコーチとして活躍。
コーチからのメッセージ
４０歳まで専業主婦だった私が「出来るかもしれない」と一念発起し、コネも人脈もないところから年間 80 講
演を行うまでになりました。「人はみな可能性の塊」出来ないとしているのは自分の枠だけです。軽やかに
生活できるサポートをしたいと思っています。
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関口ひさ子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
中学・高校教員免許第一種 英語
笑顔のコーチング認定ファシリテーター
1971 年生まれ 北海道札幌市出身 埼玉県在住
上智大学文学部教育学科卒
２児の母
大学時代から人の成長に興味を持つ。
エンタメ系企業に就職後、お客様窓口の責任者として１４年ほど仕
事をしてコーチとして独立。
スタッフの面談で大失態をおかしたのがコーチングを学んだ原点。
ワーキングマザーとして８年間、子育てと仕事を両立。
部下育成と子育てでコーチングを生かす。
コーチからのメッセージ
実は、私はいつも叱ってばかりのママでした。子どもをどう扱ったらいいのかわかりませんでした。
学生時代から氷河期といわれた就職活動をくぐりぬけ、どちらかというとうまくいっていたと思っていた私の
人生が、子どもが生まれてから初めて、自分がコントロールできないことにぶちあたったのです。
子どもをコントロールしようと思っても、できない、できないから、叱る、叱るから、子どもも意地を張る、
意地を張るからかわいく思えない、そんな悪循環の中にいました。
何とかしたい！と考え、その頃であったコーチングを勉強する決意をしました。
勉強していく中で、自分の怒りの源泉は相手ではなく自分の中にあったと気付きました。
自分と徹底的に向き合うことで、自分の完璧主義的な価値感、思い込みやブロックをはずしていき、
楽しく子育てが出来、子どもものびのびとしてくることがわかりました。
子どもの能力や可能性の芽をつんでいたのは実は自分だったのです。
ついついガミガミと叱ってしまう、子どもが言うことをきかない、など
悪循環から抜け出したい、子育て中のお母さんや、女性の方の手助けが出来ればと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。
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ライフイベントコーチ

はっとり さちこ（服部幸子）
Space AOOOZ 代表
自分の強みを生かして本質を満たす選択と決断をするライフイベン
トコーチングで、
ライフイベント(転機）を起こして
【自分にしかつくれない生き方・働き方】を実現します。
Clark
Consulting
Group
Inc
Certified
Business
Management&Communication Coach
国際コーチ連盟（ICF）認定 ACTP/CTP プログラム修了
米国協会公認 NLP マスタープラクティショナー
日本キャリア開発協会認定 キャリア・デベロプメント・アドバイザー
（CDA）
文部科学省一般財団法人生涯学習開発財団 認定ワークショップ・
デザイナー（WSD）
大阪商工会議所認定 メンタルヘルス・マネジメント II 種ラインケア
日本メンタルヘルス協会認定 心理カウンセラー
iDEAR ヒューマンアカデミー認定 メンタルトレーナー
VOICE 社公認ソース・トレーナー
薬剤師
MBA 経営管理修士 (Master of Business Administration)
東京理科大学 薬学部薬学科卒業
東京理科大学大学院 薬学専攻卒業
世界 TOP3 消費財メーカー勤務経験
青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科卒業
・1992 年に米国でリーダーシップコーチングを修得。世界 TOP3 外資系消費財メーカーで「一人ひとりの価
値や興味を満たす働き方の実現」と「メンバーの強みを終結して成果を出すチームづくり」を目指すコーチ
型マネジメントを実践する。新製品を企画開発し、ロングセラーを世に誕生させる。
・さらに大脳生理学、NLP やメンタルトレーニングなどを学び、メンタルをミックスしたコーチングコミュニケー
ションはユニーク。
・西欧・オセアニアで 2 年間のセミリタイアの経験を持つ逸材。帰国後、起業家メンターに師事し、実践的な
ビジネスノウハウとともに相互支援自立家精神を体学しつつ、アカデミックな経営学の視野を広げ、ライフ
＝キャリアを実現するメンタリングへと磨きをかけている。
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ものと心を整理するコーチ
頑張り過ぎて少し疲れ気味な方を応援するコーチ
毎日を楽しく生きたい方向け専門コーチ

仲井圭二
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ，
銀座コーチングスクール認定プロフェッショナルコーチ，
魔法の質問認定講師，整理収納アドバイザー，ファイリングデザイ
ナー，
NPO 法人ハウスキーピング協会認定講師，気象予報士，技術士（建
設部門）
1961 年 9 月 大阪生まれ
1986 年 3 月 東京大学大学院（修士）修了．海洋物理学専攻．
1986 年 4 月 （財）日本気象協会入社
2003 年 2 月 （株）エコー入社．気象や波浪，津波，高潮等の海岸工
学分野の調査・研究に従事．
2006 年 1 月 整理収納アドバイザー資格取得
2010 年 2 月 生涯学習開発財団認定コーチ資格取得
2012 年 11 月 銀座コーチングスクール認定コーチ資格取得
2013 年 11 月 銀座コーチングスクール・プロフェッショナルコーチ資格取得
2013 年 12 月 博士号（工学）取得（九州大学）
2020 年 1 月 国家資格・キャリアコンサルタント取得
現在
本業の傍ら，整理に関する講座の講師，個人向けコーチング，コーチングに関する講座の講
師，大学の非常勤講師等の活動．
著書：「40 代からの自分の人生を充実させる整理術」（Nana ブックス）
コーチからのメッセージ
私達は皆幸せに生きたいと考えています．
そのためにはどうすれば良いのでしょうか？
自分のことを良く知り，どのような時に楽しい，嬉しいと感じるのかを理解することです．
そして，自分が楽しい，嬉しいと感じるような環境下に自分を置くことです.
自分という人間を観察すると，自分が良く分かって来ます．
そして，どんな風に行動すれば自分は一番気持ちが良いのかがだんだん分かって来ます．
それと同時に他人のことも見えて来ます．
「全ての答は自分が持っている」ということを信じて，一歩を踏み出してみましょう．人間はいつでも変わる
ことができます．
自分がなりたいと思えばそのようになることができます．
自分を知ってなりたい自分になる，そのお手伝いをさせて頂きます．
気になったらすぐ行動しましょう．
きっと何かが変わります．
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コーチ

詫摩浩一
一般社団法人 生涯学習開発財団 認定コーチ
一般社団法人 日本スポーツコーチング協会
スポーツコミュニケーションアドバイザー＆コーチ
1961 年 神戸生まれ
三越にて 800 人をマネジメントする際、コーチングを学ぶ
2012 年 三越を退社し プロコーチとして独立 2014 年
現在、日本スポーツ協会指導者資格更新研修、海上自衛隊第
３術科学校、企業などで 指導者と選手・生徒、上司と部下のコ
ミュニケーション技術を指導
2019 年より avex artist academy インストラクター対象の研修、
コーチとして活動
コーチからのメッセージ
スポーツの指導者、スクールインストラクターみなさん、指導者と選手・生徒との関係性の作り方、個性の
活かし方、効果的なコミュニケーションを学びながら、コーチングにより目標達成を共に目指しましょう

190

コーチングプラス代表

谷川 知

Tanikawa Tomo

NPO/特定非営利活動法人日本プロフェッショナル・キャリア・カウン
セラー協会認定エグゼクティブコーチ
１９６７年神戸生まれ。神戸大学経営学部卒業。
大学卒業後、大同生命に入社、総合職 1 期生となる。
税理士代理店営業に携わり、神戸にて営業課長として全国最下位
から全国第 1 位制覇と多様な経験を積む。その際に部下の育成、モ
チベーションアップのための方策に注力し、部下育成の自分なりの
方針を得るに至る。
岐阜に転勤となり、夫と離れて単身赴任生活。その最中に第 1 子妊
娠が判明、大きなお腹を抱えながらも、2 度目の全国第 1 位を獲得。
1 年間の育休の後、広島で復職。子どもを保育所に預けながらワーキングマザーに。夫の転勤を機に退職。
その後、やはり専業主婦は向かなかったのかと、悶々とした専業主婦時代を過ごす。
会社員時代の自分の強み、「人の話を聞くこと」「人のモチベーションを上げること｣｢結果を出すこと」…など
生かせるのは【コーチング】以外ないとひらめき、2007 年コーチング資格を取得。
ワークライフバランス…子育てと仕事との両立をしながら、自分に合った働き方をするには、起業が一番適
していると考え、コーチングプラスを立ち上げる。私は自分らしく生きるための最初の一歩を踏み出した方
と踏み出したい方を応援します。無限の創造力と活力を秘めたあなたに、お会いできる日を楽しみにして
います。
コーチからのメッセージ
もしあなたに、あなた専属の応援団がいたらどうでしょう？
その応援団は常にあなたの言葉に耳を傾け、あなたの価値をあなた以上に信じ、励まし、認め、批判せず、
指示をせず、それでいて、何があなたにとって大切で必要なことかをあなた自身が答えを出せるように導い
ていく…それがコーチングプラスのパーソナルコーチングです。
ビジネスの場面において、またプライベートな場面でも、コーチングを受けることによって、あなたは自分の
魅力を最大限に発揮し、前進する大きな力を生み出します。
まずは「一歩踏み出そう！」と強く願ってください。
どんどん前進していくあなたはとても魅力的で生き生きとしています。
コーチングプラスは、これまでの殻を脱ぎ捨てて変わっていくあなたのお手伝いをします
私はコーチングの教科書で習うようなコーチング会話は苦手です。ナチュラルに、そしてずっと昔からあな
たと知り合いであったかのように、あなたの隣にいて、ごく普通に語らいながら、何かに気づく…そんなよう
なコーチングを目指しています。
お気軽に体験セッションを受けてみてください。
あなたのお声を聞く日を楽しみにしています。
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高橋和子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ、（財）公務研修協議会 認定
接遇研修指導者
１９６６年生まれ 23 年間、市役所に勤務した後、コーチとして独立。
２００７年より コーチ２１にてコーチングを学ぶ。
現在、個人コーチングのほか、講座 「子どもを受けとめる～親のコ
ーチング講座～」「親子の花育＆コーチング講座」等を行っている。
コーチからのメッセージ
私は公務員でした。といっても「市民のために働きたい」と志が高か
ったわけではありません。
それでも年数を重ね、直接に市民の方達と接し、ときに叱られ、ときに認められ、いくつかの部署を経験し
て市役所の業務が理解が進んでいくと、“普通に”よりよい仕事がしたいと思うようになりました。よりよいと
は、市民のために、働く自分や職員のために。
ところが、意欲が高まると、がっかりすることも増えていきました。小さな提案が通らない、ほんの少し改善
するだけで市民にも職員にもメリットがあるだろうと思うことが大げさに捉えられて物事が動かない、進まな
い‥。大きな期待をしているわけじゃない。“せめて普通に”仕事をさせてほしいだけなのに。やがてそう思
うようになりました。
周囲を見渡せば、こんな気持ちがどんよりと蔓延していました‥。
今、組織への不満や閉塞感、過重労働で疲弊していく職員や社員はとても多くみられます。
そして自分を守るために、業務や人間関係の境界を厳格なまでに引いたり、逆に、何でも引き受けて許容
量を超えてしまったり。それはトップが考えているより、ずっと深刻な状況です。
そんな職員、社員や組織に、負のスパイラルを抜け出して欲しいと思っています。
私は、コーチングを通して、そのお役に立てると考えています。
組織に属していたからわかること、組織から離れたからわかること、そこに属していないから話せる存在に
なれると考えています。
個人のモチベーションをあげる、せめて社員や顧客にがっかりさせない組織をつくる、ために、対象やテー
マに合わせた職場研修、個人コーチングを行います。
一方、子育てに関しても、親として、大人として関わるなかで「子どもはまっすぐに生きよう」としていることを
実感しています。
子どもを受けとめるために「子どもを知ること」「親自身を知ること」が必要であり、子どもが自ら考え、行動
できるようになる「親の関わり方」があると思います。
これらを一緒に学んでいけたらと思っています。
そして、パーソナルコーチングでは「なりたい自分」を目指す方、探している方を応援します。
講座のご依頼も受けています。特に「親子の花育＆コーチング講座」はオリジナル企画です。
ご興味のある方は、ご連絡ください。
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コーチ／英語学習サポーター＆アドバイザー

相澤俊幸
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
ESAC 認定 英語学習プロフェッショナルアドバイザー
国際コーチ協会（ICF）会員
日本コーチ協会（JCA）正会員
1969 年 福岡県北九州市生まれ、千葉県在住。
英語をきっかけに、あなた本来の魅力と能力を引き出していくコーチ。
学生時代はコンサート業界にて、舞台監督目指して５年間アルバイ
ト。
その後大学のコンピューター室にてインターネットに出会い、進路変
更。
システム管理やウェブ開発のアルバイトをはじめる。
結局大学は中退し、そのままインターネット業界へ。13 年間 IT 業界各社にて技術職を務める。
ソフトバンクグループ、マクロメディア（現アドビ）、アカマイ等で技術部署のマネージャー、部長職を歴任。
ビデオ配信ベンチャーの本社立ち上げ、米国シリコンバレーのネット技術ベンチャー勤務を経て独立。
海外留学や駐在の経験なしに、30 歳を過ぎてから仕事を通じてビジネス英語をマスターした。
社内コミュニケ―ションだけでなく、欧州・アジア・オーストラリアの顧客に対するサポート／営業活動を英
語で行っていた。
2011 年からは日本語ネイティブ以外を対象にして、英語でのコーチングを提供すべく、ただ今準備中。
TOEIC985 点。
現在は個人を対象にして、キャリア、スキルアップ、起業などをテーマにコーチングを提供している。
コーチからのメッセージ
私は大学を中退してから、インターネット業界を中心にエンジニアとして、13 年のキャリアを過ごしました。
その間に独立を含めて、合計 7 回の転職をしました。13 年の間には、、、
チームリーダーに抜擢されるも、激務のため肺炎にかかり入院。
外資系企業への転職を成功させたのもつかの間、うつ病で退職を余儀なくされる。
シリコンバレーのベンチャーへの転職を果たしたら、リストラでレイオフされる。
など、数多くのアップダウンを経験してきました。
自分は恵まれている、と感じているときでも、心の中には埋めきれない穴があったような気がします。
ですが、今は違います。
自分をよく理解しています。
自分を信じています。
ビジョンに向かって一歩一歩進んでいます。
一日一日を楽しんで、幸せな時間を過ごしています。
私の場合、変化のきっかけはコーチング。
コーチをつけてから、私に変化が訪れました。
その変化を、あなたにも感じてほしくて、自分もコーチになりました。
あなたが望むなら、あなたは英語力をつけることができます。
あなたが望むなら、あなたは新しいキャリアにチャレンジすることができます。
あなたが望むなら、あなたは自分のビジネスをスタートして、成長させることができます。
つまり、あなたが望むならば、あなたは目標を達成することができるのです。
コーチとして、私はあなたの力を信じています。
あなたと一緒に歩み、あなたの目標実現を全力でサポートします。
お気軽にお問い合わせください。
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合同会社友歩 代表／日本実務能力開発協会理事長／パーソナル
コーチ／ビジネスコーチ／コーチング講師

上前拓也
NPO／非営利活動法人
日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会認定エグゼクテ
ィブコーチ（資格第 ECO-S-00464 号）
一般財団法人 生涯学習開発財団認定 及び
内閣府認証 医療福祉情報実務能力協会認定
メンタルケア心理士（資格第 E0907050340 号）
厚生労働省認定 ジョブカード登録キャリア・コンサルタント
（国家資格）職業訓練指導員
（国家資格）初級システムアドミニストレーター
社会福祉法人のグループ企業にて約 13 年勤務していました。
セミナー講師・新人教育担当・社内ＳＥ・営業等、様々な業務を担当しつつ、コーチングや心理カウンセリン
グを約６年間行ってきました。
現在は完全に独立し、企業や個人へのコーチ業と心理カウンセリングの会社を経営しています。
コーチからのメッセージ
こんにちは。北海道でコーチとして活動しております上前拓也（かみまえたくや）と申します。
北海道でのコーチング研修を始め、北海道道内・外拘らずお呼びいただいた所へ飛んで行き、各種研修、
セミナー、コーチング個人セッションを行っております。
様々な企業様や団体様、個人の方からお話をお聞きする機会が多いのですが、よくお聞きするのが「コー
チングを取り入れたい（勉強したい）けど、本当に効果があるのか疑問を感じる・・・」というご意見です。
コーチングを取り入れた企業（人）は物凄いスピードで改革されます。カルロスゴーン氏が日産自動車の建
て直しに、幹部全員にコーチングを習得させたのは有名な話です。しかし、従来のトップダウン型で形成さ
れた組織から脱却することを恐れ、取り入れることを躊躇している企業が多い事が残念でなりません。
私が願っている事は、企業や個人にもっとコーチングが導入され、コミュニケーションの活発化と、「自ら考
えて行動する」人へと生まれ変わり、業績向上や、目標のいち早い達成など、明るい未来を築いていくこと
です。そのためには、「コーチング導入」の敷居を低くしなければ、広く普及しないと考えます。
弊社にお任せください。「必ず効果の出る」コーチングの講習会やコーチを養成するための講座、個人セッ
ションを通じて、活性化をお約束致します。
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株式会社トラック代表取締役

小泉邦明
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
1959 年生まれ
大学卒業後、広告代理店、広告制作会社を経て、1995 年広告制作
会社「株式会社トラック」設立。
広告・ポスター・カタログ・PR 誌・通販カタログなど、クリエイティブの
コンセプトメイクを得意としています。
2009 年からは、会社経営と人材育成の経験と実績を生かし、プロデ
ューサーとして、そしてビジネスコーチとしてフォトグラファー、スタイ
リスト、ヘアメイク、イラストレーターなどのクリエイターのための「自
分ブランドづくり」をテーマにコーチングを行っています。
コーチからのメッセージ
現在経営する広告制作会社株式会社トラック（TRACK）の会社定款には「クリエイターの育成」という項目
があります。
会社設立時、TRACK の未来の姿としてクリエイターを育成していることが、TRACK にできる社会貢献のひ
とつであると考えて盛り込みました。
それから 15 年。その目標を達成するための第一歩として、クリエイターの成長を支援することを目的として
企画した事業が「TRACK CREATORS CIRCLE」通称「T・C・C」。
広告業界での経験と実績を生かし、プロデューサーとして、コーチとしての視点からクリエイターの作品展
を開催、作品のプロダクト化、コーチング、マネジメントなど、次の時代のクリエイターをサポートしていきま
す。
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Ｅ＆Ｇ代表

加藤懸一
一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
特定非営利活動法人日本キャリア開発協会認定
ＣＤＡ（キャリア・デベロップメント・アドバイザー）
東京都出身
大卒（経営学部、リスクマネジメント専攻）
法人営業に従事。
社名のＥ＆Ｇは、evolution と governance の頭文字をあわせたもので、
「今を倦まず弛まず、適宜新しい土俵に挑戦し、気概を持って自己変革を進める。」
という私の信条を表したものです。
そして、そのロゴは北極星と、進化して上方に向かう矢印をモチーフにしています。
昔の航海は北極星を見て、現在位置や方向を確認していたそうで、
あなた（コーチィ）にとって、私（コーチャー）もそういう存在でありたいと思います。
趣味 ：水泳（クロール 1.5km 遊泳）
：映画鑑賞 ８５０本以上の鑑賞作品から、わかりやすいメタファーをご提供します。
：家族で果物（いちご、ぶどう）狩り
コーチャーからのメッセージ
人は生まれながらにして、宝くじの当たり（強み、才能）のようなものを持っていると思います。
自分がどんな才能を有しているかをご存知ですか？引き換えるのを恐れていませんか？
（映画、グッドゥイルハンティングからのイメージ）
それを意識して自在に活かせるようにお手伝い致します。
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マイキャリアコーチ

土方奈々絵
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
2 級キャリア・コンサルティング技能士
メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種（ラインケアコース）
図書館司書
立教大学文学部ドイツ文学科卒。
大学卒業後、営業職、コンサルタント職、事務職等の様々なキャリア
を経て私立女子大学に入職。教務・学生支援業務に 10 年間、就職
支援業務に 2 年間携わる。2 年間のキャリア支援では約 700 人の学
生に延べ 1800 時間以上のキャリアコーチング/コンサルティングを
実施。
現在は大学生の成長支援・キャリア支援を中心にコーチとして活動。
パーソナルコーチング、セミナーを行うほか、毎月開催の「コーチン
グ道場」にてコーチングの普及活動にも携わる。
コーチャーからのメッセージ
「キャリア」とは「生き方」だと思います。
『どんな生き方をしたいのか？』
『どうしたら幸せな毎日を過ごせるのか？』
ずっと自分の中にそんな問いがありました。
そんな問いがあることにすら気づかず 仕事もプライベートも、「何か違う！」と思いながら あっちをウロウ
ロ、こっちをウロウロしてきました。
コーチングに出会って 少しずつ自分を整え、前に向かって進むことで 今は自分史上最高のマイキャリア
（＝自分らしい生き方）を 生きていると胸を張って言えます。
自分を大事にする生き方。
心が喜び続ける生き方。
あなただけのキャリアをデザインし、 軌跡を作っていきましょう。
・コーチとしての強み（クライアント様の声より）
・絶大な安心感
・寄り添い、背中を押してくれる
・もらったフィードバックからまた思考が始まる
・原点に戻る
・理想の自分になる構成を具体化する
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コーチングオフィス幸せ経済研究所

代表

長谷真子
一般財団法人生涯学習開発財団 認定コーチ
コーチ歴 11 年 （コーチ２１出身）
ICF（国際コーチ連盟）会員
神奈川ビジネスコーチング部会 幹事
日本報連相センター会員
DiSC インストラクター
2004 年 4 月コーチングオフィス幸せ経済研究所を起業し、中小企業
の経営者及び個人のコーチングをさせて頂いております。
私は祖父や叔父たちが経営者であったことから、小さいときから経
営者が何を考え、何を悩み、苦しみ、そして何を得てきたかを見てき
ました。
断崖絶壁に立ちながら、いくつも決断を迫られる。
そういう経営者が自分自身を愛し、社員を愛し、お客様に愛されながら利益を生み出していく。その糧の一
つとして、私を使って頂きたいのです。
また、個人の方には自らの価値に基づいた仕事を得る。
それが、コーチングオフィス幸せ経済研究所 長谷真子の願いです。
私のコーチングで得られるもの。
①気持ちよく話ができる。→社員さんの話が聴けるようになる。
②承認のシャワー自分自身を愛するようになる。→人に優しくなれる。
②自分自身を知る。→人との関わり方で悩まなくなる。
③自分の中心を貫く志に気づく。→判断決定の基準が明確になる。
・・・ プロフィール・・・
1960 年１月生まれ 都立芝商業高等学校卒業後
五洋建設株式会社 本社総務部 10 年勤務
結婚後、夫の家族と同居。２男子の母。６人家族の嫁。
1999 年 11 月コーチトレーニング開始 2000 年４月よりクライアントを得る
2004 年 ４月コーチングオフィス幸せ経済研究所 立ち上げ
コーチからのメッセージ
はじめまして。長谷真子です。
コーチングをさせて頂いて、言葉の奥にある本当の想いに気づく時。感動します。
耳に聞こえる声だけが、声でない。是非楽しんで挑戦してみて下さい。 きっと今まで思いもよらなかった、
ご自分に気づくと思います。笑。笑笑。
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強み発見の専門家☆１人ビジネス独立・起業成功コーチ

宇野紳一
マイケル・ボルダック認定コーチ
ピークパフォーマンス認定コーチ
銀座コーチングスクール認定コーチ
米国 NLP 協会認定マスタープラクティショナー
ウェルスダイナミクスプラクティショナー
ソース公認ベーシックトレーナー
宝地図普及協会公認宝地図ナビゲーター
宝地図普及協会公認宝地図ムービーナビゲーター
群馬県伊勢崎市出身。幼少からの映画好きが高じて、明治大学文
学部にて映画・演劇を学ぶ。
在学中から脚本家を志し、有名脚本家に師事する。その後、広告プ
ロダクションに就職。
企業の PR やセールスプロモーションの映像制作に従事し、当時まだ珍しかったハイビジョンでのプロジェ
クトチームにも入る。ディレクターとして活躍するが、より自由な表現の場を求めて以前、
中途半端に終わった脚本家に転身。
ここから不遇の数年間を送る。企画書も通らず、書いたものも酷評され、以前の仲間が華々しく活躍する
のを尻目に次第に何も書けなくなり酒浸りの日々。
そんな折、父の急死の報を受け、実家の群馬に戻る。文字通りゼロからの再スタートで保険営業マンにな
り、体当たりの飛び込み営業を続ける。しかし、結果を出せず１年半でクビ。
再就職先は見つからず、たまたま誘われた外資系生保代理店で独立。経営やマーケティングについて何
も知らないことに気づき、猛勉強を開始。次第に成果となって現れ、その年、地域の新人の最優秀代理店
に選ばれる。以後、表彰の常連になり、毎年海外研修旅行に招待される。
その頃、セミナーに通うようになり、ジェームススキナー氏と出会い衝撃を受ける。
成功はごく一部の優秀な人たちのものだと思い、自分には縁がないと思っていたが、ジェームスの「誰もが
成功できる」というメッセージに感激し、成功法則とセミナーにのめり込む。
「人々の成長と夢に実現に貢献するリーダーになる」というミッションに沿って生きていくことを決意。
セミナーやコーチングを受ける側から、伝える側へポジションチェンジ。
２００８年からセミナー講師としての活動開始。宝地図ナビゲーターとして全国各地でセミナーを開催。
たくさんの人の夢実現をサポートする。
２００９年からはプロコーチとしての活動開始。NLP のメソッドを取り入れた夢を叶えるワクワクライフコーチ
ングは、人気を博し、４か月で１００人のコーチングセッションを達成！
２０１０年からはオリジナルコンテンツとウェルスダイナミクスを活用し【強み発見の専門家】にフォーカス。
自分の好きなことをビジネスとして数多くの失敗と成功を体験してきたことを、自分自身の「強み」として、１
人ビジネス独立・起業成功コーチとして、これから独立・起業を目指す人や独立・起業して頑張っている人
をサポートし、望む成功に導くことを使命とし日々励んでいる。
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プロフェッショナル・パーソナルコーチ／クロスカルチャー コーチ／
クロスコンチネンタルコーチング代表

田中裕子
カナダ・コンコーディア大学 プロフェッショナル・パーソナルコーチン
グプログラム卒業 プロフェショナル・パーソナルコーチ資格取得
広島出身
保険会社の経理事務・カスタマーサービスを３年間経験し、日本語
教師資格取得後イギリスへ日本語教師として派遣される。
帰国後、留学カウンセラー、企業向けの語学コンサルタントを経験し
た後
2000 年クロス日本語学校を広島にて開校。
自動車業界を始めとする様々な企業にて主にビジネス日本語と異
文化ビジネストレーニングを行う。約 20 か国に及ぶ様々な国の生徒
にトレーニングを行ううち刺激され、フランス語習得と移民が多い文
化の中で更なる可能性を求めて渡航。カナダ・モントリオールにて新生活を始め現在に至る。
コーチからのメッセージ
今のままでも十分幸せだし楽しいけど、もっと違う世界で色んな経験をしてみたいと思い立ちモントリオー
ルへ。そこで出会ったのがコーチングでした。
文化や習慣を超え仕事とプライべートのストレスを軽くし、充実していると感じるようなバランスのよい毎日
を送れるようなお手伝いができればと思い学び始めました。
学ぶ過程で、今の日本は宗教や政治的に自由なのに色々なことを制限してしまい行動に起こせない、でき
ないと頭の中で思い込んでることが結構あることに気づきました。
大切にしたい価値観。一般常識の枠にとらわれない自分らしい人生。フィルフルメント（満ち足り）を感じる
生活。
これらを考えながら自分の目標へ行動を起こしていくのがコーチングだと考えています。
～コーチングによって得られるもの～
Individual Coaching プライベート コーチング
・迷っている
明確に
Confusing Clarifying
・ターゲットが見つからない
気づき
What’s my target? Noticing/Finding
・目標はあるけど
エンパワー
Knowing my goal
Empowering
・今のままでも・・・
探す
No complaining…but Exploring
・更なるステップへ
達成
Taking the next step
Achieving
Corporate Coaching コーポレート/ビジネスコーチング
・生産性が高いチームや組織にする
・組織内の人間関係をよくする
・スタッフのモチベーションと満足度を上げ持続させる
・組織内・スタッフそれぞれが自発的に責任感を持つ
・海外との取引間でコミュニケーションをスムーズにし、歩み寄りのシステムをつくる
・異なる国籍のスタッフを抱えている企業でそれぞれの能力を最大限に引き出しパフォーマンスをあげる
人事＝ヒューマンリソース Human Resource というだけあり人は資源です。
コーチングを受けることにより、働きやすい環境をつくり、スタッフそれぞれの能力を最大限に生かすことに
より会社として利益を生み出すことになると信じています。
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株式会社グッドボックス 取締役／AGF コーチ（A:明るく G:元気に E:
笑顔で！）

市原郷子
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
執筆
共著「Woman’s Power キャリア・マザーズ」絶賛発売中！
熊本県出身
東京都在住
大学卒業後、大手企業人事部人事課採用係を担当。
新人募集～採用担当、新入社員研修、教育に携わる。
現在
日本医歯薬専門学校
東京ベルエポック美容専門学校 他 非常勤講師
2010 年 6 月 13 年間経営していた IT スクールを社員に譲渡
その後、表参道にオフィスを設立して人財育成、企業研修講師、セミナー講師として活動
渋谷区中央倫理法人会 幹事
コーチからのメッセージ
出会いは未来を変える。
いつでも夢を語っていよう。
毎日を楽しく生きる！を永遠のテーマに「日本一の心からの笑顔」「第一印象日本一」を目指して成長し続
けています。
いつでもどんな時でも明るく元気に笑顔でいられることをお手伝いします。
一生に一度の人生。
同じ生きるなら楽しく笑って生きましょう。
市原郷子に出会ってこれからの人生を楽しくしましょう。
やればできる！
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コーチのお子さんのコーチングをします！

長谷川哲夫
ラーニングコーチ・学習コンサルタント
１９７９年２月９日生まれ
(一財)生涯学習開発財団認定コーチ
米国 NLP(TM)協会認定 NLP(TM)マスタープラクティショナー
大学１年生のときに学習塾で講師をはじめ、大学卒業後、大手学習
塾に入社しました。入社３年目で新規開校教室の教室長を務めます。
その後、新入社員の研修等を行う中、自分自身のコミュニケーション
力を高める必要性を感じ、コーチングを学び始めます。
現在まで、小中学生の学習指導を１０年以上続け、１０００人以上の
生徒さんを担当してきました。
そんな中、「生徒のセルフイメージを高め、可能性を引き出すコーチ
ング」を通して、主体的に学習できる生徒さんの育成に携わってきました。
コーチからのメッセージ
「先生、僕も面談して」
これは、学習塾で指導をしている中、実際に生徒さんに言われたとてもうれしい一言でした。
その生徒さんのお友達を私が面談していて、そのお友達の前向きな変化を見て、私に声をかけたようです。
コーチングや NLP のスキル等を取りいれた独自の面談方法で、「行きたい学校を目指し、主体的に勉強す
る」生徒さんになれるよう、学習指導にあたってきました。
お子さんは主体的に勉強していますか？
どんな子も今の自分よりもっとよくなりたいという想いをもっています。
もしかしたら、親という立場上、幸せになってほしいという想いが強いからこそ、うまくお子さんの可能性を
引き出す会話ができていないなと感じているのかもしれません。
私は、生徒さんとご家庭にとって第３者であるからこそ、100%その生徒さんに意識を向け、「なりたい自分」
を引き出せるコーチングができます。
ラーニングコーチは、コーチの方のお子さんの学習にもお役にたてるかもしれません。
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炎のコーチ／株式会社Ｄ－ＧＲＯＷ 代表取締役

鈴木美智子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
GCDF－Japan キャリアカウンセラー
1977 年 3 月
福島県会津若松市生まれ、東京都墨田区育ち
・大学卒業後、飲食会社に入社。
教育研修部にて、新卒採用を担当した後、お客様相談室にて、
オペレータ及び店長を対象に、クレーム対応研修などを実施。
人材育成の経験を活かした店舗の立て直しのため、店長として
異動。
目標意識やモチベーションが喪失したスタッフ達と信頼関係を築
くことから取り組みを始め、店舗一丸となって売上向上を目指す基
盤整備に取り組む。
・2006 年組織人事コンサルティング会社に入社し、研修及びコンサルティングを担当。
リーダーシップ・マネジメント、コミュニケーションのタイプ分け、信頼形成、ビジョン構築、組織内の問題
の発見と解決、コーチング、サービスマナーなどの研修を 80 回以上実施。
講義形式の研修ではなく、グループワークを多く取り入れた参加型研修の技術・経験を習得。
研修内容を身近に感じ実践して頂くために、自身の経験談を多く盛り込みながら研修を進める
スタイルを確立する。
・2008 年独立し、Ｄ－ＧＲＯＷ代表。
主に個人向けのコーチング、企業での研修を行うほか、大学生へのキャリア教育なども行っている
これまで 300 時間以上のセッションを実施。
20 代の女性から 40 代の男性管理職まで、幅広い年齢層に対して、キャリアアップなどの自己実現とい
う成果もたらしている。
参加者からは、
「行動すべきことが明確になり、仕事が楽しくなってきた」
「問題から逃れることなく、その解決に取り組むことが出来るようになった」
「気づいていない自身の強みを知り、自信が持てた」といった声をいただいている。
コーチからのメッセージ
私は元気な日本をつくりたいと思っています。
夢や希望を持ち、情熱を持って人生を送ることができる。
個人が元気になれば、元気な集団ができ、元気な国ができる。
そう信じています。
まずは個人が元気になること。
人が元気になる方法はいろいろあると思いますが、大きな１つは、自分が思う人生を生きる。
自分が立てた目標を達成する。
これではないかと思います。
忙しい日々を生きる私たちは、なかなか１人では他人との約束に追われてしまい自分との約束を守ること
が出来ません。
コーチングや研修を通して、自分との約束を守るお手伝いをしていきたいと思っています。
たった一度の人生。
いろいろあるけど、充実してるなあと思いながら生きる人生を自分の力で作っていきましょう！
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（一財）生涯学習開発財団・認定コーチ

資山祐理江
（一財）生涯学習開発財団・認定コーチ
１９７０年生まれ
野山と田畑に囲まれた海辺の小さな田舎町で育ちました。
高校卒業後に上京、専門学校・神田外語学院 卒業
在学中からアルバイトをしていた都心の一流ホテルに就職しました。
が、１年もたたないうちに退職して大学受験を志すも挫折。
その後、紆余曲折を経て派遣にて都心の一流ホテルにて約８年勤
務。
コーチングを知るきっかけとなった出来事が職場でのパワーハラス
メントでした。
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コミュニケーションコーチ／研修講師

渡辺久美子
・（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
・PHP 認定ビジネスコーチ
・NPO 法人ヘルスコーチ・ジャパン認定 メンタルコーチ/ヘルスコー
チ
・日本マナー・プロトコール協会認定 プロトコールマネジャー
・メンタルヘルスマネジメント検定第２種 ラインケア
東京都大田区生まれ。子供の頃からの夢「スチュワーデスになりた
い」を実現し、（株）日本航空に入社。国際線客室乗務員、客室マネ
ジャーとして 35 年間勤務後、退職。
現在は、長年の接客とマネジメントの経験を生かして、コミュニケー
ションスキルアップ研修、ビジネスマナー・ホスピタリティ研修講師、
ONE TO ONE コーチングを担当。
NPO 法人ヘルスコーチ・ジャパンメンバーとして講座運営サポート。
コーチからのメッセージ
お客さまからのクレームや人間関係で悩んでいる乗務員の仲間たちの力になりたいとずっと思っていまし
た。相手の心に届く高品質のサービスを提供するには、自分の軸がしっかりしていないと無理をしてどこか
で折れてしまいます。私自身も心が折れそうになった時にコーチの存在が支えになりました。これからは多
くの人たちが自分らしさを発揮して充実した人生を送られるようにサポートしていきたいと思っています。
私の夢は、自然な笑顔としなやかで力強い自分軸を持った人たちを数多く増やすことです。
コーチ渡辺は、あなたの良さをもっともっと輝かせるお手伝いをします。
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コーチ

田中敬子
一般財団法人生涯学習開発財団 認定コーチ
NPO 法人ヘルスコーチ・ジャパン認定メンタルコーチ
短大卒業後、大手住宅機器メーカーにて営業アシスタントとして約 6
年勤務。
2000 年より大手書店の営業部署にて、部長秘書、図書館スタッフの
研修事務局立ち上げ、運営などに約 7 年従事。
2007 年に関連会社であるアウトソーシング企業の人事部に異動し、
中途採用業務、主に面接官、コーディネーターを担当する。
2004 年からコーチングを学び始め、2009 年からプロコーチとして、ビ
ジネスパーソンの研修講師や個人向けのコーチングを行っている。

206

コーチ

松浦聖子
米国 NLP 協会認定プラクティショナーコーチ
ピークパフォーマンス・コーチ養成スクール修了 ピークパフォーマン
ス認定コーチ
NPO 法人ﾊｰﾄﾌﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ上級養成コース修了 ﾊｰﾄﾌﾙｺﾐｭﾆｹｰｼ
ｮﾝ認定コーチ
１９６２年、大阪生まれ。
高校在学中、アメリカアラスカ州アンカレッジにて AFS 交換留学生と
して一年間ホームステイ。大学在学中より英会話講師を３年間勤め、
卒業後は、 日本航空に勤務。社内留学休職を利用し、米国ﾜｼﾝﾄﾝ
D.C. ジョージワシントン大学大学院でホスピタリティー・マネジメント
専攻。 ホスピタリティー産業に関わる人材育成やクロスカルチャー･
マネジメント・チームマネジメントなど学ぶ。
毎月半分は海外という生活を送りつつ、結婚と子育ても経験。両立をこころみるも、子育てにつまづき、思
い悩んでいた頃、コーチと出会う。
『機内はいつもライブセッション！』 コーチングを学ぶことにより、職場でのコミュニケーション・チームのや
る気があがり、お客様からの嬉しい言葉るなど思いがけなかったことが次々起こる事に気づき、社内コー
チング勉強会を自主開催。狭い機内、世界有数のトップレベルのお客様とお目にかかり、いかに相手がど
うなりたいかを引き出していくかが、満足を超えて感動していただける鍵であることに着目。最高の居場所
を届けるサービスを実践していたが、25 年を機に退職。
現在、関西弁と英語もまじった対話の中から、「本当になにがやりたい、どうなりたい」を短時間で導き出し、
自分を発見していくパワフルなコーチングセッションでクライアントの目標達成をサポートしています。
コーチからのメッセージ
『世界につながるリーダーに元気になってもらいたい!』が私の願いです。
コーチという仕事を通して、「社会に貢献したい！」という熱い思いを持っています、
特に、「これから日本を元気にしていきたい！」「海外に出てチャレンジしたい」という方をサポートしていま
す。また、未来を担っていく子どもたちを育てながらワーク＆バランスに悩む親ならではの悩みは、手放し
でサポートさせていただきます。
機内ではこの 25 年の間に 20 万人以上のお客様と出会い、話を聞かせていただき、パワーをいただきまし
た。これから出会う方々にそれをお返しさせていただきたいと思っています。
『人生一度きり！本当にしたいことは、ひとつに絞らなくてもいい？ 仕事も、趣味も、恋愛も、子育ても、学
びも、ボランティアも、全部選んだっていい！ 自分自身が楽しくわくわくしていることが、仕事の充実にもつ
ながっていることをみつけていきませんか？』
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株式会社 Office KOCS 代表取締役／富士通アメリカン・フット
ボール部 フロンティアーズ コーチ／アメリカン・フットボール日
本代表チーム コーチ

延原典和
CTI ジャパン・コーアクティブ・コーチング 応用コース修了
日本メンタルヘルス協会認定 基礎心理カウンセラー
「実践型コーチ」をモットーに、現役のプロのアメリカンフットボー
ルコーチとして、現場で培った人材育成のノウハウを活かし、研
修/講演やビジネスコーチング/アスリートコーチングを通して、
数多くのビジネスパーソンやアスリートの成長をサポートしてい
る。
人が本当の意味で成長する為には、「自分で自分を成長させら
れる人になる」ことが必要不可欠であるという信念を持ち、その
為には精神的側面や人間的側面の成熟が大切であると考えて
いる。
ライフテーマは「人の成長に携わる事」。人が成長する瞬間に立ち会う事に何よりも喜びを感じる。
１９９７年に法政大学を卒業し、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社。広告関連営業に従事す
る傍ら、TSUTAYA のデータベースを活用した調査分析関連の新規事業の立ち上げに奔走。
２７歳で退職し、プロのアメリカン・フットボールのコーチとして独立。
現在は、富士通株式会社のアメリカン・フットボールチーム、フロンティアーズのコーチとして活躍中。
２００９年ノートルダム・ジャパンボウル アメリカン・フットボール日本代表チームのコーチに就任。
２０１０年ジャーマン・ジャパンボウル アメリカン・フットボール日本代表チームの コーチに就任。
２０１１年第４回アメリカン・フットボールワールドカップオーストリア大会 日本代表チームのコーチに就任。
また、２００７年に、「スポーツコーチングをビジネスの現場に活かす」をテーマに、株式会社オフィス・コック
ス設立。
ライフテーマは「人の成長に携わる事」。人が成長する瞬間に立ち会う事に何よりも喜びを感じる。
【主な研修/講演実績】
金融、不動産、IT、流通、医療、サービス等多様な業界を担当。また、企業規模も東証一部上場の大手企
業から未公開のベンチャー企業までと幅広いフィールドで活躍。
アメリカン・フットボールのコーチとして日々現場に立ち続けながら、人材育成、リーダーシップ、チームビル
ディング、コミュニケーション、セールスコミュニケーション、モチベーション、新入社員教育等をテーマに年
間約 80 回研修/講演を実施。
【その他実績】
高校/大学/社会人と幅広い年代層でのアメリカン・フットボールのコーチを経験。就任した全てのチームで
トップレベルの成績を収める。日本一 2 回。準優勝 4 回
コーチからのメッセージ
私は現役のスポーツのコーチです。数多くの選手を現場で育成してきた経験から、人の成長をサポートす
る為には、３つに方法があると考えています。
１つ目は、「引き出すこと」。あなたの中にある、あなたが気づいていない答えをコーチング的なアプローチ
により引き出します。
２つ目は、「教えること」。あなたの中にはまだ無い、でもあなたが成長するにあたって、あなたが目標を達
成するにあたって必要な考え方や方法論をお伝えさせて頂きます。
３つ目は、「試行錯誤すること」。「引き出された答え」や「教えてもらった方法論」を現場で実践し、試行錯
誤する事によって、はじめて自分のものとする事ができます。
コーチとしてコーチング的アプローチをし、「あなたが気づいていない答えを引き出す」のはもちろんの事、
必要に応じてスポーツコーチ、心理カウンセラー、企業研修の講師として、現場で培ったノウハウをもとに、
上記の３つのアプローチを組み合わせる事により、あなたにとっての最適なサポートをさせて頂きます。
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Women’s 代表／心理セラピーを取り入れたコーチング／ヒーリング
サロン開業支援コーチング

伊東治美
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
日本カウンセリング協会認定カウンセラー
ヒプノセラピスト（催眠療法士）
大妻女子短大卒業後、商社で 3 年勤務。
その後、オーストラリア、フィジー、カナダで暮らす。
2004 年 カナダ・バンクーバーでヒーリングサロン開業
2006 年 日本帰国後、ヒーリングサロン＆スクール Women’s 開業
2008 年 認定コーチとしての活動開始。
コーチからのメッセージ
はじめまして、伊東治美と申します。
たった一度の人生、やりたいことをやらなくてはもったいない。
とはいうものの、誤った思い込みやとらわれ、恐れがブレーキをかけてしまうことって、多々あるのではない
でしょうか？
自分の道を阻む一番の原因は、他でもない自分自身。
潜在意識下にある、自分自身を制限する考え方や感情を手放す心理セラピーを取り入れたコーチングで、
自分の望む人生を自信をもって実現していくことをサポートします！
3 カ国 10 年以上にわたる海外生活、国際結婚＆離婚、シングルマザーという生き方の選択、海外でのヒー
リングサロン経営等、私自身、常に自分の心の声を聞き、とらわれを手放し、自分の望む方向に自分を方
向づけて進んできました。
「自分が自分の人生の一番の応援者になる」、そんな自分づくりを基盤とした心理セラピー＆コーチングを
提供します。
まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
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ビジネスコーチ/パーソナルコーチ/組織開発ファシリテーター

吉田裕美子
(一財) 生涯学習開発財団 認定コーチ
教育のための TOC ファシリテーター
情報処理技術者試験 システムアドミニストレータ
Cambridge First Certificate in English
野村総合研究所、コーニング・ケーブルシステムズ、シティバン
クを経て独立。
Y2（わいわい）研究所 代表。
IT 畑で 15 年の経歴を積む。
その後、システム開発の現場で得た組織を動かすノウハウを活
かし、現在は、組織の根本的な基盤を作り上げる組織開発のフ
ァシリテーションに従事。ビジネス・コーチングと制約理論に基づ
いた論理思考で問題解決をサポートしている。
独立後、関わった組織は 60 以上。日、英、米での就業経験も現在のサービスに活かされている。
コーチからのメッセージ
こんにちは。吉田裕美子です。
私のご提供しているコーチングにご興味を持って下さってありがとうございます。
コーチとは、あなたが手に入れたいと思っている目標に向かう間、あなたのパートナーとして考えるサポー
トをする人です。
人の行動は、脳からの命令によってなされことは、誰もが知っていることですよね。つまり、それが意識的
であっても、無意識的であっても、人間は「考えたこと」を行動に移しているのです。そのことを理解してい
れば、考えずになんとなく行動する人と、ちゃんと考えて、明瞭に言語化してから行動する人・・どちらが上
手く行くかは一目瞭然なのでは無いでしょうか？
また、深く考えるためには、相手が必要です。人は、考えて言葉を発し、また言葉を聞いて、更に考えを深
めます。そうやって、コミュニケーションをとる中で、より多くの視点で物事を考えているのです。
コーチは、クライアントの考えが、目標に向けて筋道が通るよう、さまざまなコミュニケーションのスキルを
活用して考えるサポートをして行きます。
コーチングは魔法でもなんでもありません。ちゃんと時間を作って考えれば、だれでも思う成果を手に入れ
ることができるのです。
お試しコーチング付きのオリエンテーションをご用意していますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださ
い。
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コーチ

壹岐公晴
・（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
CTI コーアクティブコーチング 応用コース修了
日南市教育委員会 巡回相談員
中小企業等経営基盤強化事業 専門家
宮崎市生まれ 宮崎市在住
熊本大学 工学部卒業
（株）ノエビア 入社 滋賀中央研究所配属
その後、広告代理店、コンピューター会社、シンクタンクを経て現在
NPO 法人に勤務

コーチからのメッセージ
山あり、谷ありの人生から、自分に起こっていることにはすべて意味があり、それが人生の次に進むため
のステップであること、また感謝することがどれだけ大切であるかということを身をもって体験しました。
人の心に幸せの灯をともすエネルギーあふれるランプのように、クライアントの皆さんの人生のサポート
を目指しています。
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コーチ

金井郁子
臨床心理士
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
その他資格
第一種幼稚園教諭・第一種小学校教諭・第一種中学校教諭（国
語）・第二種高等学校教諭（国語）・学校図書館司書教諭
名古屋出身。聖徳学園岐阜教育大学卒業後、名古屋市立小学校に
教諭として勤務。その後、転勤族と結婚したため退職。広島・仙台・
盛岡と転勤後名古屋に戻り三男出産。愛知淑徳大学大学院臨床心
理学科に入学し、臨床心理士となる。スクールカウンセラーとして働
きながら、コーチングと出会う。プライベートでは 13 年前からベトナ
ム枯葉剤障害者の自立を支える活動を一人でおこなっている。
コーチからのメッセージ
ようこそ、金井郁子です！
日々、スクールカウンセラー（高校・大学）として学生や保護者の悩みを聞いています。卒業までに前向き
な気持にして送り出してあげたいと切実に願いながら毎日仕事をしています。『広汎性発達障害の人には、
カウンセリングよりコーチングが効果的。』と書かれた本を読んでから、コーチングの勉強を始めました。以
後、カウンセリングで過去を癒しながら、コーチングで未来を見つめるカウンセリングをおこなっています。
『過去を癒し未来に希望を持たせる』コーチです。

212

パフォーマンス アップ コーチ／ＴＥＡＭ－ＥＸＥ（チーム・エグゼ）代
表

ナカムラトモコ
国際コーチング連盟(ICF) プロフェッショナル認定コーチ(PCC)
（一財）生涯学習開発財団 認定プロフェッショナルコーチ
米国ＮＬＰ協会認定 マスタープラクティショナー
日本メンタルヘルス協会公認 心理カウンセラー
文部科学省認定 １級色彩コーディネーター
（社）ＡＦＴ認定 カラーデザイナー
薬剤師
大学の薬学部卒業後、病院、リゾートスタッフ、スポーツメーカー、薬
局、医薬品原料商社等、さまざまな仕事を経験。幅広い経験から
「部下を生かすも殺すも上司次第」と考えるようになりその時知った
‘コーチング’に感銘を受け、この‘コーチ’を天職と活動を開始する。
大阪府出身・在住。
2003 年 コーチ２１にてコーチングを学び始める。
2004 年 パーソナルコーチとして活動開始。 翌年 全過程修了。
2005 年 更なる学びを深めるため、CTI ジャパンのカリキュラム受講開始。
同年修了。
2008 年 日本メンタルヘルス協会 研究コース受講。
翌年、日本メンタルヘルス協会公認 心理カウンセラー取得。
2009 年 神経言語プログラミング(Neuro-Linguistic Programming・ＮＬＰ)のカリキュラム受講開始。
同年、米国ＮＬＰ協会認定 プラクティショナー取得。
2010 年 米国ＮＬＰ協会認定 マスタープラクティショナー取得。
*コーチ２１、CTI ジャパンとは日本におけるコーチ養成機関
【セミナー実績】
行政機関（大阪市、尼崎市）、企業、異業種交流会など多数
コーチからのメッセージ
私はあなたの翼を広げるコーチです。
「人は誰しも自由に大空を羽ばたく翼を持っています
しかし何かしらの理由があってその翼を自ら閉じてしまっている･･･
そんな人も多いのではないでしょうか？
自分を認めてあげられないと翼は固く閉じられたまま
もしかしたら飛ぶことができることすら忘れているのかもしれません
でも大空を自由に羽ばたく可能性を持っているのです
自分の力で‘翔ぶ’
力強いけれど力まない
自然にふわりと宙に浮く
そんな翼を広げるお手伝いを私はしています」
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コーチ

庭田真理子
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
中学校教員免許第二種 家庭科
保育士
埼玉県子育てアドバイザー
ノーバディーズ・パーフェクト（ｶﾅﾀﾞの子育て支援プログラム）認
定ファシリテーター
教育カウンセラー
認定心理士
社会福祉士
自分の 3 人の子育てに悩み精神的に苦しい子育て期を過ごす。
しかし地域で子育てサークル・子育て情報誌・保育ボランティア
グループ等を作り子育てしながら地域で活動する。その後保育士の資格を取得し地域で子育て支援の仕
事を始める。年間 3000 組以上の親子のそばに寄り添うような子育て支援の仕事をする。子育て支援の仕
事をする中で、カウンセリング・社会福祉・コーチングの勉強をする。コーチングを用いた子育てセミナーを
開催し、活動中。
コーチからのメッセージ
私は子育て支援の仕事を 10 年保育園内で行っています。
保育園内なので、保育士・子育て指導員という立場で子育て支援を行ってきました。
でもやはり私は保育士という立場ではなく、子育て中のお母さん達を支援していきたいという気持ちが強く
あります。
それというのも、私自身が 3 人の子育て中は精神的に苦しい毎日で、子どもに鬼のように怒る母親だった
からです。
その頃は子育てのストレスをどこにも吐き出すことができず、ただただ子ども達にあたっていました。
そんなお母さんの支えになれたら・・・という気もちで子育て支援の仕事をはじめました。
子育てに関して勉強をするなかで気がつくことがありました。
・子育てを通じて子どもだけでなく、親もいろいろな面で育てられている。
・子育てというのは正解がない、その親と子どものペアだからこそ生まれる子育てがある。
・自分自身を振り返ることも大切、そして自分自身を大切に思えることも大切。
この 3 点に気が付いて、子育てできるときっと楽な子育てになるかもしれません・・・・
でも、気が付かないでいろいろなモノにふりまわされて、悩んだり、苦しんだりしている人がたくさんいる・・・
そんな人に手助けができるといいなーと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
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Office Gaei ) Personal Coach

栂村雅美
・国際コーチ連盟認定 PCC (International Coach Federation :
Professional Certified Coach )
・米国 CTI 認定 CPCC (Certified Professional Co-Active Coach)
・NPO 法人ハロードリーム 笑顔のコーチングファシリテーター
・NPO 法人ハロードリーム Class-I ファシリテーター
北海道苫小牧市生まれ。
新卒時はシステムエンジニア、結婚と同時に関西に移りその後出
産退職、専業主婦となる。
子育てのかたわら、友達とのお茶タイムを楽しんだり、習い事や勉
強を新たに始めたり再開したり、流れにまかせたような日々を楽し
んでいた。
そのひとつ、社会人時代に癒しのために習い始めた華道が、続けているうちにいつのまにか「自宅で華道
教室をしている」になっていたことに気づき、ほかに自分が在宅でできることを考えて受験小論文の添削員
として 10 年間、高校生の小論文を添削し続ける。その中で、「何がいいたいのか、どう表現するのか」に興
味を持ち、追求し始める。
2004 年 コーチングと出会い、2007 年 CPCC 取得、2014 年 PCC 取得。
2008 年から 7 年間は大学非常勤講師、2015 年から 2 年間は家族の移動に伴い海外居住。自分の枠を広
げようと思い、現地でコーチングや生け花文化、フラワーアレンジメント、テーブルコーディネート、伝統料
理や家庭料理などに触れてきた。
コーチング以外の資格
・財団法人草月会指導者連盟 一級師範総務
・初級システムアドミニストレータ
・経絡ハンドセラピスト
コーチからのメッセージ
小論文とコーチングの経験から講師としてのお仕事をいただく機会が増え、個人事業主になりました。
生きる楽しさを感じることを大切に思い、コーチとして講師として、どうありたいのか、どう生きるか、何がし
たいのかを問いかけています。
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アラフォー再生コーチ

原村和子
国際コーチ連盟（ICF)認定プロフェショナルコーチ
生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
ダイヤモンド社認定 アクションラーニングコーチ
（ジョージワシントン大学大学院 リーダーシップ・アクションラーニン
グコース修了）
サンタフェ NLP/発達心理学協会認定 プラクテショナー
（株）コーチエィ クラスコーチ
ビジョンダイナミックス研究所トレーナーズトレーニング終了、リレー
ションシップセラピスト
バースディサイエンス研究所・ビデオファシリテーター認定番号 0017
バースサイエンス研究所・アドバイザー認定番号 0006
*私は、あなたの最強のセコンド！です*
コーチングはある意味、「心の断捨離」。
今年こそ、この状態を抜け、変革を起こしたい方、大歓迎です。
不要・不適・不快なこととの関係を、断ち・捨て・人生の新陳代謝を促すと本当に大切なものが見えてくる。
お一人一人の価値観を大切に、丁寧に関わります。
私の出版や PR の経験からあなたの発信力のサポートもしていきます。
経歴
東京工芸大学工学部電子工学科卒業後
↓
株式会社イッセイミヤケオンリミット
↓
株式会社アドハウス DC（TV－CF 制作会社）
↓
株式会社東急エージェンシーインターナショナル（広告代理店：現在フロンテッジ）などに勤務後、2001 年よ
りコーチとして独立。
経営者の方、ビジネスパーソン、アーティストの方など３００人以上のパーソナルコーチを経験。
オーダーメイドの研修を心がけ、美容業界（化粧品メーカーエステ、サロン、美容室）、アパレルメーカー、
広告代理店などを中心に、コーチングを中心とする研修を行っている。
著書『イタい人にならない自分発信力』（ビジネス社）『アラフォーからもっと幸せになるためのルール』（学
研パブリッシング）
＜ビジョン＞
関わる人たちの人生の楽しさをプロデュースすること。
＜趣味＞
プロレス観戦・歌・茶道
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一人一人の個性を輝かせ、常に結果を出し続ける組織作りを支援するチームビルディングサポーター／職
場の人間関係改善サポーター

天野春貴
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
国立大学卒業
国立大学大学院修了
スターバックスコーヒージャパン㈱にて優秀マネージャーとして表彰され、当時、全国に 3 名しか在籍しない
デュアルマネージャーとして複数店舗の運営を行う。
全国 1 万数 1 千人の従業員のトップに立つコーヒーアンバサダーや多数の次期マネージャー候補を育成す
るなど、特に人材育成の手腕に優れたマネージャーとして認知される。
また、部下とともに取り組んだ仕事は社内でも注目を浴び、雑誌にも取り上げられる。
現在は商社の人事部てに人材開発部門の仕事に携わりながら、プロコーチとして活躍。
コーチからのメッセージ
あなたのチームメンバーはあなたの下で仕事をする喜びを感じていますか？
あなたのチームメンバーは仕事を通じて成長する実感を得られていますか？
あなた自身、マネジメントする喜びとは何であるか見つけられていますか？
マネジメント職、チームメンバーといった立場にかかわらず、周囲の人たちと良好な人間関係を築くことが
できていますか？
もし、あなたが上記の質問の中でどれか一つでも「ＮＯ」と答えなければならないのであれば、私はあなた
のコーチとしてお役に立つことができるのではないかと考えます。
私がコーチとしてあなたと共に歩むことであなたの人生にとって転機が訪れるかもしれません。
なぜならば、私自身が部下から「一緒に働くことを拒否され、人事部に告発された最低最悪のマネージャ
ー」から優秀マネージャーとして表彰され、常に結果を出し続けるチームマネジメントおよび人材育成の手
腕では社内でも一目置かれる存在にまでなるといった変化を経験しており、かつ、現職ではかつての上司
からの陰湿なパワハラを乗り越えて、その上司と良好な関係を築き、その上司の右腕と称されるまでにな
った経験を持つからです。
このような経験、人事マンとしての経験から私は次の分野を得意としてます。
マネジメント、チームビルディング、人材育成、人間関係改善、コミュニケーション、メンタリング、就職・転職
サポート
もっと部下の可能性を引き出し、かつ、さらなる成長を促したい。もっと部下の特性を際立たせたい。もっと
部下の主体性を引き出したい。そして、
もっと部下が生き生きと仕事をして、常に結果を出し続けるチームを作り上げたいと強く願うあなた
もっと周囲の人たちとの関係を良好なものとしたいと思っているあなた
ぜひ、私と共にゴールを目指してみませんか？
あなたのゴールまでの道のりを徹底的にサポートします！
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コミュニケーション・ファーム 代表

高野まゆみ
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
米国 NLP（TM）協会認定マスタープラクティショナー
江戸小噺ファシリテーター
青山学院大学教育学部卒業。
事務職、神奈川県小学校非常勤講師・東京都内児童館職員として
勤務し、育児に専念するために退職。
３人の子育て中の 2002 年から、コーチングを学ぶ機会を得て、3 人
の子育ての中で実践。成果を実感しました。
その年秋から３年間のコーチング研修後、個人コーチングセッション
とコミュニケーションの研修講師になることを決心し、
コーチとして仕事を始めました。
2008 年以降、潜在能力を引き出す楽読と脳の潜在意識の書き換えが可能な NLP のスキル等も学び、
現在、医療福祉分野や子育て・教育現場のコミュニケーション研修と、パーソナルコーチングを通して、夢
や課題に向かうクライアント様の意識の変容と輝き・やる気を１００％味方の立場から応援しています。
コーチング歴１０年を過ぎて、私も共に成長しつつ、コーチングの成果と素晴らしさを実感してます。
2012 年からは コーチング事業と共に、私自身の夢に向かって 多世代交流事業にも役立つ「笑いのスキ
ル」を広げる江戸小噺ファシリテーターとして プログラムを考案、養成講座等に心を注いでいます。
共育コーチング研究会 会員
コーチからのメッセージ
こんにちは。高野まゆみです。
日々の小さな出来事・自然や人間関係の中から自分の強みを知り、活かしながら、これからの未来を描い
て 楽しい！を自由に選択行動できるようになると 人生がとっても豊かで楽しいと感じられるようになりま
す。
今の自分をどう変えていきたいのか、ゆったりと話しながら「今ここ」の自分を見つめて、一緒に「あなたらし
い未来」に向って行動を始めませんか？
ネガティブな感情は 一緒に書き換えましょう。応援します！
素敵なご縁でつながりますように♪ 愛と感謝をこめて ・・
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コーチ・研修講師

中澤香織
エールネクスト株式会社 代表取締役
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
コーチングゲーム・エバンジェリスト
その他資格
行政書士
宅地建物取引主任者
インテリアコーディネーター
二級建築士
ワインエキスパート
大学卒業後、大手住宅メーカーCS 推進部門にて CS 向上の各
種業務に従事。
その後、直接お客様と関わり CS 向上に貢献したいという想いから、インテリアコーディネーターにキャリア
チェンジ。
徹底したお客様視点での提案により、インテリアコーディネーターとして全国３位の販売実績を誇る。
2006 年 10 月独立、ゼロから 300 世帯ものお客さまを獲得した後、接客経験・コミュニケーションスキルを活
かし『「家」を通じてお客様に幸せを 提供するだけなく、「人の成長」を通じて幸せを提供したい』という想い
から、プロコーチ・企業研修講師として活動を開始。
業界最大手の一つである結婚相談会社にて講師としても活動中。
また、起業当時から続けているセミナー「1 年後、想像を越える成果を出す方法」は毎回満席となっている。
コーチからのメッセージ
理想の人生を歩んでいる自分の姿と、今の自分の姿と比べ、そのギャップに落ち込んでしまう事はありま
せんか。
私も、そのようなギャップをずっと抱えていました。
でも、今はこう言えます。そのギャップは“変化への素質”だと。
あなたは、“理想の自分に変わるネタ”を持っているのです。
ところが、「変わりたい」けど、「変わりかたがわからない」という方が、ほんとうに多くいらっしゃいます。
せっかく変われるのに、一歩の踏み出しかたが分からなくて、違和感を抱えたまま現状維持・・・なんて、す
ごくもったいないことです。
一気に自分を変えよう、そんな風に思う必要はありません。
「今よりもすこし魅力的なあなた」になっていくことで、
「今よりもすごく魅力的なあなた」にかならず近づいていきます。
そのために何が必要で、どんなことをしていけばよいのか。
そこにあなたが気づき、行動できるようにサポートするのが、コーチである私です。
あなたが輝く人生を手に入れるサポートを、全力でさせていただきます。
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Eagle Heart Association

青木智子
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
日本交流分析士協会交流分析士インストラクター
幼稚園教諭２級
千葉県出身
高校生の時は文芸部で、校内で同人誌を発行。
保育専門学校卒業後、幼稚園教諭として社会人生活をスタート
その後会計事務所で経理を覚えて、通販会社等の経理を担当
平成２２年コーチ２１（現コーチＡ）ＣＴＰを学ぶ。
現在栃木県宇都宮市で、主人と二人暮らし。
コーチからのメッセージ
こんにちは。
コーチングに興味を持っていただきまして、ありがとうございます。
コーチングは、あなたと一緒に目標に向かって歩んでいくコミュニケーションの技術です。
そして人を育て、人を活かすそんな強みもコーチングにはあります。
ではあなたの目標は何ですか？
会社を立ち上げることですか？
幸せになることですか？
輝き続けることですか？
コミュニケーションスキルをあげることですか？
目標に向かって、幸せに向かって、生きがいに向かって、
あなたと一緒に夢を少しずつ現実へもっていこうではありませんか。
答えはすべて、あなたが持っています。
Eagle Heart Association はあなたの持つ強みや、スキルなどにアクセスして
自然体のまま「あなたらしさ」にさらに磨きをかけることのできるコーチングを目指しています。
人生において、やり直しは何度でも可能です。人生の脚本はいくらでも作り変えることができます。
そんなときコーチングと出会うと、「あなたらしさ」をさらにパワーアップでき、
あなたの思い描いているものが見えてくると思います。主役はあなたなのですから！
あなたの笑顔を楽しみにしています。
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個人のファンデーション（基盤）とグローバルビジネスの実践を融合
させたビジネスコーチング

新宅美樹
LinkS 代表
国際コーチ連盟（International Coach Federation）会員
2003 年 九州大学大学院修了（文化人類学専攻）
2006 年 LinkS 設立、コーチ活動開始
2007 年 コーチ 21 (現在コーチ・エィ)にてクラスコーチ（トレーナー）
開始
・日本語、または英語にて 1on1 のコーチングを実践。クライアントは
経営者、営業、人事、開発部門の管理職、教員など多岐にわたる。
・2007 年から現在も、コーチ・エィのコーチ・トレーニング・プログラム
（CTP）のトレーナー、ならびにアドバンスクラスのトレーナーとして
500 名以上のコーチ養成に関わる。
・一般財団法人生涯学習開発財団認定 プロフェッショナルコーチ
・国際コーチ連盟（ICF） 認定コーチ
・TOEIC 940
新宅美樹からのメッセージ
私は、あなたが目標達成できるよう本質的なところにしっかりと向き合い、日々行動できるよう全力でサポ
ートします。
「真剣に考え、目標を決めた。行動してみた。でも、続かなかった。」
あなたのこれまでの人生で、このような経験はないでしょうか。
私は 2006 年からコーチングを学び始め、コーチングを提供し、自分自身もずっとコーチをつけてきました。
そのおかげで、人が目標達成に向けて日々行動を“続ける”ためには、個人の土台となる部分（コーチング
ではパーソナル・ファンデーション、または自己基盤と言います）の強化に同時に取り組むことが、最も効果
的であることがわかりました。
同時にビジネスセンスも忘れることなく、多面的なコーチングであなたの目標達成を支援します。
まずはお気軽にご相談ください。
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一般社団法人全国コーチング普及協会 代表理事

田中直子
米国 CTI 認定 CPCC（Certified Professional Co-Active Coach）
社会保険労務士
TOEIC 955 点
第三級アマチュア無線技士
12 年間にわたり、大手外資系企業 3 社（アクサ生命保険株式会社、
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社、マースジャパンリミテッド）にて、
人事、営業企画を経験。
2009 年、プロコーチとして独立。
意識の高い経営者や管理職を中心に、パーソナルコーチングを提
供する他、企業内コーチング、組織開発も行う。
どんなときもクライアントの可能性を信じ、全力で愛情を注ぐ。
クライアントが、人からの評価や過去からの思い込みでなく、自分自
身が本当にありたい姿に気付き、実現するのを、500％応援。
コーチングを受けた方たちは、経営者が売り上げを伸ばしたり、サラ
リーマンが夢を叶えるために独立したり、断絶していた親子関係が回復したりと、人生に劇的な変化を起こ
している。
また、コーチングを仕事にしたい方たちへ、集客方法のアドバイス等の支援を行っている。
世の中にコーチングが広まり、その結果、世界が自分を愛し、人に思いやりを持って接する人で満たされる
ことが夢。
1974 年 7 月 21 日生まれ。A 型。かに座。
育ちは北九州市と横浜市。
好きな食べ物はホルモン焼き。動物占いは「トラ」。
コーチからのメッセージ
あなたは、このようなお悩みをお持ちではないですか？
・本当にやりたいことをやって生きているのかわからない。
もう 30 近いから、そろそろキャリアの方向性を決めないと・・でも何がやりたいのか分からない。
・今の仕事が嫌でしょうがなく、全く身が入らない。
何か別の仕事をしようにも、自分が何をしたいのか、よくわからない。
もう 10 年も続けてる仕事だから、今さら違う業界に行くのもどうかと・・
・このままでいいのかなという、漠然とした不安。
・会社経営をしているのに、本当に自分が好きな事をしていない。
モチベーションが保てず、将来に希望が持てずにいる。自分の産まれてきた存在意義が分からない。
・コーチとして独立したいという気持ちはあるが、どう進んでいいかわからない。
・仕事や職場が合わず苦しんでいるけれど、転職に踏み切る自信もない。
仕事がうまくいかないので精神的にも不安定になり、恋愛もうまくいかない。
・部下との間で、温度差を感じる。自分ばかりアツくなって、誰も付いてきていないのでは？
・経営者だから、いつも毅然とすべきなんだが・・
でも自分も疲れたり迷うときはあるし、それでも、誰にも話せない。
・これまで、家族のために頑張って働いてきたけど、自分自身のやりがいって、何なんだろう？
・今の仕事の他に、やりたいことがあるんだけど、だからって、生活があるし、今の仕事を辞めるわけにも
いかないし。
・職場に気に障る人がいる。あいつのお陰で会社に行きたくない・・
・何だか自分に自信が持てない。・・
これらは全て、実際に私のクライアント様たちがお持ちだったお悩みです。
そして、皆さま、私と一緒に、こういった壁を乗り越えていっています。ちょっとの勇気を持って、一緒に一歩
踏み出しましょう！
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株式会社 U コーチング代表取締役

宇都宮勇治
一般社団法人日本支援対話学会認定コーチング・スペシャリスト®
英字新聞ジャパンタイムズの記者として約 13 年間活動。日本銀行、
財務省、東京都庁、文部科学省の記者クラブに在籍し、金融庁の取
材も担当。社長インタビューコラムやビジネスコラムにも数多く執筆
した。
コーチング最大手コーチ・エィで、エグゼクティブコーチとして 6 年半
活動。
2011 年 1 月に独立。早稲田大学の公開講座を担当。東京商工会
議所や、アカデミーヒルズでセミナーを開催。クライアントには、東証
一部上場企業の経営者を含む。
2013 年 4 月に株式会社 U コーチングを設立。
コーチからのメッセージ
年間売上が過去最高になった企業の社長等、東証一部上場企業の経営者も含めて、多くのエグゼクティ
ブにコーチングをいたしました。
コーチング研修等、企業研修も数多くおこなっております。新聞記者時代には、総理大臣を含め政官財の
トップに取材をしており、インタビューやコーチング経験には自信があります。
こうした経験を活かして、皆様のサポートをしたいと考えております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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コーチ

モンソーリ智子
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
1966 年東京生まれ、アルジェリア人の夫とロンドン在住 17 年目。
大学卒業後、ヒルトン東京ベイ開業スタッフとして入社。
ジョージ・ルーカスなど VIP を始めとしたエグゼクティブ専用客室
スタッフとして勤務したあと、世界での活動を視野にイギリスへ
留学。
のちにロンドンのランガムヒルトン、カンタス航空成田空港支店
にて顧客サービスに従事し、1996 年結婚のため再度イギリスに
渡る。
翌年日本航空ヨーロッパ予約センターに勤務。2000 年から教育
インストラクターも兼任、2009 年に多国籍スタッフ 20 名のマネジ
ャーとなる。
2007 年にコーチングと出会い、そのおかげでスタッフとのコミュ
ニケーションが飛躍的に向上し、2 年間達成できなかった目標をチーム全員で達成。
顧客サービス業界一筋 20 年。相手に興味を持って接するのが大好き。そして相手の役に立てるのがなに
より幸せ。
15 万人強のお客様とのふれあい、33 カ国の同僚たちとの仕事を通して「人はみんな違って当たり前」が私
のモットー。
だからまず相手を温かく受け止める、安心してもらう、信頼してもらう。
それから、相手にとってベストな方法でサポートする。
私がコーチとして、大切にしていることです。
コーチからのメッセージ
自分のことは、自分が一番知りません
自分は何をしたいのか
自分はどうありたいのか
自分が大切にしていること
自分の思いこみやブレーキ
自分の中で何が起こっているのか
人生がうまくいかないと感じるのは
自分に能力がないのではなく、自分を知らないから
自分と向き合い、近づき、対話する
すると、自分が元々持っていたギフト
自分の個性や強み、可能性に気づきます
すると、
自分の選択が変わります
自分の行動が変わります
手にする結果が変わります
本当の自分らしさに気づかないせいで、
生きづらい人生を送るのを、もうやめませんか？
次はあなたが、自分らしく前に進む番です
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プレミアムライフコーチ

網野麻理
・一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
・日本エニアグラム学会アドバイザー
・野菜ソムリエ協会ベジフルビューティーセルフアドバイザー
１９９３年 大手クレジットカード会社入社。
プレミアム会員向けコールセンターへ配属となり、スーパーバイザー、
トレーナーを経て、１４年間、延べ１６万人以上の会員対応の実績を
もつ。その後、人事制度の構築や、人材育成プログラムの構築、採
用関連全般を経験。海外へのアウトソースプロジェクトでは中国大
連にて中国人の採用や教育にも携わる。また営業部門では、３ヶ月
で 5,000 枚以上のカード会員獲得実績を持っている。
２００９年より、同社代表として、NPO 法人『J－Win』へ派遣され、日
本のダイバーシティ推進活動を行う。女性が働き続けるための障害
やワークライフバランスについて、民間企業に働く社員 5,000 名のアンケート調査を実施し国へ提言。２０１
０年日本開催の APEC では「女性による新たな経済活動の創造」をテーマに WLN（Womens Leaders
Network）の一員として参画し、各国の女性リーダーと共にグローバルに活動する。
２０１０年、今までの経歴を活かし、一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチの資格を取得。コーチン
グやエニアグラムのセミナー開催、高校生から会社経営者まで、幅広いクライアント層へのコーチング経験
を積み、２０１１年プロコーチとして独立。
プライベートでは２児の母（小６・高３）。子育てにコーチングも活かしている。
【メディア実績】
・コラム連載：マイコミジャーナル『メモの極意』
・書籍：マイコミブックス『逆算メモ術』
コーチからのメッセージ
私の強みは、共感力です。クライアントの方々の心に寄り添い、受容しながら
目標や夢の実現に向けてサポートしていきます。
人生にコーチングを取り入れ、何も捨てず、欲張りに生きていくプレミアムなライフスタイルを手に入れませ
んか。
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株式会社チームフロー認定コーチ

いたに まゆ
メンタルヘルス・マネジメント Ⅱ種・Ⅲ種
グリーフケア・アドバイザー 2 級
社団法人日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー
社団法人日本産業カウンセラー協会認定 キャリア・コンサルタント
中央労働災害防止協会 心理相談員
米国 NLP 協会認定プラクティショナー
1965 年 静岡生まれ。
コーチからのメッセージ
小さい時から「何をやらせても駄目」というレッテルの中で生き、自分
自身も何をやっても「自分は駄目」なんだと思いこんでいました。
そしていつも自分の視点は「親に叱られないかどうか…」
その頃の自分は、誰のために人生を歩んでいたのでしょう。
長い結婚生活の中で、うつ病を経験し、寝たきりの中でどうやって子供を育てていたのか思いだせないほ
ど辛い長い時間を経験しました。
そんな時も「親に叱られるから離婚してはいけない」と、思いこんでいました。
「どんな試練がきても「離婚しなければよかった」と思わないのだったら、離婚してもいいんじゃない？」
という友達のアドバイスを心におき、いつも検証をしていました。
そして…ある日（もう、そういうことは思わない）と感じる日がやってきて、別の友達に「離婚したい」と告げま
した。
「自分で決める」
それをした時から人生がぐっと自分の色に染まり、輝きだしたのです。
様々な方々の力をかり、離婚を経て、3 人の息子たちとの人生を歩み始めることができました。
また、最初に産んだ娘を 2 歳半で失ったことも自分にはとても大きな出来事でした。
突然のことで動転し、今でも思いだすと胸が痛くなり、「あの時、こうしていれば助かったのでは…」
「私が親じゃなかったら死なないで済んだのでは…」と思う気持ちがわいてきます。
そうはいっても、彼女が短い時間でも人生の使命はあったのだと思っています。
命の大切さや儚さ・・・
今、命があるということは、使命があるということだと思うのです。
私は、「なにをすればいいのかわからない」「どうせ自分なんて…」などと悩んだり、落ち込んだりしている女
性に「生きている価値や意味」を伝えながら、その人らしく、その人でしか出せない輝きをサポートできたら
本当に幸せです。
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人生のファシリテーター／ごきげんコーチング代表

鈴木安子
神奈川県横浜市在住
国際コーチ連盟 認定コーチ（PCC)
米国 NLP 協会認定 マスタープラクティショナー
NPO ハートフルコミュニケーション ハートフルコーチ
NPO 法人日本コーチ協会神奈川チャプター「ごきげんネットワーク」
代表
公認 DiSC インストラクター
1961 年生まれ。神奈川県横浜市在住。
日本大学文理学部心理学科卒業後、文具メーカーで第一号女性ル
ートセールスを経て人材派遣会社に転職。コーディネイターとして登
録スタッフ延べ２００人を担当。結婚を機に退職した後,第一生命保
険相互会社に入社。個人・法人営業の経験を経てトレーナーとなり、主に新人育成・教育研修を担当する。
2002 年 4 月コーチとして独立。現在コーチ及び研修講師として活動中。
個人クライアントは、マネージャー、リーダー、先生など男女問わず年齢も様々。
セッション時間は 1000 時間を超える。
近年、コーチ資格更新のためのメンターコーチのご依頼や、就活生や AO 入試のための学生向けコーチの
ご依頼もいただいている。 ※親御さんからのご依頼の場合は必ずご本人の意思確認をさせていただいて
います。
2011 年 4 月より自身のキャリアの集大成として提供できるオリジナルプログラム
個性を活かしたプレゼンテーション～話し方講座『基本のき』を公開講座としてスタート。
2019 年 19 期をもって定期開催は休止。現在はご用命に応じて各地にてカスタマイズ開催。
【鈴木安子からのメッセージ】
「出会いは魔法」 ご縁に感謝します。心が軽くなれば、視点も変わり、行動を起こせる
まさに私に起こったことです。
1997 年秋、私はコーチングと出会いました。当時は私にとっての四面楚歌時代。生命保険会社では管理
職として育児休暇取得後に復帰した第一号として奮闘していました。朝は娘を保育園に送りその後 1 時間
かかる通勤の途中駅で無理やり朝礼の準備のための日経新聞に目を通し、日中は担当していた営業の
同行指導や数字の報告などの業務をして 21 時頃帰宅。ふらふらしながらも寝ないで待っている娘と短くも
濃い時間を過ごした後に家事をすませ、ようやく落ち着くのが夜中の 1 時頃でした。
休日は母の入院先へ。
その時はかなりきつかったと思うのですが、会社を止める勇気はありませんでした。色々なことでお金もか
かったし、年齢的にももう働ける場所はないようなそんな気がしたのかと思います。
それでもある夜中にふと思ったのです。
「このままじゃダメだ。いつもと違うことをしなきゃ。」
そして私はある人にコンタクトをとりました。そこでコーチングを知ることになるのです。まだ日本ではコーチ
といえばスポーツの世界だけの時代です。それでも迷わず試してみました。1 回 30 分電話でコーチングを
受ける。1 か月間で 4 回、コーチとの時間で魔法がかかりました。
周りの状況は変わっていないのに朝が軽いのです。
そして 2 年後の 1999 年、転勤先で教育担当となり一人一人のユニークな個性を引き出したい、そして何よ
りも私が子どものコーチになりたい、そう思いコーチングを学び始めました。娘は成長し今年結婚します。
人生のステージは変わっていくようです。
そんな時、客観的な視点をもって自分で人生を選択していく力があればより人生は豊かになっていくことで
しょう。
人生は自分次第。全力で応援します。
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アイプラスコーチ（I PLUS COACH）代表者 加賀屋 繁／名前の
意味は、あなた一人ではない（I am オンリーではない。I プラス コ
ーチ＝私）愛情のアイ（愛のある コーチング）

加賀屋繁
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
柏市生涯学習講師（ボランティア）
初級システム・アドミニストレーター
第二種 衛生管理者
（一財）日本研修コーディネーター協会 認定研修コーディネーター
1950 年秋田県生まれ
1969 年秋田商業高校卒業後、大手都市銀行に入行
銀行勤務中に夜間大学で学ぶ（中央大学商学部、卒）
定年まで（40 年以上）勤務する
銀行では、銀行オンラインシステムのプログラム開発、外訪活動（主
に個人オーナーの経営相談）、営業店の接客対応・内部記帳者の指導と教育を行った。
銀行では、部下の教育・後輩の指導に数十年携わりました。
毎日が接客と苦情対応の連続でした。
そのため、接遇対応（マナー）、教育指導のノウ・ハウが身につきました。
この間に大学医学部病院の出向を経験する。
出向は気が進まなかったものの、銀行では得難い経験ができました。
昨日まで和気あいあいと話していた患者さんがガンで急死して、泣いたこと。
（こんなに悲しむなら、仲よくしなければ良かった。でも、患者さんのご主人から
「いつも、楽しい話しをありがとう！」と言われた時は涙が止まりませんでした）
とても明るく話していたお嬢さんが、片足の切断手術をしたあとだったこと、立ち去った後、歩く拍子が１拍
子だったので気づきました。
（こんな辛い思いをしているのに微塵も感じさせない。なんて心の強い女性なんだろ）
この病院の出向で、命の大切さと心の強さを学びました。
現在は、コーチと講師を行っています。
コーチング・セッションは１５０時間を超えています（対象者は経営者、マネージャー、アパート・オーナー、
主婦など）。
講師は２０回以上講演実績があります（中学校、職業訓練校など）。
講演のテーマはコミュニケーションアップ、モチベーション・アップ、マナー研修、セルフ・ブランデイング）な
ど多数。
講演は受講生参加型で好評でした（強みがわかった、現場で即役立つ、参加型で一体感がある）
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新たな一歩をスタートしたい人、コーチング初心者専門コーチ

山口麻利
国際コーチング連盟 プロフェッショナル認定コーチ
一般社団法人 生涯学習開発財団認定 プロフェッショナルコーチ
企業研修・大学講師
愛知県出身。1996 年より、結婚式や式典、イベントなどの司会の仕
事に従事。
一男一女を出産し、8 年間の育児休暇を経て仕事復帰。
2010 年より株式会社コーチ・エィ提供のプログラムでコーチングを学
び始める。
子育て真っ最中だった当時、初登壇のセミナーは、ママ友に声をか
け近くの公民館で開催した１コイン（参加費￥５００）の「子育てコー
チングセミナー」。
その後、カルチャーセンターや PTA 講座の講師などを経て、ICF 国際コーチング連盟の認定を取得。
現在は経営者や組織のリーダー、フリーランスで働く人へコーチングを提供。
自らの子育ての経験を活かした「子育てコーチングセミナー」「働くママのキャリアアップコーチング」が好評
を得ている。
企業や大学では、ビジネスマナー、話し方、コミュニケーションの研修や講義を担当。
コーチング初心者や、新たな一歩をサポートする笑心コーチとして活動中。
コーチからのメッセージ
プラス・エム代表、笑心コーチの山口麻利です。
私は「笑心®」を大切に活動しています。
「笑心®」とは、目に見えている表情が笑顔だけではなく、目に見えない内面、心も身体も健やかで穏やか
で心地よく笑っている状態のこと。
私自身が「笑心®」であることを心がけ、あなたにも「笑心®」になっていただけることを願っています。
何よりの強みは、持ち前のバイタリティーとポジティブ思考。
ピンチをチャンスに変えることが得意。
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人間関係改善アドバイザー／心裸カウンセラー／GCS 認定プロコ
ーチ

加藤公也
ＧＣＳ認定コーチ
【名前】
加藤 公也 （かとう きみや）
【生年月日】 1979 年 11 月 14 日 A 型
コーチからのメッセージ
私は現在、コーチングやカウンセリングを通じて人間関係をより良
いものにするために活動しております。
私自身、過去に 2 回、人間関係で精神的な病（鬱病）になり、身を
以て人間関係がひとに与える痛みを体験しました。
1998 年より、携帯電話やパソコンが普及し始めたことで、人々のコミュニケーション力は大幅に低下し、
現在多くの人が人間関係を困難なものにしております。その為、それに伴い自殺者も増加しております。
人間関係の悩みは、大なり小なり誰でも持ち合わせておりますが、
一見、問題がない様に見える方でも、実は孤独で気持ちのやり場を持たない方が多くいらっしゃいます。
私はひとりでも多くの方に、本来の自分を取り戻し、自分らしく生きてほしいと考えております。
ひとは誰しも恐がりです。常に自分が傷つかない様、脳が自動的に防衛する様に出来ております。
しかし、それは時として相手を攻撃する場合があります。それでは本末転倒です。
思いやりを持ち、相手を尊重し、相手を愛することこそが私たちが幸せに暮らす為に必要なことです。
ひとは皆同じ悩みを抱えています。しかし、多くの人はそのことに気付いていません。
『私だけ』、『自分だけ』、皆さんそう感じ、独りで苦しんでいます。
ですが、本当は違うのです。周りの方も口にしないだけで、皆同じ苦しみを持っています。
それに気付けた時、私たちは初めてこころを開いて接することが出来る様になります。
私だけじゃない、皆同じ。この世の中に他人なんていない、すべて自分自身。
誰しもが、ひとを愛し、素晴らしい人間関係を育むことを私は大事にしたいと思っております。
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NPO 法人 Fine(ファイン)理事長

松本亜樹子
ＮＰＯ法人 Fine(ファイン) 理事長
一般社団法人 日本支援対話学会 理事
ICF PCC （国際コーチ連盟認定プロフェッショナルサーティファイド
コーチ）
Gallup 社認定ストレングス・コーチ
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会認定 アンガーマネジ
メント（以下 AM）シニアファシリテーター、AM コンサルタント、AM 叱り
方トレーナー、AM アドバイザー
一般社団法人 全国心理業連合会認定 上級プロフェッショナル心
理カウンセラー
一般社団法人 日本支援対話学会 認定コーチング・スペシャリスト
コーチ
人材育成トレーナー(研修講師)
フリーアナウンサー
本名・杉嶋奈津子。長崎県長崎市生まれ。学生時代より所属していたタレント事務所で「松本～」を名づけ
られ、以来ビジネスネームとして使用。フリーアナウンサーとしての後進育成から人材育成に興味を持ち、
企業における人材育成・研修等、活動の場を広げる。徹底した顧客視点を見込まれ、総合商社や IT 企業
の新規事業（顧客開拓）部門にアドバイザーとして関わる。研修講師として活動する中で、個々の可能性を
広げる「コーチング」に出会い、認定コーチ資格を取得。コーチとしての活動も開始する。
また、結婚後に体験した不妊の経験を活かして本を出版。それをきっかけとして NPO 法人 Fine（~現在・過
去・未来の不妊体験者を支援する会~）を立ち上げる。
現在は理事長として法人の事業に従事するとともに、プロコーチ、企業研修講師、フリーアナウンサーとし
て活動中。
・活動実績
【著書】
『不妊治療のやめどき』( WAVE 出版)
『ひとりじゃないよ！ 不妊治療』（共著／角川書店）
【表彰】
平成 28 年度東京都女性活躍推進大賞優秀賞（NPO 法人 Fine）
【講演・講義・発表(oral presentation)】
「ESHRE（ヨーロッパ生殖医学会）」「福島県立医科大学」「(学）聖路加国際大学」その他学会、自治体等多
数
【セミナー・研修（一例）】
「リーダーシップ」「女性活躍」「ストレングス・ファインダー」「アンガーマネジメント」「医療者向け患者対応」
「マネージメント(部下育成）」「CS 研修」等、企業・団体研修多数
【アナウンサー】
各種テレビ、ラジオ、イベント MC、ナレーションなど多数
【コーチング(個人セッション／グループセッション)】
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自分を認めてのびのび生きたい方専属。自分らしさをイキイキ生き
切る明日へ導くライフコーチ

坂上 浩
（一財）生涯学習開発財団 認定プロフェッショナルコーチ
東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。東京都中野区出身。
東京ガスにて大規模建築物件のパイプラインの設計等を経験。富
士銀行（現みずほ銀行）に転職後、ＩＴ企画/開発・監査等に従事。
2010 年コーチ A でコーチングスキルを習得。2011 年にプロコーチと
して独立。
小学校４年生時に病気で父を亡くし母子家庭で育つ。長男として母
を支えねばならないという思い込みから無意識に自分に枠をはめ自
分らしさを疎かにしていた。大学・大学院への進学も世間評価に自
分を合わせた選択を行い、真剣に自分と向かいあうことをしなかっ
た。
大学院修了後、東京ガスに入社した後に始めて、自分の将来設計を真剣に考える。そして弁護士を志し会
社を退職するも、原因不明の心身の不調に陥り受験を断念し富士銀行に中途採用にて入行。
富士銀行時代には仕事の重圧・人間関係を原因とした不眠・うつ・出社拒否を経験。一番の原因は周囲の
評価を気にしすぎ振り回されていたということ。まさにこの時、自分らしさをイキイキ生き切ることが人生で
の最重要事項であるという深い気付きを得た。
会社への復帰後は、自己啓発書・セミナーの助けにより 「自分を認めて、自分らしい人生をイキイキ生き
る」道への取り組みを実践。そして、自分の人生のミッションを「自分らしさをイキイキ生き切る明日へ導くこ
と」として据えるに至り個人セッションを中心としたライフコーチとして活動中。
コーチからのメッセージ
私のコーチングは、
「自分を認めて自分らしい人生をイキイキ生き切る明日への道案内」
を目的としています。
あなたが以下のいずれかに思い当たるところがあれば、私のコーチングで人生を好転させることができま
す。
・他人の評価が気になって自分のやりたい様に振舞えない。
・周囲との調和を重視して振舞っているので、表面上 問題無いがこころの中で「本当の自分じゃない」と感
じている。
・やりたいことが浮かんでは消え、浮かんでは消えていく。このまま「放置していいのか」「後悔しないのか」
という考えが頭をもたげている。
・「不安」や「怒り」などネガティブな感情が気になり、書籍・セミナーで知識を十分なのに日常生活にどう活
かしていけば良いのか分らない、自信がない。
・コーチ、カウンセラー、セラピストなど心をケアーしる仕事を目指したいのだけれど、どこから手をつけれ
ば良いか分らない。
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管理職のメンターコーチ

小川由佳
FAITH（フェイス）代表
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
銀座コーチングスクール認定プロフェッショナルコーチ
日本メンタルヘルス協会基礎心理カウンセラー
津田塾大学卒業後、沖電気工業に入社し物流業務を担当。その後、
外資系メーカーで、業務プロセス策定、ERP システム導入や配送セ
ンター立ち上げなど、物流業務の立ち上げに携わる
1999 年、i2 テクノロジーズジャパンに入社。コンサルタント、マネージ
ャーとして、クライアント企業に対する SCM ソフトウェアの導入や、そ
れに伴う業務改革のコンサルティングを実施。海外駐在や外国人部
下のマネジメントも行う。これらの経験を通じて「企業の根本は人だ」
という想いに至り、人材育成分野に関心を持つ
ジレットジャパンでの管理職を経て、2006 年、ジェネックスパートナーズへ参画。コンサルタントとして、クラ
イアント企業における業務改革や組織変革を支援。また、研修やコーチングを通じて、クライアント企業の
リーダー育成やチーム育成に従事。
2011 年に独立し、コーチや講師、コンサルタントとして活動中
あなたが、なりたいリーダー像を明確にし、そのなりたい姿に近づけるよう、そして、それに伴ってあなたの
抱える具体的な課題を解決できるよう、一定期間、セッションやメールでじっくりとサポートしていきます。
「リーダーや管理職という役割を担う方々のお役に立ちたい」という私の想いは、「私自身が初めて管理職
になったとき、わからないことだらけで、とても悩んだこと」がベースにあります。
「そもそも私の仕事って何だろう？ 何をすればいいんだろう？」
「部下に仕事を任せるってどういうこと？」
「部下に仕事を頼むのをためらってしまう・・・」
「付き合いづらい部下とどうすればうまくやっていけるんだろう？」
こんなにわからないことだらけなのに、仕事は待ってくれない。そして、部下も。
当時は、わからない中で手当たり次第に動くもなかなかうまくいかず、一人で空回りし、やる気や自信を失
う・・・というドツボにはまっていました。
その後、コンサルティング会社でクライアント企業のリーダー育成に携わったり、独立後に研修講師やコー
チとして、管理職になった方々と出会う中で、かつて私が直面した悩み、不安や焦りは、私だけでなく、多く
の管理職が直面することなのだということを知りました。
であれば、過去、管理職として悩んだ経験をもつ私だからこそ、また、コンサルタントとして多くのリーダー
育成に携わった経験をもつ私だからこそ、貢献できることがあるのではないかと考え、現在、リーダーや管
理職を主な対象にしたコーチングを提供しています。
自分らしいリーダーのあり方を創っていきたいと真剣に思っていらっしゃる方とのご縁を楽しみにしていま
す。
【著書】
『仕事にも人生にも自信がもてる！ 女性管理職の教科書』（同文舘出版）
【プライベート】
京都市在住。
家族構成は、夫、娘（2018 年 1 月現在、小学校 1 年生）、猫 2 匹。
趣味は、路地裏散歩や古い商店街めぐり、娘や猫と遊ぶこと。
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ワーキングマザーコーチ

石崎舞子
国際コーチ連盟（ICF）プロフェッショナル認定コーチ
コーチングゲーム公認トレーナ（国際資格）
1974 年静岡県伊東市生まれ
1998 年東京理科大学理学部化学科卒業
同年（株）第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行、システム企画関連業
務に従事する。
その後、（株）みずほホールディングスを経て（株）みずほフィナンシ
ャルグループにてグループ持株会社のシステム基盤構築、グループ
専用ネットワーク構築プロジェクトに参画。
以降、リスク管理、連結決算などグループの基幹システムにかかる
多数のプロジェクトに携わる。
2003 年長女出産。持株会社の第一号産休育休取得者となる。
2005 年長男出産。
2009 年（株）みずほコーポレート銀行へ転籍。
貿易金融関連部門にて、収益・リスク等の計数管理、傾向分析業務に従事。
2010 年度、2011 年度に頭取表彰（みずほアウォード）を受賞。
2012 年 2 月みずほコーポレート銀行退職、2012 年 3 月プロコーチとして独立。
ワーキングマザー向けタイムマネジメントセミナー、コーチングゲームを使ったワークショップ実績多数
2012 年度より横浜市青葉区にてコミュニケーション関連セミナー担当講師
コーチからのメッセージ
『私の悩みはコンサルティングやカウンセリングで解決するのだろうか？いや違うな・・・でも他に適当な相
談先が見当たらない』
と思っている方、実はコーチングで解決できるかも知れません。コーチングで解決できる可能性が高いです。
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コーチ

玉依真乙
米国 CTI 認定 CPCC (Certified Professional Co-active Coach)
国際コーチ連盟 ICF 認定 PCC(Professional Certified Coach)
日本臨床ヒプノセラピスト協会認定ベーシック＆アドバンストトレ
ーナー
「存在力」著者（２０２１年６月みらいパブリッシングより出版）
約１万時間近い時間の個人セッションを行なってきました。ひと
りひとりが自らの本質的な喜びに目覚めて生きていくこと、人生
をクリエイトしてゆくことによって、真の意味での「調和」が世界
にもたらされます。魂の声をきいて足を踏み出せば、必ず自分
らしい道は開けます。愛と調和をベースとした新しい世界を作っ
ていく仲間たちとコーチングを通して繋がってゆきたいと願って
います。
東京都生まれ。
鴎友学園女子高校卒業
津田塾大学国際関係学科卒業
リュミエール・リヨン第二大学 CIEF にてフランス語を学ぶ
外資系企業の役員秘書を歴任後、2011 年に独立、コーチ＆ヒプノセラピストとして活動開始
アウェアーズ合同会社設立（２０１５）
【コーチング】
・2009 年 コーチ養成期間ＣＴＩＪａｐａｎにて基礎・応用コース・
2011 年プロフェッショナルコースを修了し、 米国 CTI 認定ＣＰＣＣ（米国認定コーアクティブコーチ）取得
2014 年 PCC（国際コーチ連盟認定 Professional Certified Coach）取得
【セミナー・イベント】
2017 年以降、「目醒めと現実創造」「真実の愛とパートナーシップ」など、主にスピリチュアルな目覚めをテ
ーマに、翻訳家の山川ご夫妻、池川明先生、矢作直樹先生、並木良和さん、大野百合子さんなどをお呼び
してのイベントなどを数々開催。2020 年よりヒプノセラピスト養成講座スタート。
【こんな方へ】
自分と向き合い自らが変化変容することによって、組織にポジティブな影響をもたらしたい経営者
自分らしいビジネスを通して世界を変えて行きたい起業家、アントレプレナー
プロコーチの活動やビジネスを通して人々の変化変容に関わってゆきたい方
コーチからのメッセージ
いま、時代は大きな転換期を迎えています。自分らしさ、本当の喜びに生きることを後回しにする時間は、
少したりとももう残されていないのだと感じています。自分自身と向き合って一歩を踏み出し、愛やつながり
のなかで、自分らしさの影響力を広げながら、来るべき新しい時代を作って行きたい方、ぜひ繋がってくだ
さい！
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エグゼクティブ＆リーダーシップ コーチ

籠橋輝子
国際コーチ連盟 認定コーチ（PCC)
International Coach Academy (国際コーチ連盟認定プログラム)卒業
株式会社ヒューマンネクサスラボ パートナ―
コロンビア大学国際関係・公共政策大学院 修士号（国際開発教育
専門）
コロンビア大学教育学大学院 修士号（国際教育 ペアレンティング
/幼児教育専門）
ウィスコンシン州立大学マジソン校 経済学学士
1967 年浜松市生まれ。3 人姉妹次女。幼少期-高校まで主に名古屋
で過ごす。父親留学に伴い 1 年間（小 5）ドイツ現地小学校通学。南
山女子中高を経てオーストラリア（盛田国際教育財団奨学生/YFU
交換留学生、高 1）、米国（個人留学、高 3）にそれぞれ 1 年間高校留学。
大学 4 年間米国で過ごした後、中部日本放送（株）に就職。ラジオ制作部ラジオ・ディレクター/プロデュー
サーとして勤務後 1994 年再渡米、ニューヨーク NGO アジア・ソサエティ（ラジオ・アソシエート・プロデューサ
ー職）、コロンビア大学ドナルドキーンセンター10 周年記念安部公房イベント・ディレクター・アシスタント、コ
ロンビア大学ビジネススクール内日本経済経営研究所プログラム・オフィサーとして勤務。その後 1997 年
-1999 年南米ボリビア滞在。
1998 年から 2013 年 3 月まで教育コンサルタントとして活動。ボリビア政府観光省にてエコツーリズムに関
する調査、国際 NGO チルドレンズ・ビレッジズ SOS ボリビア・オフィス現地プロジェクト調査、WHO 健康都
市に関する文献調査、豪州医学部カリキュラム内保健衛生学科に関する調査リポート作成業務、ベネッセ
内チャイルド・リサーチ・ネットの文献調査/原稿執筆/プロジェクト立ち上げ業務、国際 NGO プラン・インタ
ーナショナル年次報告書翻訳他、多数業務に携わる。
2013 年 4 月から 3 年間は名古屋の私立大学で管理職を務め、2016 年 8 月からの 2019 年 8 月までは国
際 NGO 日本マネージャー職に従事、組織内リーダーシップ実践に取り組んだ。
【コーチングと私】
2001 年息子をワシントン DC で出産。2002 年-2006 年は東京在住、保育事情に悩まされながら「続けるこ
とに意義がある」を念頭に仕事と子育てを中途半端に両立。2007 年から 6 年間は印度在住。渡印と同時に
40 代に突入、自分の生き方に行き詰まり、教育コンサルタントとして専門知識を基盤にクライエントの方々
にアドバイスや提案をすることにも大きな違和感を持っていた際コーチングに出会い、2010 年 International
Coach Academy 入学。自己啓発のつもりで学び始めたコーチングの力に魅了され、2011 年春からプロ・コ
ーチとして本格稼働。※詳細は同 URL 参照
現在（2019 年 9 月）は東京在住、グローバルに活躍する企業内エグゼクティブやリーダーを対象としたコー
チングに専念中。
籠橋輝子コーチからのメッセージ
これまで、良くも悪くも早い時期から「選択/決断」を繰り返す生き方、異なる社会通念/価値観/常識の中で
多くの人々に助けられながら多様な人生経験をする機会と出会いに恵まれました。
コーチングでは、エグゼクティブの方々の「思考のパートナー（Thinking partner)」、「客観的立場の相談役
（Sounding board: 矛盾点や考え方の無意識バイアス、そこにある感情や大切にしている価値観など聴こ
えてくることを伝える鏡役）」として、「傾聴/リフレクション/質問」を基軸にセッションを進めます。また、コー
チングのアプローチ（例：各セッション使用の思考ストレッチのツール、アセスメント、演習）はニーズを伺い
ながらカスタマイズ、クライエントの方が希望するアウトカムを出すことに徹底的にこだわり、コーチとしての
使命を真摯に丁寧に全うします。
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コーチ

黒田晴美
コーチングオフィス AUBE PROJET 代表
Coral Infinity∞（栄めぐみコーチとのコーチングユニット）
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
＜活動実績＞
・研修・講演・セミナー
・徳島県教育委員会家庭教育コーチ養成講座講師
・大阪府泉南市立青少年センター講座（小中学生とその保護者
向け）
・奈良県立高校 コミュニケーション授業
・子育てサークル様でのセミナー
・大阪府四條畷市田原台ひまわり保育園様
・企業様においてのスタッフ研修
他多数
コーチからのメッセージ
私がコーチングと出逢ったのは 2000 年のこと。
日本にコーチングが入ってきてすぐの頃でした。
「その人の中にある強みを引き出す」
外食産業に勤めていた私は、店舗勤務の従業員の教育育成にこれは使える！と、
ボーナスをはたいて勉強を始めました。
その後、子どもを授かり不規則だった会社を辞めましたが、
初めて子どもと向き合う日々は、喜びもさることながら、つらい日々でもありました。
その時に、ふと「子育ても人材育成も同じかも！」と気づき、子育てにコーチングを取り入れていきました。
コーチングを通じて、様々な教育機関の方や先生方、そして経営者の方とお話ししていて思うことは、すべ
ての人間関係の基礎は家庭からということ。
一番身近な家庭で良質なコミュニケーションと、自己肯定感を育んだ子どもは、
きっと社会にでても、抜群のパフォーマンスを発揮してくれると信じています。
コーチを雇うということは、スポーツの世界でコーチを雇うのと同じこと。
自主練習も大切ですが、それだけではない何かがあります。
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Spring Coach 代表

小林英雄
ＧＣＳ認定コーチ
１９７５年、秋田県生まれ。
秋田工業高専から東京工業大学工学部電子物理工学科へ編
入学。
大学卒業後は約十年間、学習塾講師や家庭教師。
その後十数年間システムエンジニア（通販会社のシステム開
発・運用）。
２０１１年６月ＧＣＳ(銀座コーチングスクール)終了し認定コーチ
資格を取得。
私は小学校時代ほとんどしゃべらなかった大人しい子でした。
友達つきあいもほとんどしませんでした。
大学時代に生活費を稼ぐため家庭教師を始めたところ、生徒に慕われ親御さんからは頼りにされ、人と接
することに目覚めました。
その時は「どうしたらこの子を成長させられるだろう？」と考えていましたが、より成長したのは私自身だっ
たことに気づいたのはだいぶ後のことです。
教育業は２０代でしたが、その後コーチング業・セミナー業をしています。異業種交流会などに積極的に参
加し、人見知りを克服しました。
人前に出ることに怖さ・恥ずかしさを感じていましたが、度胸を養うため高専時代５年間応援団に所属し、
団長や相談役など幹部も経験させていただきました。
卒論発表会で緊張のあまり１分間絶句する等失敗はたくさんありますが、あがり症でした。
「このままじゃカッコ悪い！スムーズにスピーチできるようになりたい！！」と決心し、「あがらないにはどう
すればいいか」を学び、スピーチ練習を繰り返しました。
カルチャースクールで講座を受け持ったり、セミナーや神社ツアーを開催するなど、スピーチやプレゼンを
するのは好きになりました。
以前できなかった人付き合いを頑張るようになると、いい人ぶって相手の要望になるべく応えるよう努力し
ていました。
しかしつらくなり、誰とも接したくない時も何度もありました。「不機嫌にしていると嫌われるのではない
か？」「招待されたイベントに行かないと付き合いが切れるのではないか？」など怖れ・不安にさいなまれて
いました。しかし今はいい人ぶらないし、興味なかったら無理してイベントに行かないし、「疎遠にしてくれて
結構」というスタンスです。とてもラクです。不機嫌にしていても嫌われるどころか、相手が気を使ってくれま
す。それまでと違う世界を見れます。あなたもそんな体験をしてみませんか？
いろいろな分野に興味があります。
小学校時代は仏教が好きで変わった子でした。１０代から今４０代までいろいろ学びました。
歴史・哲学・数学・物理・化学・法律・経営・人生論・儒学・兵学・老荘・神道・茶道・ヨガ・武術・コンピュータ
ー・ハイキング・風水・手相・霊界・聖書・マーケティング・コピーライティング・文章術・カウンセリング・心理
学・素質論…
人生８０年と言いますが、私もはやくも４０歳を過ぎました。学生時代は鮮明に覚えているのにあれから２０
年以上たつのか！とショックです。興味がある・やってみたい・克服したい…はすぐやらないと、ぐずぐずし
ていると、あっという間に人生は終わります。
人生はチャレンジです、お試しです、大失敗をやらかしても死ねばチャラです。やりたいことがあるのに失
敗を恐れてしないのは、もったいないです。この世・この時代・この日本でしかできないことがたくさんありま
す。今度はいつ生まれてくるかわからないです。やりたいのにやれないのであれば、それを後押しするサ
ポートをします！これが私のコーチングです。「私には無理」と思っていたり、他人から「あなたはできない
よ」と言われたかもしれません。しかし私はあなたの可能性を信じて伴走します。
私の性格は、植物・動物・昆虫が好き、美術や音楽が好き、穏やかで優しいと言われます。
しかしコーチングをやっていく中で「なんでやらないの、あなたの人生でしょ！」と厳しく言うこともあります。
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コーチングスタジオ アルファー 代表

小林 淳
米国 CTI 認定 CPCC (Certified Professional Co-active Coach)
キャリアデベロップメントアドバイザー （CDA）
NAUI スクーバダイビングインストラクター
私は あなたの心の導火線 です。
もっともっとあなたは輝いていいんです。
これまで自分の経験を踏まえて、「さらにもっと自分らしく生きたい」と
いうことに取り組んできました。
それぞれの方が、「今何のために生きているのか」 「これからどん
なふうに生きて生きたいのか」
といったことについて一人ではどうしたらいいのかよくわからないとおっしゃっています。
それでもいいんです。
心のどこかで気づいているんです。ただそのことを今知らないだけ、いやうすうす気づいているのかもしれ
ません。
一人で足を踏み出せなくても二人なら前に進むことができます。これまで 100 人以上の自営業、会社員、主
婦、学生の方々と ともに感じながら「さらにもっと自分らしく生きたい」をサポートしてきました。
あなたの力強い一歩を踏み出すことを実現するセッションをさせてもらっています。
大阪府生まれ。
大阪府立生野高校卒業
大阪大学基礎工学部制御工学科卒業
大学卒業後、バブル崩壊中 ソニー株式会社に入社。管理部門にて１４年間 事業経営に参画。
2004 年にコーチングと出会い、CTI ジャパンにてトレーニングを受け CPCC 取得。独立してプロコーチとな
る。
・その他資格
・1990 年 NAUI スクーバダイビングインストラクター
・2004 年 キャリアデベロップメントアドバイザー （CDA）
・こんな方へ
喜びに生きたい人
使命に目覚めたところから、生きていきたい人
自分の内面にしっかりと向き合い向上したい人
周りに翻弄される生き方から、しっかりと地に足をつけて歩みだしたいと望む人
さらに自分の人生を楽しみ進んでいきたい人
コーチからのメッセージ
もやもやとしていても大丈夫です。
「もっと自分らしく生きたい」という言葉に「あぁ、そうだな」と感じる方は一度無料サンプルセッションを受け
てみませんか。そこで「次の一歩を踏み出せそうだ！」と感じることができれば有料セッションをお勧めして
います。
私のコーチングは、私の考えを押し付けるものでもありませんし、まして宗教めいたものでもありません。
ただただあなたの声を聴き、あなたの中に眠っている「もっと自分らしく生きたい」を感じて、あなたとともに
歩んでいきます。
あなたの「人生の主役」はあなた自身です。もっともっと輝いていいのです。
ともに「もっと自分らしく生きたい」に一歩踏み出しましょう
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株式会社ライフコーチ・インターナショナル 代表取締役

森 大河
スピードコーチング社認定コーチ／トレーナー
International Coach Federation（ICF）Member
ウェルスダイナミクス シニアプラクティショナー
タレントダイナミクス パフォーマンスコンサルタント
ディクシャギバー（ブレッシングギバー）
1969 年生まれ。京都大学工学部数理工学科卒業。東京大学大学院
工学系研究科 MOT コース修了。
1991 年にアメリカ遊学中にコーチングと出会う。コーチングに感銘を
受けて帰国するが、国内にはコーチングスクールは勿論、コーチン
グに関する本さえ１冊もない状態であった。アメリカから本を取り寄
せて学んでは、当時所属していたスポーツチームで実践の日々を過ごす。将来はコーチになろうと決心す
るも、当時の日本は一部のスポーツ界を除き、職業としてのコーチは存在せず、大学卒業後はそのまま社
会人になる。
新卒で国内大手 SI ベンダーに入社後、マイクロソフトやフィデリティ投信などの大手外資系企業で IT エン
ジニアとしてのキャリアを積む。「時代をリードする企業が欲する人材 10 選」に選ばれ雑誌で特集が組まれ
るなど、エンジニアとして活躍する。2006 年に日産自動車のカルロス・ゴーン氏が選ぶ「２１世紀をリードす
るエンジニア 20 人」の一人に選ばれ、世界を変えるための 1 年間のプログラムにて活動。その際に「未来
を変えるのはエンジニアリングではなく人だ。つまり人を育てる教育こそが自らのなすべきことだ」と痛感し
て、学生時代より学びを続けていたコーチとして独立することを決意。
独立後は、国内のコーチングスクールでトレーナーとして多くのコーチを排出する傍ら、何度も海外に通い
ながら、世界 NO.1 コーチとも言われるアンソニー・ロビンズのコーチングスキルを２年以上かけて一から学
び直した。その甲斐あってか、子どもから経営者にいたるまで、クライアントのことを親身になって対応する
ホスピタリティに加えて、クライアントの能力を短期間で圧倒的に引き出す手法には定評がある。
その後、アンソニーのコーチングスキルに加えて、世界トップレベルの企業において培った現場感を併せも
つことで、ビジネスや人生で課題を抱える多くの方の力になるべく、株式会社ライフコーチ・インターナショ
ナルを設立。起業したての経営者から売上高 2 兆円を超える企業の経営者まで様々な経営者のコーチン
グを行う。また、管理職を対象としたグループコーチングや集合研修なども実施。
現在、特に力を入れているのが、タレントダイナミクス理論を用いた、組織におけるハイパフォーマンスチー
ムを作るためのコーチングや研修である。タレントダイナミクスとは、イギリスの天才起業家ロジャー・ハミ
ルトンが考案し 10 年以上に渡って世界中で企業の業績を改善してきた、社員一人ひとりの強みを最大限
に生かしたチームビルディングの手法とその応用の理論である。
社長を含む経営トップ層の個別コーチングから、現場レベルのチームづくりまでを一貫して対応することで、
経営者や組織が持つ様々な課題にワンストップで対応できるのが強みである。
2012 年 4 月より特定非営利活動法人日本スクールコーチ協会の理事も務める。
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ライフレビューコーチ

長岡繁仁
有限会社 ティ・オー・エム企画 代表
銀座コーチングスクール認定コーチ
日本交流分析協会 交流分析士インストラクター
サーティファイ ケア・コミュニケーション検定
中央能力開発協会 パソコン技士１級
危険物取扱者乙４類
富山県富山市出身
愛知工業大学工学部応用化学科卒業
転職５社目で一部上場電子部品メーカーの生産技術職で採用され
る
その後、ＡＬＳの父親の看病のため退社
父が死去したのち鬱病の母親を介護
そのさなか、パソコン教室を夫婦で立ち上げ、３年後に法人化
平成２０年 銀座コーチングスクール認定コーチ
【活動実績】
・障害者の職業訓練に取り入れる
・パソコン教室の受講者に対して目的・目標の明確化
（就職、検定試験受験、スキルアップ等）
・パーソナルコーチング
一般社会人、経営者、管理職者、主婦、学生、介護師、看護師、障害者等
・研修・セミナー
ケア・コミュニケーション講座（介護・看護者向）
職業訓練機関講師
民間企業社員研修 等々
【強み】
さまざまな体験から「できない、わからない」と思っている人の気持ちがよく解ります。クライアントの人生を
振り返り、共感し、気持ちに添い、勇気づけ将来の夢や希望の達成につなげることです。
【得意分野】
家族関係や社会における人間関係、進学、就活、婚活等人生経験を生かした対応をいたします。また、両
親の介護、看護の経験から介護者・看護者への対応もいたします。
コーチからのメッセージ
「何をやってもまともに生きられない」「何かしようとしても上手くできない」「教えられてもよくわからない」そ
んな方々の気持ちがよく解ります。さらに、交流分析を活用したコーチングは、その時の心の状態に寄り添
いながらアプローチすることで、より効果的にモチベーションをアップできます。
私自身、一流進学高校の出身ではありません。国公立・有名私立大学を卒業したわけでもありません。就
職も 20～30 人くらいの中小零細企業から始まり、転職５社・10 年かけて一部上場の電子部品メーカーに就
職できました。ようやくこれで落ち着けると思ったところが、家族のために退職しなければならない状況にな
り、退職する羽目になりました。そんなとき、最大のピンチに最高のチャンスがおとずれ、起業できたのです。
この経験をいかした交流分析によりきっとあなたの感情と共感しあうことができ、さらにコーチングを受ける
ことにより理想の自分自身に出会うことができると信じています。
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「あいだの力学」代表
組織開発コンサルタント

和氣裕之
CTI 認定プロフェッショナルコーアクティブコーチ(CPCC) CRR ORSC
基礎・応用コース(84 時間)修了
1990 年 東京電機大学大学院卒（理学修士）。
同年、大手電器メーカーに入社。
以来、20 年にわたり AV 家電のソフト開発を担当。
2008 年～2009 年
コーチとして活動を開始。主にボランティアコーチとして活動。
2010 年 コーチとして独立。
【実績等】
・企業様向けサービス
・組織開発研修
－大手製造業や行政機関で実施
・企業内コーチング
－複数の大手製造業で実施。
・キャリア開発研修
コーチからの言葉
私には、いわゆる「コンサル」が持つような華やかな経歴はありません。
でも、
・会社に 100 億円の損失をさせたことがあります。
・リストラで仲間が部門ごと別会社に売られていった経験があります。
・子会社に、親会社からの資金ストップを言いに行ったことがあります。
・ワークホリックになって、家庭を崩壊させたことがあります。
・パワハラを受けて、部下の前で屈辱的な思いを経験したことがあります。
組織が失敗をし続け、崩壊していくとは「どういうこと」なのか、
涙や血を流して獲得した、生きた経験があるのです。
それが、私のコンサルタントとしての最大の財産であり、誇りです。
今では「辛い出来事」こそ、本当に感謝すべきことだなあ…とさえ思います。
だって、私が経験してきたことの反対のことをして頂ければ良いのですから。
でも、それをすることは、実はとても難しかったりするのです。
だからアタマで理解するのではなく、実際に体験してもらって、「腹に落として」
心から納得してもらう必要があるんです。
私が皆さんに対して行うのは、結局はそういうことなのです。
ところで…
100 億の損失を出しても、結局は生きています。
人間イザとなれば何とかなるもんです(笑)。
ついでに言うと…
関西に移り住んで 20 年になりますが、いまだにボケ・ツッコミができません。
ボケを見逃しても、許してくださいね(笑)。
・アプローチするところ
・人と人との関係
私と上司／部下のあいだ 私と同僚のあいだ 私と夫／妻のあいだ 私と親／子のあいだ
・人と集団の関係
職場のメンバーのあいだ 経営と現場のあいだ 家族のあいだ
・人の中の関係
普段の私と本当の私のあいだ 今の私と未来の私のあいだ 知っている私と知らない私のあいだ
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コーチ

板倉由美子
NPO 法人ヘルスコーチ・ジャパン認定メンタルコーチ／ヘルスコーチ
NLP プラクティショナー
1977 年 12 月（株）日本航空入社。スチュワーデスとして約 26 年間乗
務。その間、タイ航空・カンタス航空とのコラボフライトやドイツ・ドュッ
セルドルフをベースとしヨーロッパ区間を専門にフライトした経験が
あります。
その後 7 年間半、マネジャーとしてスチュワーデスの管理育成に携
わる。『誰かをサポートすることこそ私の天職』と感じられる充実した
時間を持てたのは宝物です。
2010 年 9 月末 JAL 退職。JAL 在籍中から勉強をしていたコーチング
を第 2 の仕事として選択し、2012 年 4 月『コーチングオフィス コンテ
ンタ』を開業。
コーチからの言葉
私は 2012 年 4 月にプロフェッショナルコーチとして開業しました。オフィス名は「コーチングオフィス コンテ
ンタ」です。contenta、これはイタリア語で幸せという意味です。イタリア語に幸せという言葉は contenta と
felice の二つがあります。Felice は英語の happy に近く、一方 contenta は幸せ感が身体の内側に満ち満ち
ているような充足感まで表す言葉です。この言葉を知って以来、私自身が幸せ！と感じる時に必ず浮かび
上がってくるのが contenta なのです。
コーチという仕事を通してクライアントの皆さまに contenta な状態になって欲しい、コーチとしてそのお手伝
いをしたいという思いがあり、オフィス名をコンテンタに決めました。
以前の私は、失敗を恐れるがあまり新しいことに挑戦することができない人間でした。アレコレ考えた挙句、
やっぱりやめておこう…という引っ込み思案なタイプだったのです。でもある頃から、そんな人生はつまらな
い、面白くないと思うようになりました。それは、リストラ策に応じて 33 年間勤めた会社の退職を決めた頃で
す。（遅いと言えば遅い…(^_^;)）
ちょうど退職の数か月前からコーチングを学び、コーチに付き始めていました。
コーチとの対話を通して自分のやりたいことをじっくりと自問自答した結果、コーチングをやって行きたいと
いうことに気がつきました。
また、コーチングを学ぶ過程で「板倉さんってネイティブコーチですね」とフィードバックされ、自分にコーチ
ング的なコミュニケーションが合っていると気づいたことも後押しとなり、プロフェッショナルコーチとして独立
することを決めました。
実はその時、企業への再就職先も決まっていたのですが、私はプロフェッショナルコーチの道を選んだの
です。もちろん、恐れや不安が無いわけではありませんでした。でも、自分に正直になろう、自分の感覚を
信じよう、自分を信じられる、と感じていました。『挑戦できる自分』に変化していたのです。
今の私は、やりたいことに躊躇せず飛び込むことができるようになってきています。行動を起こし、新たな
展開が広がっていく状況を楽しんでいる自分自身を嬉しく感じています。そしてコーチとして、クライアントの
皆さまの『行動する』『contenta な状態になる』お手伝いをさせていただけたらと願っています。
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４０男 再生コーチ

川口信光
CTI 基礎コース修了
メンタルケア・スペシャリスト認定プログラム修了
トータルライフプランナー
１９６９年生まれ。
千葉県出身。
船橋市立船橋高等学校普通科卒業
法政大学社会学部社会学科卒業
大学卒業後１７年間、IT 業界にて法人営業
４０歳より２年間、生命保険募集人
２０１２年４月より、コーチとして独立開業
中学時代、陸上長距離で県大会３位などの活躍。
その実績から、当時、市立船橋高校の教員かつ監督であった小出義男監督よりスカウトを受け、市立船橋
高校に入学し指導を受ける。
ただ全く伸びず、大会出場もままならず、大きな挫折を経験。
ここから、紆余曲折、活躍と挫折の波を何度も繰り返すことに。
これまで、全社新入社員の代表、新人賞などの褒章を多数受ける、年間予算を半年で達成し、ヘッドハン
ティングにより外資系企業日本法人に転職、など活躍をする。
一方で、年間予算達成率一ケタ、５カ月連続０挙績、査定基準達せず解職、精神的なプレッシャーから原
因不明の頭痛・腹痛など諸症状により仕事ができなくなり半年間の休職など、挫折も経験。
私は、期待され活躍したことも経験していますが、それ以上の大きな挫折も何度も繰り返しています。 ここ
では書いていない事も、まだたくさん経験しています。
もちろん、私以上に大きな挫折や辛い経験をされた方もたくさんいると思います。
私は、少しでも多く、あなたのこころの奥底にある想いをお聴きし、あなたと供に進んで行くことをお約束し
ます。
私の経験が役立つを思えば、その経験をお話します。
私がまだ未経験であれば、あなたと一緒に考えていきますし、時には私が先に行うことにより道を指し示す
こともしていきます。
コーチからのメッセージ
こんにちは！ ４０男再生コーチの川口信光です。
４０歳、男性。
日本人男性の平均寿命８０歳。
会社員の定年６０－６５歳。
人生も社会人としても、４０歳男性はちょうど中間地点。
もう”半分しか”ないのか、まだ”半分も”あるのか。
”まだ半分もある人生”を、いかに生きるか、いかに自分らしく過ごすか、
いかに心の奥底から湧き出てくる夢や目標に向かうのか。
私もまさに同世代です。
コーチングを通して、一緒に探し、一緒に進み、一緒に作り上げていきましょう。
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自分に正直に、本当にやりたいことを実現したい人をサポートするコ
ーチ

渡部敦志
・株式会社チームフロー チームフロー認定コーチ(養成スクール１
期生)
・CTI ジャパン 応用コース修了 47 期生
・米国 NLP 協会認定 マスタープラクティショナー
・ソースワークショップ ベーシックトレーナー
・国際セラピートレーニング協会（ITTO）アドバンス認定
・第一種情報処理技術者
1971 年生まれ 奈良県橿原市出身 愛知県豊橋市在住
明日香村に近く、いたるところに古墳が点在する街で、古墳を秘密基地に、裏山で昆虫と戯れながら、幼
少時代～中学時代を過ごす。
小学時代に親が買い与えてくれたパソコンがきっかけで情報系エンジニアをめざし高等専門学校、大学、
大学院と情報工学系の学科に在籍。
技術系大学院修了の後、電力系上場企業の研究開発職、ソフトウェア開発会社の SE・マーケティング・海
外事業・新規事業開発・技術開発部門などでプロジェクトリーダ等を歴任。
業務中のトラブルがきっかけで、自分が本当にやりたいことが何かに意識が向き始め、様々なワークショッ
プ、セミナー、スクールに通いながらコーチング・NLP を習得。
当時抱えていた業務に区切りがついたら、コーチングで稼げるようになってから、と散々言い訳しながら先
送りにしていたことが結局いつになっても踏ん切りがつかなくなっている自分に気づき、本当にやりたいこ
とで人生を送る覚悟を決め、2012 年に独立起業。
これまでに学んだコーチング・NLP・催眠セラピーを生かした、五感をフルに生かす臨場感たっぷりのコー
チングで頭と身体から気付きを引き出すことを得意としています。体験いただいたビジネスオーナー、ビジ
ネスマン、主婦、学生といった数百人のクライアントの方々から幅広く、評価いただいています。
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株式会社 Kei ビジネス 代表取締役
人材育成コンサルタント／組織開発コーチ／生存力養成キャリアコ
ーチ

前田典子
国際コーチ連盟（ICF）プロフェッショナル認定コーチ（PCC）
CRR グローバル認定 ORSCC（Organization & Relationship Systems
Certified Coach
NLP マスタープラクティショナー
CDA （キャリア・デベロップメント・アドバイザー／厚生労働省指定キ
ャリア・コンサルタント能力評価試験合格）
HRD 社認定 DiSC インストラクター
上智短期大学英語科卒業後、１４年間銀行に勤務（東京銀行（現三
菱東京 UFJ 銀行）、クレディスイス銀行）。
より人の役に立つ仕事をしたいと考え、人事コンサルティング会社（株）MSC に転職。研修講師として様々
な企業の研修を担当。2000 年独立。
現在は「よい組織づくり」のために、研修等の人材育成、システム・コーチング（ORSCⓇ）などを提供。個
人向けには１対１のコーチング、カップルや夫婦、家族のためのシステム・コーチングを提供している。
・企業様向け：各種研修、講演、システム・コーチング（ORSCⓇ）
・個人の方向け：１対１のコーチング（エグゼクティブコーチング、パーソナルコーチング）、システム・コーチ
ング（ORSCⓇ）
＜各種学習歴＞
1999 年よりコーチ２１（現コーチ・エイ）にて CTP（コーチトレーニングプログラム）を受講し修了。2002 年より
CTI ジャパンにてコーアクティブコーチングを学び始め 2003 年に応用コース修了（14 期）。
その後、キャリアカウンセリング、NLP（神経言語プログラミング）を学ぶ。
2014 年 CRR ジャパン システム・コーチング ORSC 資格コース修了
更なるレベルアップのため大学に入学。2008 年に産業能率大学経営情報科を卒業（経営学専攻）。2008
年に早稲田大学人間科学部人間環境科学科に入学。心理学を学び（動機づけを主に研究）2012 年卒業
＜著書＞
・口ベタだっていいじゃない！と思えるコミュニケーション力養成講座＜ダイヤモンド社＞
・強い営業店をつくる～今日からやろう コーチング！ ＜近代セールス社＞
・女性力で強くなる！ ＜近代セールス社＞
・マンガ コーチング実践ものがたり ＜近代セールス社＞
・収益力を高める 明るい職場づくり ＜近代セールス社＞
・営業担当者のための顧客満足＜CS＞向上術 ＜KINZAI バリューブックス＞
・部下をやる気モードにする 40 のヒント＜近代セールス社＞
・管理職のための 女性リーダーを育てる本＜きんざい＞
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校長先生等学校管理職のコーチング

山本喜平太
生涯教育開発財団 認定コーチ
日本教育カウンセラー協会認定 中級教育カウンセラー
・東京農工大学工学部機械工学科卒業
・一年間、会社勤め後、大阪の私立の女子校に物理の教員として就
職
（主に生徒たちの生活指導に生きがいを感じていました。
労働組合のリーダーとしても多忙な日々でした）
・５１歳で教頭に、以後９年間教頭職
６０歳の定年までに「英語
の強い学校」として学校を再生させた（そのとき先生たちと作り上げ
た実践をグローバル教育出版のご好意で「負けたらアカン」という題
の本に出版させていただきました）。
・大阪での実践の成果を評価され、東京の女子の中学高校に、学校
改革委員長（副校長）を経て校長として就任。
・６年間で、危機的な学校を再生させる事が出来ました。
校長就任時にコーチングに出会い、その手法を実践する中で学校経営に極めて有効であると確信するに
至り現在、校長先生、教頭先生等をクライアントに、活動しています。
コーチングを受けて、３か月程経った先生方は
「やっとリーダーとしての自覚が出てきたような昨今です。先生たちから、げんきですねぇとよく言われます」
「夜もなかなか寝れずに苦しかったのですが、この頃やっと寝れるようになりました。頑張ります」
「いつ学校をやめようかと思っていましたが、先生からコーチングのアプローチを学び、まだまだ未熟です
があの地獄からは抜け出しました」
など聞かされます。
私の強み
・労働組合のリーダーをしていた体験もあり、職員をまとめることが得意。
・指導に手間取る生徒への対応、校長・教頭としての父母対応、職員会議への対応、教頭・中間管理職へ
の指導等に経験豊富
・２つの学校の再生に手掛けて、外部からスタッフを大量に入れることもなく、現状のスタッフを中心にいず
れも危機を脱する事に成功しました。
・全国に先駆け、「一クラス丸ごと一年留学」という制度を作り、今その制度は全国に広がっています。
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「みんな違って、みんないい」を大切にしている
多文化共生・グローバル人材育成コーチ

鈴木マグラクレン美保
ベター・ライフ・コーチング代表
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
NPO 法人こころのケアグループ理事
日本語教師／TOEIC 925 点
カナダ人の夫、娘と静岡市在住。
日本語教師として 10 数カ国の様々な言語・文化的背景を持つ人々
と接する中で、自分も相手も尊重したコミュニケーションのあり方を
体得。
また大手自動車部品会社の人材育成に携わり、創造力、異文化対
応力、英語力の開発に従事。その傍ら、コーチングを体系的に学び、
2010 年 4 月に独立。主に多文化共生、グローバル人材育成のためのコーチング、研修に取り組んでいる。
ワークショップ・セミナー実績 45 回。
鈴木マグラクレン美保からのメッセージ
こんにちは。鈴木マグラクレン美保です。
日々カナダ人の夫と暮らす中で、様々な異文化を体験しています。そこで気づくことは、考え方や価値観の
違いは、必ずしも国が違うことに起因するわけではなく、多くは個人的な違いであるということです。
一人ひとりの違い（＝強み・特徴）を大切にしながら、一人ひとりが輝くことで、みんなが輝くことができる。
「競争」ではなく「協奏」しながら、自分も周りも活かしていける。そんな思いで、クライアントをサポートさせ
て頂いています。
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コーチ・カウンセラー

藤田由紀子
財団法人 生涯学習開発財団 認定コーチ
内閣府設立認証 NPO 日本カウンセリング普及協会 正会員
認定 心理カウンセラー
認定 アートセラピスト
認定 インナーチャイルドファシリテーター
POINTS OF YOU 認定エバンジェリスト
Harmonic Communications 代表 （名古屋市）
1969 年愛知県生まれ。大学卒業後、損害保険会社に入社。営
業事務として勤務。
特に、上下関係、社内、社外との複雑な人間関係の調整役を
担う。
結婚、出産後、夫の転勤に伴い、10 年間の専業主婦を経験。
2007 年より小学校非常勤講師として 6 年間勤務。
そこでは、学力、国籍、体の機能的な問題等により、自己否定感が高い児童の個別対応に取り組む。
そこでは、それぞれが「自分でもできる！」という、自己肯定感、自己効力感を持てるようになるサポートに
注力。
また同年から、「こどもの声を聴くボランティア」に 5 年以上携わる。
人と話をすること、人に話を聴いてもらうことが、いかに有効であることかを実感。
子供に、ひとりの人間として真摯に向き合うことの大切さを得る。
2013 年、Harmonic Communications（ハーモニックコミュニケーションズ）を設立。
本格的なコーチ・カウンセラーとしての活動をスタート。
これまでに、コーチングとカウンセリングを両輪とした対話を通じ、約 1000 人以上と向き合う。
その結果として、独自の経験と理論からつくり上げた"３つの調和力"を用いたコーチングは、年齢・性別・
職業の隔てなく好評。
また、特に企業研修講師、セミナー講師、就職支援コンサル、婚活カウンセラーとして活動する他、
通信制高校非常勤講師としての活動の場を持っており、様々なメンタルフォローの専門家として活躍の場
を広げている。
コーチからのメッセージ
この度は、私のページにご訪問頂き、ありがとうございます。 3 つの調和力（自分、人、社会との調和）を扱
いつつ。 「あなた」が「あなたらしく」今を大切に生きるサポートをいたします。 リーダーシップを磨きたい方、
未来へ向かって一歩を踏み出したい方、さらに前進したい方、 コーチングという関わりを通じて、ビジネス、
プライベート共に、 豊かな人生を手に入れてみませんか？
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インセティック代表／株式会社アイ・タッグ パートナーコーチ／株式
会社未来環境エナジー パートナー

小森圭太
チームフロー認定コーチ
東京都杉並区出身。武蔵大学経済学部卒業。会社員時代に社費に
て米国留学（UC Berkeley Extention）。
京セラ本社広報宣伝部にて、主に広報、宣伝を中心とした対外コミ
ュニケーション関連業務を担当。海外担当として、米国、中国、東南
アジア、ドイツの広告宣伝戦略を現地法人と連携し実行。その他、
世界のグローバルなコーポレートブランド戦略の立ち上げ、日本サ
イトのウェブマスター、全世界に散在していたグループ全体のウェブ
サイトの統合戦略など、全世界のグループ全体を巻き込んだプロジ
ェクトを複数担当。海外広告担当時の 2005 年、元アップル CEO 故
スティーブ・ジョブズ氏がスタンフォード大学卒業式で行った伝説の
スピーチをたまたまチェックしていた海外の雑誌で読み、魂が揺さぶ
られるほどの感動を覚える。と同時に「本当に自分は自分の人生を生きているのか？」との疑問が芽生え
始める。それ以来、理論や理屈、損得よりも、自分が何に歓びや充実を感じるのかにフォーカスしながら、
直感や心に従い何事も選択をするようになる。
その後国内広報に異動となり、携帯電話や通信システム、電子デバイス等の製品広報、企業業績や事業
戦略等の企業広報、危機管理広報を東京で担当。本社が京都にあることから、主に在東京マスコミ（雑誌、
新聞、ネット、テレビ）の窓口となり、各種マスコミの取材や問い合せの対応、記者やマスコミ幹部との関係
強化に力を注ぐ。「コーポレートブランド戦略が担当出来る」と思い込み、仏系大手製薬会社であるサノフ
ィ・アベンティスの日本法人に移るが、実際はワクチンや抗アレルギー剤の広報、企業広報、企業広告など
の仕事が主で、次第に「本当にやりたいことはこれとは違う」という気持ちが芽生え始める。また、製薬業界
や製薬企業の体質、厚労省や医者との関係、根本治療に結びつかない薬そのものへの疑問などを次第
に強く抱くようになり、このままでは仕事に身が入らないばかりか、「自分もダメになるし、会社に対しても失
礼」という思いに至り退社を決意。退社に際し、スカウティング会社から数社紹介されるも、リーマンショック
後ということもあり、不況に強い製薬業界や医療関係のポジションが多く、他にも興味の沸く会社や職種が
無かったことから、個人事業主として独立することにする。
独立時に特に明確なビジネスプランがあったわけでは無かったため、自分の興味の赴くまま、不動産投資、
ネットショップの運営、アフィリエイトなど色々試みるがいずれも失敗。貯金を食い潰しながら途方に暮れる
日々が続く中、知人経由でたまたまコーチングに出会い、直感的に「これは自分にあっている」と感じコー
チングを学び始める。コーチングを学ぶ過程で次第に自分の「強み」や「本当にやりたいこと」が明確になる。
自分が会社員時代に培ったビジネスのノウハウ・経験、メルマガ読者を１年で 40,000 人以上に増やした集
客ノウハウ、これらとコーチングを組み合わせれば、スモールビジネスオーナー向けに差別化と集客のコ
ーチングサービスを提供できると思い、「集客・ビジネスモデル構築コーチング」としてプログラム化。その
後、アスリート向けのメンタルコーチングや、企業経営者向けのビジネスコーチングなどにも取り組み、「自
分はどんなコーチングに歓びや充実を感じるのか？」という観点でコーチングのクライアント像を絞り始め
る。
そんな中、海外担当時代に何となく感じていた、「日本から離れると、日本の良さが良くわかる」「ほとんど
の日本人は、日本の良さを理解していない」という感覚を再び思い起こさせる出会いが続き、「日本の伝
統・文化、精神性を海外に発信し、日本が持つ本当の独自性、価値をアピール出来ないか」との思いが強
まる。海外で日本の伝統文化、精神性が高く評価されれば、そのことを日本人も誇りに思い、自国の文化
や伝統、精神性に対する関心が高まり、積極的に学ぶようになる。さらに、海外進出による外貨獲得により、
日本の伝統、文化を支える職人さんや芸術家も経済的に潤う。結果、その道を志す若者も増え、伝統文化
の底上げ、基盤強化になる。。。このような循環を創れば、本当の意味での日本ブランド強化となり、国際
社会で尊敬される「日本軸」を持った日本人の育成にも繋がるはず。そのような想いから「日本の伝統文化
事業者支援プログラム」を創り、支援に乗り出す。と同時に、同じ想いを持つ方との出会いが続き、そのよ
うな方との輪を広げながらコーチングを続け現在に至る。
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PresentTime 代表／日本コーチ協会東北チャプター副代表幹事

塩野貴美
・一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
・日本メンタルヘルス協会基礎心理カウンセラー
・魔法の質問認定講師
・一般財団法人しつもん財団認定ビジネス質問家
１９７６年生まれ。山形県出身。
短大卒業後、（株）日本エアシステム(現在の日本航空（株）)に、グラ
ンドスタッフとして勤務。
３年後「もっと自分に合う仕事がある」と思い立ち、自分探しをはじめ
る。
バルーンデコレーター、電気卸メーカー山形パナソニック（株）の事
務職など、現在の仕事にたどりつくまで９つの職業を経験する。
２３歳の時に、アメリカのブランド「COACH」をパソコンで検索した時に、偶然「コーチング」の存在を知る。
そこから、質問によって人のやる気や能力を引き出すことができるコーチングに興味を持つ。
契約社員として働いていた３０歳の時に「自分が今やりたいことを、今しなければ後悔する」と思い立つ。
なけなしの貯金を叩き、コーチングについて本格的に学びはじめる。
その後、「自分らしく生きるためにはどうしたらいい？」という仲間の質問に、講師の道に進むことを決意。
２００９年、山形県初の女性コーチとなる。
２０１０年マツダミヒロ事務所（株）に入社し、コーチング研修やコミュニケーションについての講演活動を本
格的に開始する。その後、２０１２年に独立。
質問のスキルを使いながら、自分らしい道に気づき、歩むきっかけづくりを行っている。
また、自身のパニック障害克服の経験を踏まえながら、心の病気にならないための講演活動にも力をいれ
ている。
コーチからのメッセージ
たった一度の人生。
「今がつまらない」
「もっと良くなりたい」
そう思っていませんか？
あなたの持っているこころの宝物を引き出し
人生がキラキラと輝くためのお手伝いをします。
「今が幸せ」と感じることができる毎日を送りませんか？

251

みんな気楽で！みんなイキイキ！／コーアクティブコーチ

富川ようじ
米国 CTI 認定 CPCC (Certified Professional Co-active
Coach)
CTI リーダーシッププログラム修了
神奈川県逗子市出身、
日本大学法学部卒業後、TIS 株式会社に入社し 21 年間勤務。
主に SAP 導入コンサルタントを経て、
深セン・上海に約 2 年間駐在、
帰国後は、教育、ビジョン浸透・風土改革を担当し、
現在はプロコーチとして、社長ｔｖインタビューアとして
独立活動中です。
人に関わることに興味津々で、気楽でイキイキがキーワードで
す。
『みんな気楽で！みんなイキイキ！した世界をつくる』
ご縁があって生まれた命、限りある命、奇跡が生んだ賜物です。
次はいつ？なんて誰もわからない。
だから、今をあるがままの自分で生きてみませんか？
プロコーチの傍ら、ファシリテーション、対話会、気功、似顔絵、
ウクレレなど、五感とエネルギーにフォーカスして活動中です。
ちなみに、なぜ「気楽」かというと、
・気楽だからこそ、
①力みがない → 本領発揮できる
②思い込まない → 怖くない
③思いつめない → やり直せる
コーチからのメッセージ
私は 2010 年コーチングに出会いました。必然でした。
その時のインパクトは今でもしっかり覚えています。
そして、今自分はコーチをしています。
一人でも多くの方に、その人のもっている可能性、力、チャンスを手繰り寄せて欲しい。
『平凡だなあ～』・『平凡でいいんだ』なんてもったいない。
特に、30 代、40 代の働く男性！まだまだ人生これからです。
きっかけやタイミングは、人それぞれです。焦ることはありません。
が、今これを見ていることは、あなたにとって意味のある瞬間です。
自分で選んで進む、一緒に宝物をたくさん見けましょう。
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「私はこうする」とはっきり言える自分作り 意思伝達力養成コーチン
グ

馬場陽一
銀座コーチングスクール認定コーチ
銀座コーチングスクール千葉校代表兼講師
１９７１年生まれ
高校卒業後、航空機への燃料給油の仕事を１０年勤めた後、キリス
ト教教会の牧師になるために神学校へ入学。
８年頑張るも試験に受からず断念。以前からあった人間関係の苦手
意識に拍車がかかり、どこの職場でも人と会話が出来ず、５回の転
職。
副業目的で参加した交流会でコーチングに出逢い、人生が劇的に
変わる。
以前の自分と同じ様な会話・人間関係などで悩んでいる人の役に立
ちたいと願い、プロコーチを目指す。
２０１１年１１月より銀座コーチングスクール千葉校を設立。
コーチからのメッセージ
「人との会話に苦手意識を抱いている方、または未経験の事柄に二の足を踏んでいる方はご連絡ください。
原因を知るだけで自然と無理なく克服するご自身に成っていただきます。一緒に楽しんで人生を変えましょ
う＾＿＾」

253

ベストライフコーチング 代表

松脇美千江
（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナル・コーチ
ビジョンダイナミックス認定 SIQ コーチ
ソースプログラム認定トレーナー
日本コーチ協会正会員
大学卒業後、大手 IT 企業（現 日本 HP）に入社し、初の九州拠点づ
くりに参画。
その後、ベンチャー企業の取締役に就任し 12 年間勤務。
社内の制度作りや採用、資金繰りなどに携わる。上場準備、その後
の業績悪化に伴ったリストラ対応、リストラ後の社内改革を行い、そ
の数年間は非常にストレスフルな毎日を送る。
仕事山積みの中、コミュニケーションの課題を抱えて、2001 年よりコーチングのトレーニングを開始。2003
年末、父親の看病のため退社。
コーチからの一言で命が救われた想いをした経験から、ワークライフバランスの重要性、客観的にフィード
バックしてくれる存在の大切さ等を感じ、 2006 年ベストライフ・コーチング設立。
女性経営者・管理職・起業家を中心に個人コーチングを行う。
心の基盤を強化して思考とエネルギーを強みに集中するようになること、
自らリーダーとして社内の意識改革を図ること、
健康、家族との関係、自宅の環境、 余暇などの満足度をあげること等を扱う。
H24 年 12 月現在、コーチングセッション累積 2460 時間。
仕事・家事・子育てに悩みながら両立してきた経験から、働く女性の支援に情熱を注いでいる。共感を持っ
て聴く姿勢に、何でも話せる安心感があると好評を得る。
忙しさから鈍感になりがちな感情を表現する支援をするだけでなく、具体的な対処法の情報提供（ビジョン
心理学）という選択肢を持っていることを強みとする。
現在は夫、犬との三人（？）暮らし。趣味は、ジャズピアノ、英会話、読書、星空観賞。
老健施設、熊本テクノポリス財団、三菱電機、日本コーチ協会熊本支部、
熊本市 PTA 協議会研究会等で研修、講演。
コーチング講座、コーチング講座自己基盤編、ソースワークショップ等開催。
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株式会社エルシーアール モチベーションコンサルタント＆コーチ

大垣俊司
財団法人生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
日本サッカー協会公認Ｄ級コーチ
ＪＡＣＥ認定 イベント業務管理士 1 級
日本商工会議所認定販売士 2 級
Ｊ－ＰＡＴ認定広告企画制作スペシャリスト（Ｐ－２）
1969 年 2 月 16 日栃木県宇都宮市生まれ
ＹＭＣＡ健康福祉専門学校卒、団体職員を経て企画会社に 15 年間
勤務。同社人材育成事業にでは 100 社 500 名の経営者、幹部、幹部
候補に対し実践インストラクターを務める。2005 年に同社退職。個
人事業主となり研修講師として独立。2006 年から 2010 年まで㈱コー
チ・エィのＣＴＰクラスコーチを務める。その後、コンサルティング会社
（組織開発事業部長）、印刷会社（人材育成事業部所長）を経て
2017 年㈱エルシーアールに入社、現在に至る。
コーチからのメッセージ
私は、あなたチェンジ・エージェントとして、本気と可能性を引き出し、成果をあげることをサポートします。
具体的には、あなたの自己基盤を整え、理想の自分像を明確にし、素直な感情と強みを軸にあなたらしい
ストーリーを共に描きます。
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あなたの本来の力・魅力を引き出す世界 No.1 コーチング

モレッティ長舩夏子
Bio - Life changing coaching 代表
CTI 本場ノースアメリカにて修了
世界 No.1 コーチ Anthony Robbins Leadership Academy 修了
現在、世界 No.1 コーチ アンソニー・ロビンス（元アメリカ大統領
ビル・クリントン、故ダイアナ元英国妃、マザー・テレサなどの世
界の著名人にコーチングを提供してきた、世界 No.1 と認められ
ているコーチ。）と心理学の世界的権威クロエ・マダネスのスク
ールで、 ６ヒューマンニーズ心理学に基づいたコーチング２００
時間コース修了、人間関係教育、離婚阻止の資格にも挑戦して
いる。尚、日本人向けのカウンセリングも学んでいる。
世界トップの女性起業家達からマーケティング・マインドセット・
成功哲学を常に学び続けている。
はじめまして。 モレッティ 長舩 夏子と申します。
私のページに興味を持って下さり、ありがとうございます。
１９７９年、神々の島『淡路島』に生まれる。
物心ついた３歳の頃から、自分は将来海外に住むのだと思っていました。
その思いは現実となり、現在はカナダのバンクーバー在住。
イタリア人の主人と娘と共に、家族が皆健康で一緒に居られること、そしてカナダの大自然のエネルギーに
日々感謝しながら暮らしている。
又、ヨーロッパ（イタリア・ミラノ）在住の経験もあり、その当時はミラノコレクション・セレブリティー・デザイナ
ー・オペラ歌手等のメイクアップアーティストとして活動する。
最高の美を追求し、多くの女性と関わるなかで、まず内面の充実があってこそ、女性が最高に美しく輝ける
と確信するようになる。
【コーチングとの出会い】
自身の海外生活、外国人の家族との関係のなかで、今までの自分の世界では信じられない出来事の連続
に、ショックを受け続ける日々、心身共にぼろぼろになっていたとき、コーチングに出会い、自分を思い出す
経験をし、人生を大きく変化させた経験があります。
このことがきっかけで、より多くの人々に自身がコーチングで体験した、自分自身との深い繋がり『目覚め』
の経験を体験し、人生の目的・使命に添った自分らしく輝く人生を手に入れていってほしい！という魂の疼
きを感じ、コーチになることを決意。
【人生の目的・使命】
『人々を自分の本質・情熱から生きる幸せな人生へ、そして新しい無限の可能性へと導く。』
又、子供の平和・幸せを、深く願っている為、親業・子育てのサポート、結婚コーチングにも力を注いでい
る。
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リヴィング・ペガサス代表

伊藤勝彦
・アラン・コーエン認定ライフコーチ
・（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
・米国 NLP 協会認定 NLP マスタープラクティショナー
・シータヒーリング・インストラクター
・マイケル・ボルダック認定コーチ
・米国催眠療法協会（ABH）認定ヒプノセラピスト
・ワンネスディクシャ・ギバー
1972 年 3 月 1 日生まれ うお座、O 型、ペガサス
名古屋大学大学院卒業。
外資系コンサルティング会社にて１２年勤務の後、独立。
これまで学び身につけてきた各種コーチングや NLP、セラピー、ヒー
リング、スピリチュアルな知恵・洞察などを融合し、「自分を好きにな
れない、認められない、自信がない」方たちを対象に、潜在意識の深いレベルから変わっていくセッション
やセミナーを提供しています。
わたし自身、2009 年までは肉体的にも精神的にもボロボロで、毎日イライラして満たされない日々を過ごし
ていました。
以前勤めていた外資系コンサルティング会社では、連日のハードワークで、心身ともにボロボロになり、次
第にうつのような状態へ。
会社帰りの電車のホームで「ここで電車に飛び込めば死ねるんだ」と思ったこと３回。
その後も仕事を継続するも、１２年間勤務した後に退職。
いまの自分であれば、わたし自身が持っていたたくさんの思い込み・ルール・価値観にがんじがらめになっ
て、勝手に苦しんでいただけ、ということがわかります。
わたしが今提供しているスキルを、当時知っていたら、仕事も人間関係ももっとラクに楽しめていたはず。
いま、クライアントさんに接していると、当時のわたしのように悩み苦しんでいる方がたくさんいることに気づ
きました。
どうすれば変われるのかわからず、あきらめている方もたくさん。
でも、そんな方たちも、潜在意識の奥にある思い込みを変えることで、ガラッと変わっていきます。
表情、声、エネルギー、口ぐせ、服装、持ち物などが変わってきます。
このようにクライアントさんが笑顔に変わっていき、人生を変えていくシーンに立ち会えることが最高の喜び
です。
世界中のより多くの人が、自分や社会、親などからの制限から自由になり、自分を１００％表現していける
社会にしていくことが、わたしの夢です。
あなたも、あなたの「真ん中」にあるものを探してみませんか？
コーチからのメッセージ
あなたはこれまで、自分を制限し自由を奪う「価値観」にしばられ、苦しみ続けてきませんでしたか？
本当は好きでもないのに、まわりの価値観・期待に合わせようと、無理して頑張ってきた。まわりから愛され、
認められ、受け入れられようと必死に。でもその結果、自分を見失い、恐れ・不安に悩み続けてきたかもし
れません。。。
もうそんな生き方から自分を解放し、これからの時代にあった新しい生き方をはじめましょう♪
あなたの「真ん中」にある本来の姿に気づき、つながり、わかち合うことで、リラックスして愛・よろこび・至
福・ゆたかさを感じながら生きていきましょう。
あなたにお会いできるのを楽しみにしています。
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コーチ

青山 鈞
（一社）日本支援対話学会認定コーチング・スペシャリスト®
（一社）ドリームマップ普及協会「ICP 認定コーチ・ドリマ講師」
地方自治体で政策・企画・人事・議会・建設・総務などの業務を経て
定年、以後商工・観光など３公益団体で起業支援、地域貢献業務に
従事。同時に私大「社会人基礎力養成講座」のキャリア講師、ラジオ
コメンテーター、番組審議会、街づくり、異業種交流など各種委員に
就任。2007年からは企業などの社員教育・自己啓発を柱とする「自
己実現支援研究会」を開設。一般セミナーも併設して現在に至る。
それまで部下指導などでティーチングの限界を感じていた私は、た
またま古本屋でコーチングの本にめぐりあいました。ティーチングの
不足をコーチングで補えることをその時知ったのです。
まさに、課題解決の基本は「自分の中にある」ということを学んだということになります。
コーチングには自己啓発の要素もあり、自分の気持ちに素直になれるなど、自己実現には大きなツールで
あると実感しております。
最近「変わったね！」と言われる度に、セルフコーチにも有効なツールだと確信させられています。
「なりたい自分を ビジュアルにします！」
コーチからのメッセージ 【人生いつでも、今が旬】
言葉で心が変わることを知りました。
言葉で相手が変わることも知りました。
言葉で豊かになれると知りました。
言葉で社会が変わると知りました。
言葉の力も知りました。
自分の言葉で自分が変わると知りました。
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株式会社 アニマルプレジャー 代表取締役社長

福井利恵
認定コーチングスペシャリスト・獣医師・日本ホメオパシー医学会認
定獣
医ホメオパス・日本医科大学 SP・日本タイムマネジメント協会認定コ
ンサルタント
日本獣医生命科学大学卒業・養豚のコンサルティング獣医師として
産業動物・食品安全の仕事にかかわり、命を育てていただくというこ
とを学ぶ。現在犬・猫・ウサギ・馬・その他多種へのアニマルヒーリン
グ・アニマルセラピーを飼い主に伝えている。命の始まりから終わり
まで、幸せに過ごす秘訣を飼い主と一緒に見て、感じて、よりそうパ
ートナーとして活動をしている。
コーチからのメッセージ
－あなたにとって、その動物とめぐりあった意味を一緒にみていきたい－
私は、小学生のころに自分の愛犬を伝染病のため、安楽死を自分で決定し、実行してもらった体験から、
命のはじまりと終わりとは何か？ということに興味を持ち、獣医師になりました。それから産業動物（養豚）
の獣医師として、「命を育てる」現場、「命をいただく」ということを何年も見てきました。そして動物病院で犬
や猫、そのほかの動物と飼い主さんの関係をみてきて、飼い主さんの心の状態が動物の行動や病気に反
映されるということを実感してきました。この事実を知ってから、私はもっと飼い主さんも動物も幸せになる
にはどうしたらよいか？と考えるようになり、飼い主さんと一緒に動物との関係を見ることで、より愛に満ち
た深い関係性を感じられることを知りました。動物と人のつながることの素晴らしさをもっとたくさんの方に
知ってほしいです。私とのセッションがその一助となり、つながりが広がり、地球全体の向上の一助となれ
ばこの上ない幸せです。
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自分らしく悔いなく生きたい」女性を応援！！旅好きな方、
「Kucoro's」で「自分らしい幸せ」も手に入れる旅に出発しません
か？

Kucoro
一般社団法人日本支援対話学会 認定コーチング・スペシャリ
スト®
Sound Recording Traveler
1973 年東京都生まれ、既婚。
早稲田大学、東京芸術大学大学院音楽研究科修了。
人が「自分らしく生きられる幸せ」を、もっとも大切にしている。
今まで 100 人以上を面談した経験があり、一人ひとりの個性や
感性を尊重しながら、その人それぞれの幸せを掴むまでをサポ
ートすることが得意である。
コーチからのメッセージ
Kucoro's は、コーチングを活用して、
一人でも多くの女性が、「自分らしく悔いなく」
生きていかれるよう応援します！！！
Kucoro's は、結婚に関する問題を中心にコーチングを行っています。
コーチングでは、現在のあなたの問題を解決するための具体的な方法を一緒に生み出します。また、それ
を実践するためのパワーを充電することも可能です。
「なにが自分の問題なのかもわからない」ときは、一緒にテーマ設定から始めましょう。
ご自身の考えや認識を深く掘り下げていただき、「自分の真の気持ち」を自覚した上で、一緒に具体的な解
決策をつくりあげていきます。
たとえば、以下のような気持ちの方、私と一緒に問題解決に取組み、一歩前に進みましょう。
・結婚したいのに、できない
・結婚したいのか、わからない
・結婚したくないので、結婚しない自分の生き方を考えたい
・そもそも絶対に結婚しないといけないのか？
・結婚できない自分は、ダメな人間なのかと悩んでしまう
・どうして結婚できないのか、わからない
・こんなに一生懸命頑張ってるのに、いつも振られてしまう
・婚活をがんばりすぎて、疲れきってしまった
・自分が結婚できない理由はわかっているのに、結婚できない
・男性との付き合い方がわからない
・とりあえず、この気持ちを誰かに話して発散したい！！！
自分の胸につかえているものを、吐き出して、少し楽になりませんか。
他人に話してみると、人は想像以上に気持ちの整理ができたり、意外な発見や気付きを得られることがあ
り、それが解決方法を生み出すことにもつながります。
人生は一度きりです。
やれるだけのことはやって、「自分らしく悔いなく」生きてみませんか！？！
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なりたい自分に向かうあなたを応援するライフコーチ

しぎはら ゆき
国際コーチ協会認定 ポテンシャルコーチ
国際コーチ協会認定 インストラクター
Points of You®認定 トレーナー
【私とコーチングとの出会い】
会社員として働いていたときに、同僚に仕事の悩みを聴いてもらっ
たことがありました。その方にコーチングスキルを活用して私の話を
聴いてもらったことで、心がふわりと軽くなり、その後の方向性が私
自身のなかから現れてくる経験をしました。それがコーチングとのは
じめての出会いでした。
【私ってこんなひとです】
1970 年東京都生まれ。短大卒業後、銀行へ就職。結婚を機に退職と同時に大学へ編入、主婦・派遣社
員・学生として暮らしながら８年越しで大学を卒業する。
派遣社員から正社員へと働きかたを変えたころから、自身の能力の発揮の仕方に思いをめぐらせるように
なり、納得感を抱きにくい日々を送るようになる。
そんなある日、右胸のしこりに気づく。２度の生検による結果はどちらも良性だったが、「絶対に摘出するべ
き！」とのカラダの声に従って摘出手術を志願。術後の病理検査で悪性細胞が見つかったことから自身に
備わる感覚を大切にするようになる。
病気のおかげで命とは有限であることに気づき、生きかたや在りかたについて大きな興味関心を持つよう
になる。それまでの自身の生きかたや在りかたを悔い改めて、なりたい自分になろうと決意のうえ、コーチ
ングを学ぶ。
現在は、なりたい自分に向かうひとを応援するライフコーチとして、さらに、自身が学んだコーチングスクー
ルでコーチ養成インストラクターとして活動している。
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コーチ

遠藤 律
NPO法人ヘルスコーチ・ジャパン認定 ヘルスコーチ／メンタルコー
チ
保健師、看護師
（一社）日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー、キャリ
アコンサルタント
（株）シャンドゥルール認定 フラワーエッセンスセラピスト
（一社）成城心理文化学院認定 自己実現型心理学カウンセラー・
講師
福島県在住
１９８４年より、保健師として銀行の健康保険組合で１８年間、行員と
家族のこころと身体の健康をサポート。
その後、約２年間、看護協会で看護職の就業相談、職業紹介や研
修の事務局を担当し、改めて働く人の健康をサポートしたいという
思いが募り、製造業の健康管理室に転職。
いきいきと元気に働く人を増やすには、特にメンタルケアの必要性を感じて、産業カウンセラーの資格を取
得し、心理療法等も学びながら、あの手この手でセルフケアやラインケアに関わる。
多くのケースに関わるなかで、人生の様々な節目に壁にぶつかり思い悩む人を目の当たりにし、キャリア
支援の必要性を感じてキャリアコンサルタント資格を取得。
どんな関わりにおいても、コミュニケーションの質が人との信頼関係づくりとサポートの質、ひいてはその結
果の質を左右することを実感し、２００９年よりコーチングを学ぶ。
人のために始めたコーチングが、実は自分自身の大きな変革に繋がり、より自分を大切にする生き方をし
ようと組織からはなれ、２０１３年よりプロコーチとして独立。
コーチからのメッセージ
たくさんの人と関わってきましたが、心を開いてくれなかった人がいないこと、「安心する」と言われることが
多いのが私の自慢です！
以前は、やりがいはありながらも、組織の枠の中で、また、自分が無意識に自分に課した枠の中でどこか
違和感を感じる日々・・・ 自分に対する肯定感が低くて、「必要とされる人間でいなくては！」という思いに
駆られ、尽きない不安と満たされない思いを抱えていました。
プライベートでは２８歳で結婚、「本家の嫁」という立場になってのカルチャーショック、不妊治療、そして４４
歳のときに離婚等々、かつて思い描いていたものとは全く違う人生の展開に苦しみ、自分らしい生き方な
んて思いもしない時期もありました。
コーチングとの出会いは、自分自身に目を向ける転機となり、いつしか不安に駆られて苦しむ私ではなくな
りました。「さあ！私の人生これからよ！」と組織から離れ、独立したのが５０歳。「もういい歳だし・・・」など
という同年代の友人も多く、両親や伯母の介護問題も抱えてはおりますが、私自身もまだまだ進化しなが
ら、それぞれの人が持っている魅力と可能性を引き出し、自分らしくいきいきと生きるお手伝いをさせてい
ただきたいと思っています。
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コーチ

亀岡伸江
CTIジャパン 応用コース修了

立教大学文学部教育学科卒業。大学1年次にコーチングと出会い、
大学にて教育心理学を学ぶ傍ら、コーチングを活かして学生の就職
活動・学生生活支援を行う。また、学生にコーチングを普及する団
体の起ち上げに参画し、活動に従事。
大学卒業後は、法人向けの人材育成・組織開発の会社にて、営業
および広報活動に携わる。また、社外では、就職活動生のコーチン
グ、ビジネス分野のファシリテーション、ワークショップの企画・運営などの活動を続ける。
2011年より本格的にコーチングを学び始め、2013年に CTI 応用コースを修了。

人が自身の価値観や大切にしているものを自分の中に発見し、
その人の「らしさ」が最大限に生かされるよう、後押しするのが使命だと感じている。
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自分らしい働き方・生き方を全力でサポートするライフキャリアコー
チ

立石哲也
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
厚生労働省指定キャリア・コンサルタント能力評価試験合格
CDA（キャリアデベロップメントアドバイザー）
初級システムアドミニストレーター
第一種衛生管理者
販売士２級
監理技術者

１９６９年生まれ。
大阪出身、愛知県清須市在住。
大阪府立高専・機械工学科卒業後、大手電機メーカーに入社。
企業・官公庁・大学などへの提案営業を担当し、関西・中国地区において、著名案件の映像・音響設備な
どを手掛ける。
「箱物」と呼ばれる、いわゆる建物・施設の設備に関する仕事のため、施主・設計事務所・ゼネコン・サブコ
ンをはじめ、幅広い業種の方と関わる機会があり、超多忙な日々の中で、様々な経験をする。
その経験の中で、ビジネスにおいて最終的に鍵を握るのは、やはり「人」だと悟り、「人」のレベルを上げる
ことこそが、企業の業績向上・活性化に直結すると確信。
後輩の育成などに関わる中で、もっと「人」を育て、企業を活性化したいとの想いが高まり、自ら希望して人
材育成部門へ異動。
人材育成の仕事に携わる中でコーチングと出会い、一人ひとりの自分らしい働き方・生き方をサポートし、
個人の充実を図ることが、ひいては企業の業績向上・活性化に繋がると気づく。
現在は、コーチングとキャリアカウンセラーの資格を取得し、個人の充実と企業の活性化に尽力している。

コーチからのメッセージ
このままでいいんだろうか・・・
これが私のやりたい仕事なんだろうか・・・
変わりたいけど、どうしたらいいんだろうか・・・

今の働き方を見直してみたいと思ってはいるけど、慌ただしい日々の中で、ゆっくり考える暇も無いし、どう
すればいいのか分からない。

あなたは、こんな事を考えたことはありませんか？
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今は目をそらしていても、自分らしいライフキャリアを求める人は、進路について思い悩む節目が必ずやっ
てきます。

第一線のセールスマンから、自ら希望して人事への異動、そして転職。
私自身も、キャリアの節目で思い悩み、試行錯誤しながら生きてきた一人です。
私が経験したように、節目で自分のライフキャリアについて思い悩んでいる人は多いはず。
そういう人の少しでも力になりたい、役に立ちたい、サポートしたい・・・
その一心でライフキャリアコーチとして活動しています。

あなたがもし、自分らしい働き方・生き方を望んでいるなら、
私と一緒に、小さな一歩を踏み出しませんか。
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断捨離コーチ

大澤ゆう子
ダスキン業務・家事代行サービス
ハウスクリーニングのプロとして、お掃除の効率的な方法をお教
えします。
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
コーチングのコーチとして、あなたの目標達成をサポートします。
整理収納アドバイザー
整理収納スペシャリストの視点から片付けや収納の悩みを解決
します。
ＧＦＡフラワーアレンジメント講師
フラワーアレンジで素敵な住まい作りを提案します。
1991年 長男が小学校に、次男が幼稚園に入園を機にダスキンのお客様係として営業にかかわる
2001年 ダスキンサーヴ１００となり代理店として独立
その後、ダスキンメリーメイド（家事代行サービス)ライセンスの北関東初の取得者となる。
人事マネジメントやリーダーシップに行き詰まりを感じ
2008年 コーチ・エイにてコーチングを学び （財）生涯学習開発財団 認定コーチ 取得
社内でのコーチング研修も開催している。
また、お客様のご要望を聞くうちに「おそうじ」を通して、お客様の暮らしをサポートしたい！
と思うようになり「整理収納アドバイザー」の資格を取得。
「断捨離トレーナー講座」を終了後、
2012年 群馬県では第1号「やましたひでこ公認断捨離トレーナー」取得、高崎断捨離会を立ち上げる
お客様対象の講演会開催や地方公共団体などでも「断捨離講座」の講師を務めている。
コーチからのメッセージ
はじめまして、大澤ゆう子です。
『ダスキン』という仕事柄、「お掃除が苦手でね・・」とか「片づけられないのよ」という声をたくさん耳にしまし
た。
たかが片づけ、されど片づけ・・目の前にあるモノには、あなたの価値観や思い込みが張り付いていないで
しょうか？
モノと向き合い、物を絞り込み、物を手放していくことで自分を知り、心の混沌を取り除き、人生をより良い
方向に導いてくれるための行動技術が『断捨離』という片づけ術なのです。
いままで、見ないようにしてきたモノ達と向き合うには勇気と覚悟も必要ですが共に進む伴走者がいれば
心強いもの。
ぜひ、あなたの QOL アップにお役立てください。
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挑戦するコーチング
挑戦こそがあなたを、あなたの事業を成長させます

谷岡賢一
(一財)生涯学習開発財団認定コーチ
中小企業診断士
産業カウンセラー
TA インストラクター
1951年1月29日生 大阪出身 東京都在住 早稲田大学法学部卒
これまで携わった職業は、小売雑貨店員、家電販売員、学習塾教
師、職業訓練校・資格スクール講師、研修インストラクター、経営コ
ンサルタント、人材派遣会社役員、出版社社長、映画のプロモーシ
ョン、映像プロデューサーそしてコーチと多岐にわたっています。そ
こには常に挑戦がありました。
店員から社長まで上手く行った仕事、上手く行かなかった仕事いろ
いろありますが、多様な業種、立場でビジネスを経験してきたこと、さらに経営コンサルタントして中小企業
の経営診断に携わってきたことが、ビジネスコーチとして、今、コーチングをする際、活きているように感じ
ています。こうしたことから、「どんな人生にも無駄はない」と思っています。
現在はコーチとして、主に大手学習塾で管理職・教師対象のパーソナルコーチングやコーチング研修、会
員父母対象の子育て講演や親子コミュニケーションセミナーなどを行っています。2006年10月にコーチトレ
ーニングプログラムを受講し、コーチ認定資格を得てからコーチとしての活動を始めましたが、2013年現在、
コーチング研修の受講者は2000名を超え、パーソナルコーチングのクライアント数は延86名、コーチング時
間は1400時間を越えました。
私のコーチングの背景には、アドラー心理学、TA（交流分析）といった教育・カウンセリング分野の知識、さ
らに性格分析としてのエニアグラム、そして中小企業診断士として学んだ経営、マーケティングに関するビ
ジネス知識があります。
私のコーチングの特色は、クライアントが高い目標に到達するために、「承認」と「リソース（自身の強み
等）」の発見を重視したアプローチで、成長意欲・挑戦意欲を強め、果敢に行動できるよう支援するところに
あります。また、必要があれば、コンサルタント経験からの助言・指導も行える点です。
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『まだ気づいていない自分の力を使いこなそう』

保志和美
米国 CTI 認定プロフェッショナルコーチ CPCC
国際コーチ連盟認定コーチ PCC
国際 NLP 協会認定 NLP トレーナー
中央大学文学部哲学科卒業
英国ランカスター大学ビジネスアナリシスディプロマ
ロンドンスクールオブエコノミクス大学院情報管理学修士課程
修了
就職後、海外経験もないまま一念発起してイギリスの大学院
に留学。帰国後は外資系メーカーや投資銀行で研修担当者とし
て15年にわたり、個人やグループに対するトレーニングやメンタ
リングに従事。国内外において様々な研修プロジェクトに参画。
組織を対象に実施されるトレーニングに携わるかたわら、個人の力をひき出すことに興味を持つ。自分自
身もコーチとのかかわりにより、大きな影響と驚きを受けながら現在に至る。バイリンガルコーチ。クライア
ントの主な職業は、会社員、会社役員、経営者、主婦、スポーツインストラクター他。
【今までの私】
目の前の課題に向けてがむしゃらに進んでいた以前の私は仕事中毒でした。いつも問題解決に奔走して
いたのです。でも、なぜか満たされることがありません。
ひとつが終わればまた次と、仕事をもぐらたたきでやっつけている感じです。そんなことを長い間続けてい
るうちに、やがてうつや摂食障害に陥ってしまいました。
その後、私はたまたまアメリカ人のコーチに出会い、こう言われました。
「スムーズにやろうとか、完璧にしようとか、そういうことは考えなくてもいいよ。ありのままの自分で人生
の旅を続ける事が、君の学ぶべきこと。それが周囲の人に大きなインパクトを与えることにつながる。周り
の人をもっと驚かせてやりなさい」
この言葉で私は自分の仕事の仕方や、生き方を変えました。本当に優先したい価値観をみつけ、それに従
うようになりました。満たされた今を優先する、充実感を味わう。コーチングセッションは自分にとって、そん
な時間になりました。
私からのメッセージ
コーチングは無意識の引き出しを開けることにも似ています。私たちには経験、記憶、直感などがありま
すが、それらは未整理のまま、使われずに眠っていることがあります。むしろ、そちらの方が多いと言われ
ています。
コーチングはそれをリソースとして使おうという試みです。「自分には何がたりないんだろう？」と考えるので
はなく、既に獲得している特長に気づき、大切に育てていくのです。
あなたに欠けているものは、何もありません。あなたが潜在的に持っている力は、他の人にはないもので
す。その特長を伸ばしていくと、周りの人にも影響を与えます。私自身も目の前のクライアントから大きな力
をもらいます。
ご自身の価値観、やりたいこと、本来の魅力を表現してみませんか。コーチングを通じて、全力でバックア
ップいたします。
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財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
グラン・ジュテ 代表

中川久美子
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
中学校普通教諭英語免許
はじめまして
財団法人生涯学習開発財団認定コーチ グラン・ジュテ 代表
中川久美子です。
このページをご覧いただきありがとうございます。
簡単に自己紹介いたします。
私は2010年にコーチの資格を取得しました。以前は、ビジネス
マナー研修の講師をしておりました。コーチングと出会ったのは、
マナー講師をしていた時でした。
その頃、人に会うとよく「何も悩みはないんでしょ？」と言われて
いました。
生来の楽天的な性格ということもあると思いますが…。のんきに見えるのだなと思っていました。
しかし、実はとても困難な局面にいました。
誰にも相談することもなく家族の病気と向き合っていました。
同じ思いをした人でなければわかってもらえないだろうと思っていたのです。
その時、コーチの「話してみてください。餅は餅屋。プロに任せて。聞きますよ。」
その一言で、人に話すということをまったく考えていなかった自分に気づきました。
しかし、話してみて思ったことは、人間はどんな状況にいようとも、生きる方針さえ決まれば問題は半分以
上、解決したのも同然だということです。
そして、背中を押してもらえたような心強い気持ちになりました。その後はとても簡単に物事が進んでいき
ました。
自分という存在を受け入れてくれ、話にじっと耳を傾け聞いてくれ、目標に向かって一緒に歩いていこうと
言ってくれた。
できのいい恋人をもったように、心強く感じ、コーチングっていいなと素直に感動しました。
努力は報われる、人に思いは通じる、やる気があれば目標は達成できると信じることが出来ました。
停滞していた機関車に石炭を入れると動き出すように、私の気持ちも大きく動き始めました。
こんな風にコーチングで私の人生は劇的に好転し、家族にも笑顔が戻りました。
私だけではなく…人生、誰しも波乱万丈…
あなたは、もどかしい思いをどう解決していいかわからなくなったことはありますか？
「こんなはずじゃなかった。」
「どうしてわかってもらえないの？」
「もう少しで手が届くのにどうしてもつかめない。」
と無念に思っていらっしゃる方がいたら、今度は私が、お手伝いしたいのです。
誰かに話したらきっと、あなたも雨上がりの空の下を、スキップして歩いて行けるような晴れ晴れとした気持
ちに、なるのではないでしょうか？
ご一緒に雨上がりの虹を探しに行きませんか？
あなたの思いをしゃべってください。全力で聞きます。
夢を実現したい方
留学を実現したい方
パートナーシップに悩んでいる方
子育てに悩んでいる方第二の人生をどう築くか迷っている方
気持ちの整理のお手伝いをします。
しゃべって初めて気づくこともたくさんあります。
夢を実現するために、私と一緒に一歩前へ進んでみませんか。
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コミュニケーションオフィスアクア代表

七倉廣香 ななくら ひろか
・（Coach Training Community）認定コーチ（第二期卒業・2006年3
月）
・国際コーチ連盟日本支部会員
・日本支援対話学会会員
・一般社団法人日本ポジティブ心理学協会会員
・日本マンパワーマネジメントコンサルタント
・NPO 法人ハロードリーム実行委員会 北海道幹事
・NPO 法人ハロードリーム実行委員会認定 笑顔のコーチングのフ
ァシリテーター
・NPO 法人アサーティブジャパン主催 ステップコース・アドバンスコ
ース終了
・NPO 法人ハウスキーピング協会 整理収納アドバイザー二級
数多くの企業研修を実施するうちに『リフレッシュ・コーチング』の必
要性を感じ、パーソナル・コーチングを開始。ご好評を得ています。
『リフレッシュ・コーチング』ができた背景は、研修会場に入る前の応接室にあります。
講師である私は、研修前に必ず応接室に通され、管理職・経営者のみなさまがご挨拶にみえます。
そしてその間、短時間にもかかわらず、ほとんど毎回みなさまから積極的に様々な相談をいただきます。
管理職・経営者・著名な方は、社会的な立場上自分の発言に責任があり、心を開いて相談できる相手がお
らず、困っていることが伝わってくる時間です。
このような方々は、ささいなことも公のものとして扱われ、表情すらメッセージを含んでいるととらえかねら
れません。
そこで、数多くの解決事例を知っているであろう、コーチングの企業研修講師である私に心を開いてお話を
されるのでしょう。
他愛のないことを自由におしゃべりできた頃が懐かしく、自分の本心を語れる仲間や場所を本当に必要と
しているのが、管理職・経営者・著名な方々。
華やかに見えても、その責任の大きさゆえ「孤独」を感じざるを得ない立場なのです。
社会的な立場を持つ自分と、個人の心をもった自分のバランスをとるのは大切です。
自分の気持ちに正直な問題解決法を一緒に模索しませんか？
対話することで、リフレッシュすることが目的なので、話のテーマは自由です。
セッションでは、私の持ち味である「穏やかながらもパワフルな変化」を体験できます。
＜社会人としての経歴＞
・コーチングに出会う以前～
・大手ガス会社社員・短大付属図書館・人材派遣会社登録社員・自宅音楽教室運営など多くの組織・立場
を豊富に経験。
・コーチングに出会って以降～
・講師業→ 企業研修・専門学校非常勤・商工会主催創業塾・公開講座などを通して、多くの働く人たちの
声を聴きながら現場に適切な研修プログラムを多数実施。
・経営者のコーチング→ 「営業必勝パターン」の構築で売り上げ目標達成など実績多数。
・起業家育成コーチング→ コンペディションのプレゼンテーションのコーチングなども行い本選通過。
・女性の自己肯定感向上コーチング→ クライアントが本来の強みに気づき、辛さの原因から解放されダイ
ナミックな人生の変化を導く。
・リフレッシュ・コーチング→ 解決法は意外に身近なところにある。経営悪化を見事に回復、経営者として
の振る舞い方がわかった。など。
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ベスト・コーチングプロ株式会社 コーチ

熊谷まさかず
大学卒業後、大手製パン会社に入社。ベーカリーレストランの運営
を学ぶ。
入社2年目で、社内 TQC 活動で第一位を獲得。役員秘書後、店舗
店長。
赤字店舗から、月商約4,000万円の売上(ファミリーレストランの3倍
以上の売上をたたき出す)をあげる。
1991年には、レストラン専門誌にて、サービス優良店として２回掲載
される。
その後、携帯電話事業者(現ソフトバンクモバイル)に入社。経営企
画、事業計画、新規サービスのプロジェクトリーダー等のキャリアを
積む、社内講師としてコーチングを担当する。
また、4年制通信大学で、授業コンテンツ開発やメンター(ティーチン
グアシスタント)として5科目担当する。
コーチングキャリア
2005年 (一財)生涯学習開発財団認定コーチを取得
2007年 (株)コーチ21より創立10周年記念で表彰
50過程、一度も落とさず履修完了。5000名から5名に選出
サイバー大学（四年制） メンター 5科目担当
ストレスマネジメント、セルフコーチングセミナー
2008年 コミュニケーションスキル基本編（6回コース
2009年 社内講師 リーダー向けコーチング研修
2011年～ ウエイプロジェクトセミナー（理念経営8回コース）
製薬会社、生命保険等リーダー向け、昇格者向け研修
コーチ対象者 経営者、役員、リーダー、組織(経営者からリーダー迄複数)、建築家、住宅取得希望者
コーチ内容 ビジョンメーク、事業計画、売上向上、顧客開拓、リーダーシップ、理想の家、他
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コーチングセラピスト

小澤真理子
CTIジャパン「コー・アクティブ・コーチング」応用コース修了
JAICO? 産業カウンセラー
MOT（マイクロソフト・オフィシャル・トレーナー）
IT 研修講師として就業支援や若者サポート、人材派遣会社など
で、キャリア支援に12年以上携わる。
女性のワークライフをもっと豊かにしたいという思いで、プロセス
指向心理学、人間性心理学、ポジティブ心理学など、自己成長
の為の心理学を多く学ぶ。
現在は自宅サロン、スカイプなどで、パーソナルコーチングのセ
ッションを行っている。
コーチからのメッセージ
あなたは、こんなことを思うことはありませんか？
「なんとなく、将来に不安を感じる。」「同じ日々の繰り返しで、これでいいのかと思う。」
「人間関係にしんどくなることがある。」「私の人生に変化をもたらしたい」
誰でも、30代～40代の頃に、
「ミドル・エイジ・クライシス」（中年の危機）が訪れます。
・仕事やプライベートが思い通りいかない
・今の生き方に違和感を覚える
・イライラや焦りを感じる
・体が思うように動かない
私も30代後半の5年間。
「何のために人生なの？生きることってなんだろう？」
問い続け、自分探しの旅が続きました。
いろいろなセミナーに参加したり、自己啓発に答え見出そうと必死だったのです。
ある意味で救いにもなり、勉強にもなりました。
でも、本当の自分はどこか遠くの彼方にいるわけではなかったのです。
今、この瞬間にいつでも存在しているのです。
起きていることをあるがままに捉え。
自分に起こっている感情、心の揺らぎ。
ここに丁寧に見つめることで、ゆっくりと"気づき"が生まれるのです。
気づきは、癒しを起こします。
癒しは、本来の自分を取り戻します。
本来の自分は行動を起こすエネルギーを呼び起こします。
それが、あなたの本質的な変化に繋がるのです。
"ミドル・エイジ・クライシス"は、生き方を見つめなおす大きなチャンス！！
"本当の自分としての生き方"に目覚めませんか？
誰でもひとりで生きているわけではないこと。
人との繋がりの中で生かされていること。
あなたには使命があること。
たくさんの気づきを経て、心を育て成長を続けることは、意識のステージを上げていくことなのです。
コーチングセラピストとして、活動を始めたのは、私のミッションだと思っています。
あなたが心を豊かに、本来のあなた（魂）が求めていることを、一緒に見つめていきましょう。
あなたの魂と触れ合うような、あなたと共にいるセッションを大切にしています。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
あなたにお会いできることを楽しみにしています
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マスター・マインドフル・コーチ

福島規久夫
国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ （ICF PCC)
選択理論心理学集中基礎講座修了
The School of Positive Psychology ポジティブ心理学コーチン
グ課程修了
大学卒業後、専門商社、外資系銀行に勤務。2004年よりコーチ
として独立。
コーチとしてこれまでに300名以上のクライアントさんと3000時
間超のセッションを実施。
コーチングとともに、選択理論心理学、ポジティブ心理学を学び、
人間の行動原理の理解を深め続ける。
コーチとしての活動とともにトレーニングのファシリテーターとしても積極的に活動中。
外資系企業、国内大手企業、行政機関等で多数の経験を積む（現在まで述べ10000名超）。
ファシリテーター開始時に外資系トレーニングベンダーから徹底的に鍛えられたことが現在の基盤となって
いる。
トレーニングの内容は、コーチング、リーダーシップ、OJT、AI をベースにした組織開発など。
2013年よりマインドフルネスという概念をコーチングに融合させた日本で最初の 「マインドフル・コーチン
グ」を展開。コーチング力を高めたいコーチの育成に心血を注いでいる。
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コーチ

河口竜行
ＣＴＩジャパンCo‐Active Coaching基礎コース修了
1964年1月、東京生まれ。
小中学生時代、体が小さく弱かった自分は、地元の剣道教室
で出会った先生や仲間たちのおかげで、自分なりの自信を持つ
という体験をさせてもらう。また中学生時代にお世話になった個
人経営塾では、自分の気になる問題に関して先生や仲間と徹
底的に話し合うという経験を得る。こうした自分の体験から、学
生時代には、子どもたちの「広い意味での学び」を個別にサポ
ートすることを仕事にしたいと思うようになる。
「将来、個人指導塾を作る」ということを目標に、大学卒業後
「修業」のため、神奈川にある私立中高一貫校の国語科専任教
諭となる。当初は２～３年のつもりだったが、学校での仕事の魅
力に圧倒され、そのまま１０年間勤務。１０年の区切りを機に退職し、個人塾「河口塾」の活動を開始する。
少人数で教科の壁にとらわれない活動を行うという、夢を実現させる。
その後、開校して３年目を迎えるタイミングだった現在の勤務校（東京の私立中高一貫校）の新しさと教
育理念とに魅力を感じ、専任教諭として働くことになる。
進路指導担当として「キャリア教育」について学びはじめる。キャリア教育を学ぶ中で、コーチングに出会
う。学んだスキルを学校内での教育活動の実践に活用している。
例１ 担任が行う個人面談に、コーチングのスキルが適用できるような面談シートを開発。
例２ 生徒が相互にコーチングができるようなシステムを作り、「ピアコーチング」を実施。
例３ 授業の中で生徒が自ら考え、話し合い、学びあう「アクティブラーニング」を授業で実践。
例４ モチベーションアップのための「やる気を出す講座」を、春期夏期冬期の特別講習として実施。
以上のように、現在、「コーチングのスキルを応用して生徒のやる気を引き出す」ということをテーマに、研
究・実践中。
近年は、大学の講師、アクティブラーニングおよびコーチング関連のセミナー講師として、また私立中高で
の教員研修講師や企業での社員研修講師としても活動している。
・産業能率大学経営学部兼任講師（「コーチングスキル養成講座」他を担当）。
授業レポート掲載
・「アクティブラーニング実践」 産業能率大学出版部
・「アクティブラーニングに導く KP 法実践～教室で活用できる紙芝居プレゼンテーション」 みくに出版
・「えんたくん革命～１枚のダンボールがファシリテーションと対話と世界を変える」 みくに出版
・平成28年度文部科学大臣優秀教職員表彰受章。
・同年度東京私立中学高等学校協会優秀教員表彰受章。
セミナー等講師歴（抜粋）
・コーチングバンク勉強会講師
・河合塾教育研究フォーラム実践発表者
・みくに出版での各種アクティブラーニング関連セミナー講師 多数
・学研首都圏進路指導研修会講師
・関東私大教職課程研究連絡協議会・東京地区教育実習研究連絡協議会合同研究大会シンポジスト
・一般社団法人アクティブ・ラーニング協会第５回フォーラム講師
・明星大学アクティブラーニング勉強会ゲスト講師
・株式会社学研アソシエ 全国プランナー研修会講師
・CURIO SCHOOL 特別プログラム講師
・産業能率大学 高校教員対象授業力向上セミナー アクティブラーニング実践セミナー講師
・jsbn（ＮＰＯ法人日本学生社会人ネットワーク）共育イノベーションフォーラムパネリスト
ほか
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NLP ビジネスコーチングで人財育成
チーム aa
人財育成コーチ

川村ひとみ
LEGO® SERIOUS PLAY®認定ファシリテーター
米国 NLP 協会認定 NLP コーチ
米国 NLP 協会 NLP マスタープラクティショナー
一般財団法人ドリームマップ普及協会
ドリームマップ認定ファシリテーター
ビジネス NLP をコーチングに活用し、ビジネスパーソンの皆様への
支援をさせて頂いています
企業様の社員向けパーソナルコーチングだけでなく、チームマネジ
メントの実務経験を生かし「リーダー育成」「チームビルディング」の
研修講師ご依頼も多く頂戴しております
アパレルメーカー営業部6年勤務後、ダスキン FC 加盟支店に転職。
営業担当、組織運営リーダーを経て新規開業支店長10年、店舗運営、組織マネジメント、
人材雇用・育成、新規事業立ち上げに従事。
現在は、企業研修、キャリア教育、就労支援の講師、ファシリテーターとしても活動中
コーチからのメッセージ
「企業にとって人は宝」「人の成長なくして企業の成長無し」という揺るがない信念があります
私の使命は、多くのビジネスパーソンが仕事に自分の人生の目的、夢を重ね合わせ、自分の存在価値を
あげ、自己責任で意欲を持って仕事に取り組めるよう支援し続けることです
＊初回無料体験コーチング（1回×60分）実施中
先ずはメールにてお気軽にお問い合わせ下さい
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株式会社できる 代表取締役／「生き方の知能指数 SQ アップ」マイ
ンドマップ／ライフコーチング／デザイン・エグゼクティブ・オフィサー
（DEO)

杉本英宣
ライフコーチワールド認定ライフコーチ
銀座コーチングスクール認定プロフェッショナルコーチThinkBuzan
公認マインドマップインストラクター
わもん 黒帯３段（No321)
ドリームツリー公認インストラクター
笑顔コーチング認定ファシリテーター
潜水士／小型船舶1級
・NPO 法人ライフワークバランス北陸 理事
・NPO 法人金沢観光創造会議 コーディネーター
・金沢青年会議所 シニア
・金沢倫理法人会 運営委員
1964年石川県出身。近畿大学理工学部卒。
在学中よりプロダイバーとして活動。
繊維加工会社を経営していた父親が病に倒れ実家に戻る。
2代目として、バブル崩壊、リーマンショックなど経済の大波をうけ、売上げが最盛期の５０％まで落ちこみ
会社の整理を44歳で決断する。その後、大手歯科商社に係長として入社。直属の部下がいないながらも、
広報、総務そして新規事業での評価を承け毎年昇進。5年で総務部長兼広報部長となる。
2013年秋に、22年間闘病生活をしていた父親の死がきっかけで、自分のこれまで生き方を見直す。
「自分を知り、輝く自分を信じれば、何でもできる力が沸き出す」として、「株式会社できる」を設立。
ライフコーチングと右脳を目覚めさせ、創造力、記憶力、学習力などアップする思考法「マインドマップ」を使
い、自分らしい人生を求めもっと成長したい人の「生き方の知能指数」をアップして、夢と想いを叶えるサポ
ートをする。
次世代に豊かな日本を届けるために、共に学び、創り、育む社会の実現を目指している。
Twitter「夢をかなえる魔法の言葉」のフォローは5000人を超える
コーチからのひとこと
日本を元気にしたい。共に学び、創り、育む社会にしたい。
高度成長期時代以降〜現在の日本は 様々な情報があふれかえり 自分に自身がない、迷っている、疑
心暗鬼など 人や自分を信じることができない意識が蔓延しているように感じています。
かつて日本人が本来もっていた「人と人のがココロを結びあうと何が起きるか」「人が社会のなかでどう立
ち振る舞いをすれば、 お互いの感情を思いやることのできる社会になるのか」という「本質的な問いに自
問自答をする」ということを 受け継ぎ、伝えてこなかったのではないのかと思っています。
「人はもともと本質には、輝く自分を持ち、性質的に良い社会を形成するプログラムがなされている」
仮定をすると、まずは「自分を知って、輝く自分を信じることができれば社会生活はもっと豊かになる」と思
うのです。
杉本のコーチとしての在り方は クライアントが輝く自分をみつけ、自ら成長できることを信じきること。
あなたに徹底的に寄り添い、想いをお話を聞かせていただきます。
良いことも悪いことも聞いて欲しい、 わかって欲しいと渇望している人が世の中には大変多いと思います。
典型的なのが夫婦間であったり、親子であったり、上司部下であったりします。
ほとんどの場合、解決策を求めているのではなく、ただただ話を聞いて欲しい、わかって欲しいと思ってい
るケースが多いようです。
そんな思いに寄り添い、話し手の枠や心のブレーキに囚われていない、本当にありたい自分に完全にロッ
クして、あなたの理想像が発信する心の声を聞かせていただきます。
そうすることによって、話し手が安心してなりたい自分と向き合うことができます。答えは話し手の中にあり
ます。
自分自身で見つけた答えが一番強い！そんな自問自答のお手伝いをさせていただきます。
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不確実な未来で進化するのための生命知性開発コーチ

鈴木るみ子
米国 CTI 認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ(CPCC)
米国 CTI リーダーシッププログラム修了
TLC 認定プラクティショナー
アレクサンダー・テクニーク教師
Evolutionary Somatic Work® Instructor
TOEIC940
1974年福岡県生まれ。九州大学経済学部経営学科卒
ハインツ日本（株）の新卒営業で1億円の売上を達成。オイシッ
クス・ラ・大地（株）の創業期に新規事業立上げを経験後、ゴデ
ィバ ジャパン（株）の人材開発責任者として本社・店舗の人材
育成プログラムの開発・実施を行う。
自己肯定感が低く、結果達成の度に心身の破綻を深める人生と決別した経験を経て2013年コーチとして
独立。2015年の出産と育児を経て生命進化の過程を目の当たりにし、これからの AI 時代にこそ重要な、人
間の生命としての健全さを取り戻す生命知性を開花させるメソッドを伝えるべく2018年に Evolving ME LLC
を設立。
コーチからのメッセージ
子供の成長を日々見つめていると、溢れるエネルギーと美しい動き、生命デザインの素晴らしさにいつも
感動します。一方で、多くの大人が心身共に縮こまり、本来の自分の生命力を置き忘れ、うなだれて仕事
に向かう姿を見かけます。
私にとってコーチングは、そんな縮こまった人が、子供の頃のようなのびやかな身体と精神との繋がりを取
り戻し、その人本来の能力を最大限に発揮して生きる喜びに溢れた人生を取り戻すサポートをすることで
す。
無自覚の自動操縦だった身体が、ほんの些細な変化によって感覚が根底から変わり、人生のゴールすら
も変わってしまう。そんな想定外の未知の変化が起きる時が、コーチとしての一番の喜びです。
脊椎動物である人間の進化の歴史を体感することで、固定観念に縛られた心と身体を、自由に使うことが
できるようになる。結果として本来持っている人間の能力を１００％引き出していく。
自らの内にある生命の豊かさを観念でなく身体的に実感することで、自らを含む、あらゆる生命に対して真
に敬意を払って働き生きる大人を一人でも増やすこと。
その先に、どんなテクノロジーにも振り回されず、資本主義経済の限界を超えた奪い合わない新しい豊か
で平和な世界を創る人類進化が起きると信じています。
ますます変化のスピードが加速している VUCA な現代社会の中で、これまで繰り返し成功してきた無意識
の自動パターンを発動させても、本当に望んでいる幸せな人生を送るには限界があります。
不確実な未来を生きなければいけない今こそ、真の進化を遂げるチャンスです。今までの成功体験の延長
線上にある成長を超えて進化するためには、ヒトとしての本来の生命力を取り戻す必要があります。そこに
進化の原動力があります。
仕事でもプライベートでも、他者（家族、パートナー、会社、取引先など）を優先して満足させるために、恐れ
の中で自分を差し置き痛める人生に終わりを告げましょう。そして、生れながらに備わっている「溢れる無
限の生命力」を有効に使い、誰もが心身ともに安らかで豊かに生きる、新しい世界に共に向かいましょう。
その具体的な実践方法をお伝えします。
このセッションを受けることで、ヨガや瞑想のための特別な時間を取らなくても、朝起きてから眠りにつくま
でのあらゆる日常の瞬間が「マインドフルに生きる」ためのワークとなります。
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Lifedesign Office AN 代表
ライフデザインコーチ

中澤文美
ICA 国際コーチ協会認定ポテンシャルコーチ
ICA 国際コーチ協会認定コーチングインストラクター
ファイナンシャル・プランナー
長野県在住・1児の母幼い頃のいじめにより自信を失い、
就職してからはうつ病と診断される。
新卒で入社した銀行では天職と感じながらも うつ病になり退職。
その後再就職するもうつ病が再発し、
「どうせなら自分の好きなことをして生きたい」と 起業相談に行った
ことでコーチングと出会い、
人生を変える決断をする。
そうして23歳～26歳の3年間で、
会社員を辞め、ファイナンシャル・プランナー(FP)と コーチの資格取得、結婚、独立、出産、講師資格取得
などを実現。
独立後も妊娠中にコーチングスクールの コーチ育成インストラクターとなり、
出産後から子育てと両立しながらコーチ・FP として 述べ300人以上に FP 知識も活かしたコーチングを提供
している。
子どもの頃の性格：超人見知り・鍵っ子・大人しく無口・恥ずかしがり屋・真面目
中学生の頃の夢：ピアニスト
コーチからのメッセージ
あなたは今、手元にあるお金に安心できず、将来に対する「お金の不安」はありませんか？
それ、そのままでどんなに稼いでも、どんなに貯めても、「お金の不安」は一生消えません。
いくら稼いでも、精神的な幸せは手に入らず、不安を抱え続け、お金の為だけに働いたり、人生がお金に
振り回されるなど、「お金の奴隷」になってしまうかもしれません。
・稼いで稼いで…ゴールの無い
「お金に振り回される」人生にしたいですか？
・お金のことは心配しないで、
後悔しない、楽しい人生にしたいですか？
いい人生は「お金があること」ではなく「"やりたい！"をやること」にあると私は確信しています。
「自分の本当にやりたいこと」をしっかり理解し、そのためにムダをしないでお金を「貯める」、「使う」が大切
です。
私が提供させていただくメニューは、お金持ちを目指すものでも、現実的な節約のアドバイスをさせていた
だくものでもありません。
例えば「月100万以上収入を得る為に○○をしよう！」
というのは惹かれるものもありますが、そこまでのリスクを取れる人はなかなかいません。
また、成功も約束されてはいません。
本当は、そんな風にしてお金を得なくても、今ある仕事を大切にしたり、ちょっと考え方を変えるだけでも変
化し、お金が溜まったり、不安を無くすことができます。
今のあなたが、そのままでも豊かに幸せを感じられるよう【お金不安ゼロ化】するサポートを致します。
FP の資産計画術✕コーチングのマインドセット術の W アプローチで"お金不安ゼロ化"を目指し、
お金にとらわれない幸せを手に入れましょう！！
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コーチ

沢 啓
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
Coaching Office Yourself 代表
日本コーチ協会神奈川チャプター 会員
神奈川ビジネスコーチング部会 会員
坐禅道場 鎌倉一法庵サンガ
「仕合せるプロジェクト」スタッフ
如水会会員・一橋大学剣友会総務幹事
横浜市緑区在住
中学より剣道部に在籍し35歳までは現役の選手として試合に出
場
一方では趣味の音楽に親しむ
約30年間最大手デベロッパーに勤務。主な勤務地は東京・丸の内
2005年よりＣＴＰでコーチングを本格的に学ぶ
2006年より独学で禅を学び、禅とコーチングの融合をミッションと定める
「coaching 2006」 パネリスト
2010年独立開業を企図して会社を自己都合退職（最終職歴は子会社役員）
2011年自分のコーチング・スタイルに確信が持てず、もう一度別の角度から
社会を学ぶためにソーシャル・ビジネス（社会貢献事業）に参加
2012年人生の師に巡り合い、鎌倉一法庵で最先端の坐禅・瞑想法を学び始める
2014年禅とコーチングを融合した Renovating（元気再生法）を確立し独立準備中
コーチからのメッセージ
みなさんこんにちは！
現代の花咲か爺い、さわひろしです。
枯れ木に花を咲かせます。
「自分や自分の家族はこの先どうなるんだろう？」
という不安や心配で頭が一杯になって景色が灰色になっていませんか？
日常生活がだんだん生き苦しくなってきていませんか？
心も体も枯れかけていませんか？
こういう方をクライアントとして求めています。
人生の前半はほぼ順風満帆だった僕も、人生の後半で次々とショックを受けるような出来事に遭遇し、悩
み苦しんできました。
両親の介護や他界、親友の突然の死、自分や配偶者の老化や病気・体調不良、子供の成や進路への不
安、人間関係の悪化、会社での存在意義の喪失、そして自分が生きてゆく方向性に迷う悩み等です。今思
えば、いずれも生きてゆく限り避けて通れないもので、特に人生の後半に顕著になります。
こんな時、ネガティブな思いに取りつかれると、とても苦しく、人生が楽しいものでなくなり、元気がなくなり
ます。人として枯れた状態になってしまいます。
そんな状態では、自分が持っている本来の力を発揮できるわけがありません。そしてますます落ち込みま
す。
しかし、僕は「半うつ」になりながら希望の光を求め続け、運命の出会いと共に、それをついに克服する方
法を確立できました。ネガティブな思いから解放された時、元気が再生され、景色が変わりました。自分自
身を救ったその方法を Renovating と名付けました。
これこそ僕が探し求めてきたもの。そしてこれを苦しんでいる皆さんに「青空のコーチング」としてシェアでき
たらしあわせです。
あなたも、枯れかかった心にもう一度花を咲かせましょう！
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ライフコーチ

松下じゅんこ
一般社団法人日本支援対話学会 認定コーチング・スペシャリ
スト®
魔法の質問 ライスストーリーテラー講師
魔法の質問 イラストカードマスター
生涯教育学専攻学士
三井物産営業部門勤務（5年）
カナダ人との結婚後トロントに移住
長男、次男の日英バイリンガル育児
カナダの日本語テレビ放送、司会・制作（８年）
カナダの大学で日本語、日本文化講師（15年）
企業向け翻訳・通訳、コンサルタント（10年）
30年の海外生活とキャリアを生かしたライフコーチとして活動中
コーチからのメッセージ
今まで楽しいこともたくさんありました。
数多くの失敗もしました。
生活環境の変化で一時的な鬱にもなりました。
夫婦関係の危機では心の中の糸が切れて1週間で5キロ痩せたこともあります。
前向きに生きたい でもそうもいかない時もあります。
自分の進む道が見えなくなる時もあります。
一見華やかに見える海外生活も辛くなる時もあります。
そんな時にコーチングがあります。
安心してどんなことでもお話し下さい。
そして私からの質問に答えて下さい。
どんなに気になることでも驚くほどスッキリ解決します！
コーチの個人情報
血液型 典型的な０型
趣味 テニス、美味しいものを食べること、旅行
家族 NY が大好きなカナダ人の夫、日本が大好きな長男、ブレークダンスが大好きな次男
好きな芸能人 昔は SMAP 今は嵐
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コーチ

武内範登
日本コーチ協会埼玉チャプター会長
ＩＣＦジャパン（国際コーチ連盟日本支部）顧問
ドリームマップ普及協会理事
（財）生涯学習開発財団認定コーチ、
（２００８年４月～２０１３年２月 コーチ・エィのクラスコーチ）
ドリームマップ普及協会公認ドリマ先生
キャリア教育コーディネーター
ＣＤＡ(キャリア・ディベロップメント・アドバイザー)
初級教育カウンセラー
・１９５３年５月
・１９７２年４月
・１９７６年４月
・２００３年３月
・２００９年７月

岡山県総社市で出生。
中央大学法学部法律学科入学、１９７６年３月卒表。
都市銀行入行
ミッション系の中高一貫校に事務長として出向、
翌年４月転籍
事務長退任。

コーチからのメッセージ
私がコーチングを学んだきっかけは学校の生徒のモチベーションを上げるためでした。
１５０人の生徒の面接を毎年行なっていた時にコーチングを取り入れ、進学率が上がりました。生徒の潜在
能力を引き出して、将来のビジョンを考えさせることで生徒の行動が変わっていきました。人は誰もが可能
性を持っています。その可能性を最大限引き出し、行動変容させるのがコーチであり、ＣＤＡなのです。
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あなたの持ち味を活かし、最高のパフォーマンスに導く 音楽コ
ーチ

鈴木太一
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
中学校教諭一種免許(音楽)
高等学校教諭一種免許(音楽)
静岡県生まれ。国立音楽大学器楽学科トロンボーン専攻卒業、
桐朋学園大学音楽学部研究科修了。東京都中学校吹奏楽連
盟理事。東京都吹奏楽連盟理事。
中学、高校と吹奏楽部でトロンボーンを担当し、部活漬けの
日々を送る。
高校二年生の時、トロンボーン奏者の中川英二郎氏の演奏に
感銘を受け、音楽の道を志す。
音楽大学に入り、周りと比べて、自分の実力の低さを痛感し落ち込む。うまくなりたいと思う反面負けず嫌
いな性格から人を頼ることをせず、一人で試行錯誤を繰り返し、抱え込み、よく分からなくなる。練習や本
番もうまくいかないことの方が多く感じられ、悔しくて悲しかった。
そんな頃、仲間と金管アンサンブルの演奏をするようになる。この仲間との音楽作りや演奏が本当に楽し
かった。自分の奏法に対するコンプレックスはあったものの、それよりも仲間と一緒に楽しく演奏できること
が嬉しかった。本番後お酒を飲み交わしながら、他愛のない話や将来の夢をお互いに語り、聞き合うように
なり、今思えば、それが最初のコーチングとの出会いだったのかもしれない。
そして、そんな素晴らしい仲間の大切さを子供達にも伝えたいと思うようになり、教師の道を進むことになっ
た。
ところが、教師になって意気揚々と吹奏楽部の指導に集中しようとしていた矢先、生徒たちから、それまで
の生徒たちの自主運営でやってきた形を崩さないでくれと 、猛反発を食らう。どうしたらいいものか悩んで
いたところに、教員向けのコーチングの研修会のお誘いを受け参加する。
コーチングを受けてみて、自分の現状をたくさん聞いてもらっているうちに、自分は、やりたいことを生徒に
押し付けようとしているだけで、生徒のことをまだまだよく見ていないことに気づいた。
そして、発想の大転換が起こる。
「生徒の自分たちでやりたい気持ちを活かして、彼らが何をやりたいのかをとことん引き出し、日本一クリエ
イティブな自主運営ができるバンドにしてあげよう。」
以来、日本一クリエイティブな自主運営バンドを生徒と一緒に作るため、コーチングのアプローチを利用し
て生徒のやりたいことを引き出し、その実現に向けてのステップを促す関わりを続けている。
また、コーチングを通して、自分と同じように悩んでいる人や、音楽に関わる様々な人々の役に立ったり、
様々な人とつながって世の中のために楽しい活動をしたいと思い、２０１４年２月よりコーチ資格取得のた
めの勉強を開始。同年１０月、認定コーチ資格を取得し本格的に活動を開始した。。
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国際コーチ連盟日本支部（ICF ジャパン）理事
コーチングインターナショナル代表

荒木まさえ
・国際コーチ連盟（ICF）認定プロフェッショナルコーチ（PCC）
University of Texas, Dallas, School of Management Executive
and Professional Coaching Program 修了
コーチングインターナショナル代表
荒木まさえ
・国際コーチ連盟（ICF）認定プロフェッショナルコーチ（PCC）
University of Texas, Dallas, School of Management Executive
and Professional Coaching Program 修了
Masae Araki is an Executive Coach. Her style of coaching is
intuitive and solution focused as she creates an individualized,
client-oriented experience. She is successful with executives
and managers from global organizations due to her ability to relate to and apply concepts from her
international business experience both in Japan and America. Her areas of expertise are leadership
development, identification of career obstacles, and motivational skills to enhance productivity of team
members.
荒木まさえのコーチングスタイルは、クライアントの徳性や経験に合わせた直感的かつ結果志向型アプロ
ーチである。日本での外資系企業での経験とアメリカでの国際ビジネスの経験から、グローバル企業の日
本人と外国人のエグゼクティブや管理職に対し、リーダーシップ、キャリア開発、生産性の向上などを日本
語および英語によるコーチングで支援している。
Masae has been instrumental in the establishment of the International Coach Federation (ICF) in Japan.
As a director of ICF Japan Chapter, she has been active holding seminars and trainings for the members.
She also created the ICF Japan ambassador materials for a training course, helping to promote the
growth of accredited coaches. In addition, she created her own proprietary series of Core Competency
programs; ICF accredited this program and authorizes Masae to award ICF Continuing Coach Education
certificates. She also taught coaching classes both in Japanese English at Aoyama Gakuin University in
Tokyo, Japan.
国際コーチ連盟日本支部（ICF ジャパン）の法人化から関わり、理事として会員および認定コーチの資格取
得支援や、セミナー開催などの活動を行う。現在、アンバサダー制度の設立に備え、トレーニングプログラ
ムや研修資料作成などの開発を担う。個人では ICF 認定コア・コンピテンシーゼミの開催を経験、また、大
学および組織にて英語と日本語でコーチング講義を行っている。
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国際コーチ連盟日本支部（ICF Japan）理事
株式会社メタ・フォーカス代表

倉田隆弘
（一財）生涯学習開発財団認定プロフェショナルコーチ
国際コーチ連盟認定コーチ（ICF ACC）
ソニー株式会社でマイクロプロセッサー(CPU）の開発を担当。
米国シリコンバレー（カリフォルニア州・サンノゼ）に７年間駐在。
設計開発と同時に現地と日本側との橋渡しを任される。駐在員とし
ての発言責任の重さに加え、現地文化と日本文化との板挟みにな
り異文化間での孤立や、開発エンジニアとしての孤独を経験する。
帰任後は、シックスシグマ・コーポレート・トレーナーとなり、最重要
プロジェクトの推進責任者（チャンピオン）、推進リーダー（ブラックベ
ルト）、実行メンバー（グリーンベルト）の育成とプロジェクトのコンサ
ルティングを行う。成功プロジェクトだけでは無く、課題を残したプロジェクトからも多くのことを学ぶ。
これらの経験により、「やり方を導入するだけではプロジェクトはうまく行かない」と言う事、プロジェクト成功
の鍵を握るのは実行するメンバー、「つまり人である」と言う事を実感する。
駐在員としての責任の重さと孤独感、方法論だけでは動かないプロジェクトへの苛立ち、何かが足りない、
何が出来るのか、と考えていた時にコーチングと出逢う。
駐在員だった７年間、「もしあの時僕にコーチが居たら…」日本と現地のより良い架け橋になれたのではな
いか。
社内プロジェクトコンサルタントだった時、「もし僕にコーチが居たら…」もっとチームメンバーのモチベーショ
ン向上に貢献出来たのではないか。
コーチングの効果を知ったいまその事を強く思う。
２０１２年２月に、コーチの認定を取得。
現在は、企業の中堅社員から部門長、個人事業主、起業家の方々へのコーチングを始めとして、ゴルフ・
レッスンプロのコーチングも行っております。
コーチからのメッセージ
研究、開発、設計の第一線で仕事をやって来たが管理職になって部下を持ち、直接人を相手に仕事をす
る事になった。
仕事の責任範囲は拡大しやり甲斐は増えたが、部下や管理部門とのコミュニケーションがうまく行かず孤
独を感じている。
そんな環境においてコーチングは、部下とのコミュニケーションを豊かに活発にしてくれるでしょう。
会社の方針に従って上司から言われる通りに働いて来たが、管理職になり自己裁決の場面が増えるにつ
れ自分の決定に自信が持てず不安になることが多くなった。
コーチングは、あなたのビジョンを明確にして、決断に自信を持たせてくれるでしょう。
海外からのメンバーを部下に持つ事になったが、言葉だけの問題ではなく、文化の違いを感じている。
日本のやり方が通じない部下と今後どうつきあって行けば良いか戸惑っている。
コーチングは異文化間のコミュニケーションを促してくれるでしょう。
研究内容の価値を認めて欲しいと願う研究開発者、責任が重く異文化の中で孤独を感じている海外赴任
者、管理職になり更に上を目指すサラリーマンの皆様にコーチングをお勧めします。
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ドラッカー「5つの質問」で人を大切にする経営のしくみを創る
コーチングでリーダーとしての在り方と組織の成長基盤を築く

中平次郎

Jiro Nakadaira

株式会社 ASC 代表取締役
内閣総理大臣認証 NPO 法人コミュニケーション能力開発機構認
定コーチ & コミュニケーショントレーナー
米国 NLP™協会認定 NLP™マスタープラクティショナー
専修大学 文学部英米文学科卒業後、州立ワシントン大学に留
学し、アメリカのビジネス、マーケティングを学ぶ。また、Gray
Line of Seattle でインターンをし、NPO FareStart でボランティア
活動を経験する。
帰国後は、UPS ジャパン株式会社に入社し、営業やカスタマー
サービスを担当する。Supervisor として35名の部下を率いた管
理職経験もあり。SAP ジャパン株式会社では、営業企画本部、
営業開発部門などに従事し、マネジメントや営業を支援する。ま
た、営業研修を社内外に行う。本社やグローバルチーム、アジアパシフィック本社と複数のプロジェクトを経
験。
「読み」「書き」は学校で習うが、「聴く」「話す」については、ほとんど教わることがない。上級管理職や上司
との人間関係に悩み始めたことをきっかけに、今からそのノウハウを学んでも全く遅くはないと思い、コミュ
ニケーションをもう一度基本から学び始める。NLP™（神経言語プログラミング）、コーチング、メンタリング、
ピーター.F.ドラッカーのマネジメントの基本を学ぶ過程において、人に新たな視点と気づきを与え、瞬間で
人が変わっていく「コーチング」のコミュニケーション技術に魅了される。
「思い通りの仕事をして、収入も満足。でも満たされない何かがあり、モチベーションが上がらないと感じ
る・・・」
「自己実現をしたくて仕事をしているのに、気がつくと仕事のことばかり考えて自分の時間がなくなってしま
っている・・・」
「一生懸命仕事をし続けて、いつの間にか自分を見失っている・・・」
「SAP」というグローバルブランド（有名な看板）があり、日本にも、グローバルにも優秀な人たちがたくさん
いる。仕事を通じて自分を成長させる最高の機会でもあり、そう簡単に入れる会社ではない。SAP で働くこ
とは決して楽ではないが、同年代比較をしても収入は悪くはない。そして、「SAP で働いている」と言うと、
「スゴイ！」と尊敬と憧れの眼差しで見られ、内心気持ちはうれしい。「今まで頑張ってきてよかった」と誇ら
しさを感じることもあった。
「本当に SAP を辞めてもいいのか？」「あとで後悔するのではないか・・・」
本当に悩んだ。自問自答と思考の堂々巡りが繰り返される1ヵ月。
終わりのない雪かき、砂漠に水をまき続ける日々、そのような疲れがたまっていく感覚。
結論が出ない、モヤモヤする長い時間だった。
結局、自らうまく答えを出し切れず、藁をもつかむ気持ちでコーチングを受ける。
そして、自分の中にあった本当の自分の気持ちは、
「人生一度しかないので、自分のやりたいこと、好きなことをするほうがいい！」
「未来志向のコーチングを天職にしよう！」
「日々やりがいを感じ、楽しくワクワクする気持ちで仕事をしたい！」
「多くの人に幸せを感じてもらえる仕事ができるといいな！」
「部門を超えて、１つの会社という組織を超えて、社会に貢献していきたい！」
最終的には、自分の「情熱」と「直感」に従う決断をする。そして半年後に SAP を退社し、独立をする。
独立後もドラッカーのマネジメントである経営の基本と原則を学び、実践を繰り返している。そして現在も、
経営者や中間管理職のリーダーと真摯に向き合い、100％「本来のあなた」を応援し、「今」を変えるという
日々の積み重ねで、未来を創っていく支援をしている。
価値観は、素直さ、愛、謙虚さ、思いやり、学び、成長、成功、幸せ、感謝
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子を育みたい（妊活）育む（育自）人・夫婦・カップルが「家族で幸せ
になるためのコーチ」

木村史子
米国CTI認定 CPCC (Certified Professional Co-Active Coach)
米国 CTI リーダーシッププログラム 修了
関係性システム・コーチ ORSC®
NPO 法人 Fine 認定 不妊 ピアカウンセラー
ワークショップデザイナー(青山学院大学学校教育法履修証明プロ
グラム修了認定)
1997年に慶應義塾大学総合政策学部卒業後、株式会社リクルート
マネジメントソリューションズにて17年間一貫して人事ソリューション
事業に従事し、ビジネスの側面から人の成長をサポートする仕事に
携わる。
自身の結婚・不妊・出産・ワーキングマザーとしての経験を経て、ビ
ジネスの側面からだけでなく、個人の人生全体をサポートすること
にシフトし、2014年にコーチとして独立。
コーチからのメッセージ
このような思いを抱えている方、コーチングで変化を起こすお手伝いをします
～妊活中～
治療が辛いが相談できる人がいない
ついパートナーを責めてしまう
妊活の本音を話そうとするとケンカになってしまう
妊活で夫婦の気持ちにすれ違いが起きている
自分ばかり妊活している（パートナーが協力してくれないと感じている）
～育児中～
育児・介護に追われているので自分のことをじっくり考える時間が欲しい
～カップル・夫婦で～
結婚前、もうすぐ子供ができる、子供の独立後・・・などの夫婦の転換期を迎えている
今も決して仲が悪いわけではないのだけれど、もっと関係性をよくしたい
大事な話をしようとすると、つい感情的になったりケンカしてしまう
～組織・チーム～
協働が生まれにくい
コミュニケーションが不十分・風通しが悪い etc……

286

人と世界をしあわせにするコーチ

小泉正信
NPO 法人セブン・ジェネレーションズ 理事・事務局長
理念・リーダーシップ研究所 代表
PCC（国際コーチ連盟認定資格プロフェッショナル・サーティファイ
ド・コーチ）
CPCC（CTI 認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ）
CRR ジャパン システム・コーチング応用コース修了
CTI ジャパン コーアクティブ・リーダーシップ プログラム修了
チェンジ・ザ・ドリーム シンポジウム ファシリテーター
ゲームチェンジャー・インテンシブ修了
魂が望む人生、世界が求める暮らしはどのようなものか？
山梨の自然豊かな環境、ほど良い田舎に暮らし、コーチング、NPO
の運営をしながら、田畑を耕す農的生活をしています。
1976年、山梨県生まれ。農家の6人兄弟の末っ子。
1999年、大阪大学 理学部 物理学科卒。大学時代は体育会硬式野球部に在籍。
大学卒業後、東京都内の IT 企業で開発・営業・企画等を経験し、2003年に独立。
2009年に中小企業診断士を取得し、経営コンサルティングを始める。
経済産業省の中小企業応援センター事業コーディネーター、中小企業支援ネットワーク強化事業 NW アド
バイザー等を務め、商工会・商工会議所や地域金融機関と連携して企業の課題解決・事業再生等に従
事。
経営コンサルタント時代に事業再生に取り組みながら経営者の情熱や覚悟・苦悩に触れ、経営者の尊厳
や個性・考え方に寄り添いつつ、人や組織が本質的に変化するための関わり方を探してコーアクティブ・コ
ーチングを学び始める。
2014年、CPCC（CTI 認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ）取得。
2016年、自分の魂が望む生き方をするため、東京から故郷の山梨に移住する。
2018年、NPO 法人セブン・ジェネレーションズ理事・事務局長に就任。7世代先の未来のために、環境的持
続可能性・社会的公正・精神的充足の実現を目指す。
2018年、PCC（国際コーチ連盟認定資格プロフェッショナル・サーティファイド・コーチ）取得。
現在、「世界につながりと調和を取り戻す」を人生の目的に掲げる。
コーチからのメッセージ
人は誰でも自分の人生の主人公であり、人生の中で自分の足跡を残したい、世の中に貢献したいとの願
いを持っています。
そして、今いる環境や担っている役職・役割を超えて、誰もが自分独自のリーダーシップを発揮し、自らが
望む変化を積極的に創り出していくことができます。
コーチングでは、目の前にある目標の達成や課題の解決にとどまらず、自分軸を見つけ、自己実現や充
実した日々にしていくことをサポートしています。
制限的な自己認知を乗り越え、ご自身の信念・価値観や人生の目的に沿って心や魂までもが喜ぶような
日々を過ごし、「こうするしかない」「我慢するしかない」というような思い込みや物事の見方から抜け出して
自分で選んだ道を自分らしく歩み、かけがえのない今この瞬間をじっくりと味わって、唯一無二の人生を楽
しんでいきませんか？
それをコーチングでサポートさせていただきます。
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「あいだの力学」
素直に生きたい人の味方

和氣（渡嘉敷）頼子
CTI認定 プロフェッショナルコーチ
JCDA 認定 キャリア・デベロップメント・アドバイザー
CRR ORSC 基礎・応用コース（84時間）修了
・2002年
沖縄国際大学法学部卒。
財団法人や NPO 法人にて、地球環境の保全活動を担当。
・2009年
コーチとして活動を開始。主にボランティアコーチとして活動。
・2013年 コーチとして独立。
関西と沖縄をメインに活動をしています。
・実績等
リーダーシップ研修(大手製造業・シリーズ／2013・2014年度)
大学生向けキャリア開発研修(沖縄県委託事業・シリーズ／2012年度)
コーチからの言葉
私は、ここ１~２年間コーチとして悩んでいました。
悩むきっかけは、「コーチングをうけたいのだけど、料金が高い」とか「自分の悩みは自分でどうにかするも
の。コーチングをうける必要を感じない」といったことを人から言われたからです。
自分のやっていることや能力が、本当にその程度の事なのか？…その疑問にこたえるには、実際に色々
な人に体験してもらい、確かめるしかありません。そこで「不思議な相談会」と題した、誰でも気軽に参加で
きるワークショップを開催することにしたのです。
【参加していただいた方の声】（ご本人にご了解いただいた内容の一部を、 以下に掲載させていただきま
す。）
・自分の嫌なところ、恐れている所を含めて、自己を見つめ直すことができた。
・こわっ！無意識にアクセスし、今自分に必要なメッセージが来ると思いました。もう、逃れられない感じ
がします（笑）
・頭では分かっていることをワークを通じて客観的に目の前に持ってこられるので、心で認めざるを得なく
なるのがよかったです。
・カラダを動かして演じる・見る。また何回も演じる事で色々な感情や気づきが出ました。
・「怒りを感じた相手に対しての気持ちが変わった。怒りではなく、共感できるようになった」
参加者の方々のそれぞれが、自分の知らなかった面に気づくことで、より素直に「自分自身」という存在を
理解し受け入れ、より幸せな人生を送ること。そのことに私の能力が「絶対に役に立つ！！」と実感しまし
た。そして人が幸せの気づきを得るたびに胸が熱くなったのです。
今から思うと、「コーチングとは〇〇というスタイルでやらなくてはいけない」という思い込みがチョットあった
な…と思います。今後は、その人の「本当の素直さ」を発見し、より良い人生を送るためのサポーターとして
皆さんとかかわっていきたいと考えています。
・人生訓
人間万事塞翁が馬
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コーチ

河西克彦
国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ（ICF PCC）
（一財）生涯学習開発財団認定マスターコーチ
ウェルビーイング心理教育ナビゲーター®
大学卒業後、小売業、特に店舗営業のプロフェッショナルとして、
空港のギフトショップでキャリアを積む。
2004年、羽田空港第2ターミナルオープンに際し新規事業に参
画、スターバックスコーヒーの国内フランチャイズ第1号店のスト
アマネジャーを担当。
コーチングをベースとした店舗運営、人材育成を実践し、コーチ
を目指すきっかけとなる。
事業を軌道に乗せ、その後店舗数も4店舗となり、責任者とし
て100名を超えるメンバー、特に10代後半から20代の学生や社
会人中心に、コーチングをベースに育成、マネジメントする。
その後、期待をかけ良い関係を築けていると思っていた優秀なスタッフの退職という経験から、コミュニケ
ーションの難しさを痛感し、安心感で行動を促せる人になろうとコーチを目指す。そしてコーチングをさらに
学び、コーチをつけ、コーチングの実践を繰り返し、2012年から本格的にコーチ活動を開始。
現在は学習塾のフランチャイズ本部で経営者のサポート。
その一方で、コーチとして活動している。
相手の話を評価せずに受け容れ、感じたことを率直に伝える対話は、安心して行動を促すと好評。
「本当になりたい自分になるために」、一歩を踏み出す支援をしている。
2017年からは「ウェルビーイング」の学びをスタート、「自分の幸せは自分で創る」人が増えることで幸せな
社会を創ることを目指している。
好きなことは、沖縄三線。
コーチからのメッセージ
『人は皆違うから、素晴らしい』
私は「人は皆違うからこそ、素晴らしい」と思っています。社会の中で生きていくために、人と違うところを
抑えるようになってしまった結果、自分に合う仕事がわからなくなってしまっていたり。そんな方であっても、
私は、相手が話す事、感じた事を、思い込みを持つ事ななく受け止めますので、どんな方も安心してお話し
しいただいています。そして「本当になりたい自分になるために」、一歩を踏み出す支援をしています。
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コーチング・マム代表

藤沢由美子
国際コーチ連盟（ICF）プロフェッショナルコーチ
Points of You®認定 Expert
精神保健福祉士
神奈川県出身
立教大学卒、信託銀行勤務を経て、社会人編入で精神保健福
祉士取得。ソーシャルワーカーとして社会福祉協議会・乳児院
等にて、延700世帯の子育て中の家庭をサポート、地域ボラン
ティア、子育てグループの育成に関わる。写真カードを使った、
イスラエル発のクリエイティブ・ツール、Points of You®の日本
における第一人者として活動中。
2021年12月末現在 セッション時間：1,500時間
＜コーチングとの出会い＞
大学卒業後入社した金融機関で、証券・金融マーケット部門のフロント・バック業務、証券子会社設立等、
新規事業の立上げを行う。２回の育児休業期間を挟み、正職員・臨時職員・派遣社員など多職種の職員を
まとめる立場となったことから、偶然知った、米国から上陸したてのコーチングを実践したところ、面白いよ
うに機能する。信頼感、コミュニケーション、パフォーマンス、この3つの相互作用を強く実感することとなっ
た。
他方、二人の子どもたちが保育園卒園することで、むしろ小学校から親の関わりが必要と痛感する。仕事、
家事、子育てと、ライフワークバランスの危機を迎える。
大きなキャリアチェンジを迫られたとき、そばにいてくれた当時のコーチのおかげで、自分のコーチングスタ
イルが定まる。
＜社会人編入、大学で学ぶ＞
大学へ社会人編入し、３福祉士の一つである精神保健福祉士（国家資格）を取得。自分の人生を立ち止ま
って見つめ直すきっかけをつくってくれた子どもたちへの恩返しとして、子育て領域の家庭支援に関わる。
精神科ソーシャルワーカーとしての専門性を活かし、ワーカー・セラピストと共同して、自治体委託事業の
親支援プログラム（Nobody's Perfect）を実施。
＜現在の活動＞
Points of You®認定 Expert として、コーチ、セラピスト、人材・組織開発担当者等専門職を対象に、Points
of You®?を通したコーチングや人材開発を伝えている。 認定プログラム Points of You®? Academy を定期
的に開催。月一回、無料オンラインミーティング"Points of You®は世界をつなぐ"を主宰、
ameba/Facebook にて「Points of You™使い方 web 講座」掲載中。
2016年（日本）、2017年（日本、イスラエル）、2022年（ポーランド）、Co-founder Efrat Shani よりトレーニング
を受け、研鑽を続けている。
日本女子経営大学院フロンティアメンター
Nobody's Perfect 認定ファシリテーター
Passion in Action (Judith Delozier)認定ファシリテーター
コーチングバンク勉強会プロデューサー
＜プライベート＞
子ども2人と夫の4人家族、 趣味：観劇、旅行、読書
< ミッション >
"FEEL & THINK （感じて、考える）"
「感情」「感覚」は、人生の羅針盤。自分らしく生きるためには、「思考」と同じようにバランスよく活用したい
ものです。
セッションではクライアントさんが自ら人生をデザインし、歩めるよう、安心感の中で感受性を高めるコーチ
ングを提供します。
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しごと＆ライフイベントコーチ

大野文仁
米国CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ（Certified
Professional Co-Active Coach：略称CPCC）、日本 MBTI 協会認定
MBTI ユーザー（Japan-APT 正会員）、2級キャリア・コンサルティン
グ技能士（国家資格）、日本産業カウンセラー協会認定キャリアコン
サルタント、日本産業カウンセラー協会認定産業カウンセラー、日
本産業カウンセラー協会東関東支部認定キャリア研修講師、日本
産業カウンセラー協会認定キャリアコンサルティングプロセス実技
指導（トレーナー）。
1966年東京生まれ、現在は千葉県千葉市に妻とひめ(メスのキジト
ラ猫)と住んでいます。大学卒業後 OA 機器専門商社にてテリトリー
セールス、外資系ソフトウェア開発企業へ転職しソフトウェア開発ツ
ールのセールスを担当しました。
しかし、その後転職先の会社がすぐに日本アイ・ビー・エムへ統合されました。
数年後早期退職制度を利用して退職し、再就職支援会社を利用していた時にキャリアコンサルタントの仕
事を目の当たりにし、求職活動のなかで「失業者の役に立ちたい」と思いキャリアコンサルタントになること
を志しました。
1年8か月の離職期間を経た後に、人材派遣会社の営業所長として人材ビジネスの業界へ転身。その後公
共機関のキャリアコンサルタントとして勤務をスタート。この6年間で14,400人の人生の転機に立ち会わせ
ていただきました。
現在はプロフェッショナル・コーアクティブ・コーチとして、"誰もがもっている自分の可能性"に気付いてもら
いたいという願いのもと、パーソナル・コーチングを行っています。
コーチからのメッセージ
"しごと"というものは人生の大部分を占めているため、抱えている問題や課題の多くが"しごと"絡みです。
しかし、先ほどもお伝えしましたように、実はこの問題や課題はほんの入口でしかない場合があります。
私のコーチングはこの"しごと"という入口から入って、クライアントさんの本質的変化を目標としてセッショ
ンを行っていきます。
それと、私がコーチングをする理由、それは「人は変われるし、いろいろな可能性をもっているということを
知ってほしい」そのお手伝いをしたいからです。
いま悩んでいる、気力が湧かない、行き詰まりを感じている、そんな状態にあったとしても、それはたまたま
そうなってしまっているだけで、必ず変われる、いやむしろ「本来の姿に戻れる」と言った方が良いかもしれ
ません。人間は強い生き物だなとコーチングをしていて感じるから、私はコーチングをしているのです。
ここまでお読みいただきありがとうごあいます。
いつかお会いできることを心待ちにしています。
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コーチ日本エグゼクティブコーチ協会会長／株式会社コーチビジネ
ス研究所 代表取締役/国際コーチング連盟認定／プロフェッショナ
ルコーチ(PCC) /中小企業診断士

五十嵐 久
国際コーチング連盟認定プロフェッショナルコーチ(PCC)
経済産業団人登録 中小企業診断士
国家資格キャリアコンサルタント
産業カウンセラー
中小企業経営者のパートナー/エグゼクティブコーチとして活動する
傍ら、独自に開発した『価値観の調和マネジメント』の中小企業への
導入支援と組織開発に取り組んでいます。
学生時代に支えて頂いた中小企業への恩返しと恩送りを胸に、大
学卒業後、公的な中小企業支援機関に勤務。中小企業診断士として、資金調達、起業・再生支援、人材育
成支援業務等に従事、30年余りにわたり中小企業支援一筋で取り組んでまいりました。これまでお手伝い
させて頂いた企業は、3,800社を超えます。2005年認定コーチとなってからは、"経営者一人一人にコーチ
を"というビジョンを掲げ、エグゼクティブコーチの育成にも取り組んでいます。『価値観の調和マネジメント』
を通じて、人を幸せにする企業が幸せになる『幸せ創造企業』の成長と発展に貢献したいと考えています。
コーチング、コンサルティング、カウンセリングの経験とスキルを活かして、クライアント一人一人の状況に
応じた対応ができるのを強みとしています。
コーチングセッション実績 延べ5,300時間(2020年1月1日現在)
一般社団法人日本エグゼクティブコーチ協会 会長
株式会社コーチビジネス研究所 代表取締役
【主な著書・執筆】
「コーチング・ビジネスのすすめ」(合同フォレスト)
「"社長の想い"を軸にするパートナー型コンサルティング」(同友館)他多数
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コーチ

松枝 修
・ＩＣＦ国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ（ＰＣＣ）
米国 CTI 認定 プロフェッショナル・コーアクティブ･コーチ
CRR グローバル認定システムコーチ（ORSCC）
青山学院大学 ワークショップデザイナー
組織診断士2級
ワールドカフェ、AI プラクティショナー、NLP プラクティショナー
1987年、名古屋大学工学部機械工学科卒業後、株式会社リク
ルート入社。
東海地区の製造業、流通業、金融業など他業種の人材採用
支援からスタート。３０代以降は大手企業を対象とした、組織人
事コンサルティング、社長秘書として対外活動のサポート、また
ワークス研究所において雇用の多様化に伴う人材ポートフォリオ研究などを手掛け、理念・ビジョン構築、
組織の一体化（チームビルディング）などのプロジェクトを担当。2005年より、エグゼクティブ・サーチにて経
営人材のマッチングビジネスに従事。その後、株式会社野村総合研究所コンサルティング本部にて、エグ
ゼクティブコーチングビジネスの立ち上げメンバーとして参画。自らエグゼクティブ・コーチも担当し、経営者
の意思決定および実行を支援。2010年にエグゼクティブ・コーチングに集中するため、株式会社イープレゼ
ンスを設立。さらに2012年には、プリンシプル・エグゼクティブ・コーチング研究所を設立し、現在に至る。
・私の志
人生80年として20年単位で見た場合、多くのビジネスパーソンは第2・3四半期（20から60歳程度）を仕事
に費やします。私の場合、第2四半期は「好きな会社」で様々な業務を経験しました。そして第3四半期は
「好きな仕事」を様々なパートナーやチームで行う20年にすべく、経営者・リーダーを支援する仕事を選択し
ました。
これまで携わってきた経営者に関わる多様なミッションを通して身につけたビジネススキルに、コーチング
のスキルを加えて、最適な経営支援を提供しています。
原理原則を重視したプリンシプル・エグゼクティブ・コーチングによって、経営者やリーダーが自分の根源
とつながるリーダーシップを発揮し、自分の人生を賭ける価値のある経営が長期に渡って実現することを
後方から支援しています。
日本のエグゼクティブにとって唯一無二のパートナーとして、リーダーシップの旅をご一緒できることを楽
しみにしています。
・専門分野
エグゼクティブ・コーチング
エグゼクティブ・チーム・コーチング
リーダーシップ開発
ポジティブ心理学コーチング
組織開発コンサルティング（経営チームの一体化、理念・ビジョン作成など）
交渉学、コミュニケーション研修修
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サポートオフィス アン 代表

竹内正美
（一財）生涯学習開発財団認定コーチ
2級キャリア・コンサルティング技能士（国家資格）
キャリア・コンサルタント（日本産業カウンセラー協会）
産業カウンセラー
ICA 国際コーチ協会認定ポテンシャルコーチ
心理相談員第一種衛生管理者
1966年長野県千曲市生まれ。半導体関連機器メーカーの人事部
門にて採用・教育・安全衛生・秘書などを担当。その後、人材サー
ビス企業に転職し営業等を経験。2009年、家族の介護を機に退職。
2010年、サポートオフィスアン 設立。長野県坂城町の教育委員も
担当している。息子は千葉県在住・娘はカナダに留学中。
長野県の自宅でガーデニング好きの夫と2人、庭で晩酌をするのが
毎日の楽しみ。
・労働局（長野学生相談室）にて就活に関する相談対応
・特別労働相談員（長野県）
・キャリア形成サポーターとして長野県内で働く方へのキャリアコーチング（長野県職業能力開発協会）
・再就職支援会社にて転職希望者へのキャリアコーチング
・求職者支援訓練校・短大等でキャリアコーチング
・契約企業にて社員へのコーチング
・キャリアコーチング（個人クライアント）
・大学、専門学校、高校等での講師
・企業・事業主団体・行政等にて研修講師
コーチからのメッセージ
コーチングスキルであなたの成長と未来を応援します。
「今の自分を変えたいと思っている人」それが私がコーチングさせて頂く皆さんに共通することです。
自分の生き方に迷ったり、将来に不安を感じたりしている方に、それまでのキャリアの棚卸しをし、これから
何をしたいか、どうなりたいかについて一緒に考えていきます。ビジネス等に広く応用されているコーチン
グですが、私はカウンセリングとキャリアコンサルティングと組み合わせながら、その人の心に寄り添ったき
め細やかなアプローチをしていきます。
「答えはすべて自分の中にある」。夫の介護を通して知ったコーチングの力
私がコーチングに秘められた力を実感したのは2009年、交通事故に遭った夫の介護に専念していたとき
でした。重傷を負って片足を大腿切断し、手も足も不自由な生活を余儀なくされました。車椅子に乗ること
さえできず、無気力に病院のベッドに横たわる夫。そのとき私の頭に浮かんだのが、学び始めたばかりの
コーチングでした。
早速、「車椅子に乗れたらどんないいことがあるかしらね」「隣の病室の人と話ができるといいね」などと
言葉をかけながら、目標を持たせるコーチング的な関わりを開始。すると、医療スタッフの助言でも叶わな
かった車椅子への移動が、誰も気が付かなかった方法で自分からスッと車椅子に乗れたのです。
その後も、コーチング的な関わりを続けた結果、夫は自分からいろいろと考えて体を動かすようになってい
きました。やがて職場にも復帰でき、今ではトライアスロンの選手として活躍するほどになりました。また、
片足と杖で富士山に登ることができ大きな自信になっています。
「コーチングって、やっぱりすごい。」
私は身をもってその力を知りました。自分の体や心の状態は、結局本人が一番わかっている。"答えはす
べて自分の中にある"、それがコーチングの基本だと実感した経験でした。
今の私の願いは、個人も組織も、そして社会が元気になって、若い人たちに大きな夢を自由に語ってもらう
ことです。人の夢を馬鹿げているとか無理だとか否定するのは罪深いことです。夢を実現しようとする途上
で人は成長し、さまざまな出会いがあるということを、コーチングを通じて多くの人に気づいていただけると
嬉しいです。
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不安を解消する『キャリアデザイン戦略コーチ

長田純一
株式会社チームフロー認定コーチ
日本メンタルヘルス協会基礎カウンセラー
第二種衛生管理者
情報セキュリティシステムアドミニストレータ
1975年生まれ 千葉県出身 神奈川県在住
大学卒業後、独立系ソフトウェアの上場企業に入社し16年間勤務。
現場と経営管理側の両方でキャリアを積んだ後、IT 業界で急増して
いるメンタルヘルス問題を何とかしたい、という想いからコーチング・
カウンセリング・心理療法のスキルを活用し、労務管理部門のリー
ダーとして組織を牽引する。
特にモチベーションが下がっている従業員と面談した際に、相手の表情が変わり前向きに行動し始めるこ
とに喜びを感じる。
その後、より多様な人をサポートすることを決意し2014年に独立。
アドラー心理学、ゲシュタルト療法を基に、コミュニケーションの改善から意思決定サポート、またキャリア
デザインのコーチとして活動している。
なお、ネガティブビリーフ(消極的な思い込み)を改善するセラピストでもある。
その他、コーチ育成活動にも注力し、コーチングをよりシンプルで分かりやすく、効果的に使うためのワー
クショップを精力的に開催しており、その内容には定評がある。
【クライアントさんからの長田に対するイメージ】
安心感、やさしい、温かい、楽しい、ワクワクする、質問が的確、結果につながる、気づきが得られる、熱い、
元気で明るくて誠実、最新で効果的なコーチング療法を使う
コーチからのメッセージ
五感をフル活用するコーチングで『本当にやりたいことを引き出し』、納得感のある『自分らしいやり方』で、
『リアルに、カタチにして』、現実にするセッションをぜひ体験してください。
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アクション・コミットメント・コーチ
資格試験サポートコーチ

酒井秀介
GCS認定コーチ
サーティファイコミュニケーション検定上級
1976年富山県生まれ。
神戸市外国語大学卒業後、ワーキングホリデーでオーストラリアに1
年滞在。
帰国後もドイツ現地営業2年半を始め海外に縁のある仕事、生活環
境に身を置く。
居住・滞在した国は30ヵ国に及び、人種、文化を超えた交流を通し
て「こうあるべき」や「これがあたりまえ」の思い込みを手放し、肩肘を張らずにあるがまま、自然体で過ごす
ことを大切する価値観を身に付ける。
「リラックスして話しているだけで楽になる」 「成果は出るけどコーチングを受けている気がしない」 「ナチュ
ラルな雰囲気がとても居心地が良い」というクライアントのコメントがセッションの雰囲気を表している。
「いつの間にか目標達成してました」と言ってくれるクライアントをまずは100人、生み出すために行動中。
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ホット・コミュニケーションズ 代表

茂木ゆういち
（一財）生涯学習開発財団認定マスターコーチ
（一社）日本スポーツコーチング協会認定スポーツコミュニケーショ
ンアドバイザー＆コーチ
一級土木施工管理技士
（公財）日本バリュー・エンジニアリング協会 バリュー・エンジニアリ
ング・リーダー
建設省、群馬県庁を経て、５４歳でプロコーチとして独立
公務員時代は、バリューエンジニアリング、パブリックインボルブメ
ントという手法を使い、価値向上、住民合意に関わる。
また、累計来場者数１００万人を超えるイベント責任者を経験する。
スタッフ合計が２００名以上を数える事務局のそこでは、関係者と良好な関係を築く「巻き込み力」を駆使し、
来場者の満足度とスタッフの満足度を上げること成功する。
その経験とコーチングスキルを癒合させた「コミュニケーション力」をもって、クライアントの目標達成能力
を向上することに日々、邁進する。
ネーミングを「日本一のホラ吹きコーチ」として、目標を高く設定することを前面に押し出している。
コーチングセッションの雰囲気は「楽しく」をモットーに、クライアントのエネルギー充電とモチベーションア
ップ、抑止力を減らす。そして、行動力の増強を生み出している。
コーチからのメッセージ
人生楽しいが一番です。目標を達成しながら人生を楽しむ。これが、僕の生き方。
あなたの人生を他人から取り戻す。そんな支援をします。
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やればできるコーチ／あなたの人生を明日から「生き生きわくわく楽
しく」するライフコーチ／理系・教師・出身コーチ

渡辺一廣
田川国際コーチング研修会 代表
Tagawa Coaching Seminar International
【モットー】二度とない人生だから明るく歩きたい
国際コーチ連盟 認定コーチ（ACC）2012年3月取得
米国 CTI 認定 CPCC (Certified Professional Co-active Coach)
2011年5月取得
ＩＣＦ会員2011年会員登録
その他の資格 高等学校教諭専修教員免状
1971年3月国立大学法人 九州工業大学工学部機械工学科卒業後、
４年間、大手の製鉄会社でエンジニアーとして鉄鋼設備の転炉傾動
装置を設計。高校教諭に転職し３４年間勤務し定年退職。（退職時
管理職）その後、母校の大学の広報活動に３年間勤務。現在ライフコーチとして活動中。2015年4月より福
岡県田川市教育委員会生涯学習課主催人材バンク講座で「コーチング講座」開講中
H26,27年度：田川市協働のまちづくり市民検討会議委員 2016年5月（福岡県）飯塚国際車いすテニス大
会通訳ボランティア（英語） 2019年8月南アフリカ共和国車いすテニスチーム事前キャンプで通訳ボランテ
ィア（英語） 2018年10月より福岡県田川市立「猪位金学園放課後子供チャレンジ教室サポーター」
定年退職後、日本で学びコーチング資格の取得はできたものの、それに満足できず、2011年9月、本物
のコーチングに肌で触れたくて世界へ一人旅しました。それは、ICF 主催の国際会議のラスベガス(2011)が
最初で、その自由な、エネルギッシュな国際色豊かな魅力に取りつかれ、その後ロンドン(2012),シドニー
(2013),USA クリーブランド（２１０４），マニラ（2015）、ワシントン DC（2017）にも一人で参加してきました。ラ
スベガスでは世界の４３カ国から約１０００人のコーチが参加し熱心な議論が行われました。そこで、世界
中のコーチの熱いエネルギーを全身で吸収して帰国しています。
2006年にコーチングに出会った時には、田舎生まれで田舎育ちの私が一人でＩＣＦの国際会議に参加す
るなど夢にも思いませんでした。これはコーチングの成果で、私にとっては、まさに人生の予想外の出来事
でした。参加したのは、将来のクライアントへのため腕を磨く目的でもありました。ICF の国際会議で本物の
コーチングに触れ、素晴らしいコーチ達と一緒に過ごした全体会、分科会、朝食時、昼食時、パーティで語
り合ったコーチ達から吸収したエネルギーが、不思議なことに「コーチングは素晴らしい。コーチとして生き
ていこう」と私に決心させました。
帰国後、コーチングへの passion up、スキルアップを実感しています。国際会議の高いエネルギーの中で、
意識の高い、passion の熱い世界中のコーチと共に過ごした楽しい経験が私のコーチとしての貴重な財産
になっています。ＩＣＦの国際会議に4年間連続で参加した日本のコーチは私ただ一人です。クライアントと
のセッションでは、この国際会議で吸収したエネルギーで楽しく、Think globally, act locally の考えで、国際
水準の質の高いコーチングを提供していきます。
私のコーチング歴はクライアントとして2006年から英語でコーチングを受け始めた時から始まります。セッ
ションごとに新たな自分を発見する喜びが、コーチングの効果と確信をしています。「コーチング効果の体
験無くしてコーチングを語るべからず」とクリーブランドの国際会議の分科会で、ある MCC のベテランコー
チが強調されていましたので意を強くしています。
県立学校時代が長く、勤務校種は普通高校、職業高校、定時制高校、教育委員会で退職時は管理職を
務めました。この34年間の教職経験で、特に定時制高校勤務時代に不登校経験の生徒達から学んだこと
と6回の ICF の国際会議参加経験で吸収したエネルギーが私のコーチの基盤を作っています。
「ICF 国際コーチ連盟の目的は質の高いコーチングを世界中に提供し、世界を変える」と私は理解していま
す。その戦略の下に、私の地域に、まず、ICF の国際水準に基づいたコーチングを広めたいと考えて「田川
国際コーチング研修会」を設立し活動しています。市の人材バンク講座で「コーチング講座」を担当してい
ます。また、「市町村議員のためのコーチング・セミナー」、「教師のためのコーチング研修会」や「コーチン
グ無料体験会」を実践しています。さらに、この地域社会の各層に「コーチング」を積極的に浸透させるた
めに「コーチング・セミナー」を計画し実施しています。
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変わりたい人が歩みたい人生を見つける自分開放コーチング
人はいくつになってからでも変われます！

井澤満美
・米国ＣＴＩ認定プロコーチＣＰＣＣ（Ｃertied Professional Co-Active
Coach）
・米国ＮＬＰ協会認定ＮＬＰプラクティショナー
１９６６年生まれ 京都府京都市在住
大学卒業後、４代目の父が経営する小売店に就職。
敷かれたレールの上を歩いてきただけで下積み経験がない私。
色んなキャリアを身につけてきた人と比べると余りにも無知に感じ
てしまい、どんどん自信がなくなってきました。
「社長のお嬢さん」としてしか人に見てもらえず、個人として私を見て
くれる人はあまりいませんでした。
親がいるから生活できている、自己肯定感が低い時期、１冊のコーチが書かれた本と出会いました。
あれだけ自信がなかった私が「私は今からでも変われる、コーチになりたい。」と
心に決めてまずコーチをつけました。
コーチとのセッションで自分自身の根本的な価値観を見直すことをして、不安やストレスや囚われから解放
されすごく自由に物事が見られるようになりました。
不安や囚われは自分自身の価値観、思考が作り上げていた。
自分で自分を苦しめていた、そのことに気が付きました。
そして自分がなぜこのような考えや価値観になったかを客観視出来るようになりました。自分に対する見
方が変わったのと心のブレーキが外れたのです。
今は「変わろうと思えば、何歳からでも人は変われるんだ」と確信しています。
コーチからのメッセージ
・ミッション
自分を解放することで本当に歩みたい人生を見つけます。
・ビジョン
自分らしい人生を送ることで輝く未来を作っていきます。
価値観や思い込みが人を変えられなくしていると私は考えています。
今の価値観は幼い時から育てられた環境、社会に出てからの環境に大きく関係しています。
それがかえって今の自分を苦しめていることも沢山あるのです。
今のあなたに必要な価値観は何か「思い込み」を外して、自分を棚卸する。
要らない考えは手放し、今必要な考えだけを残し、新たに必要な考えにも気づいていく。
心の中のものを開放して本当に有りたい姿を見つけ、自然な自分になっていく。
これが井澤満美の開放コーチングです。
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生きづらさを宝に変えて、40歳から自分の人生の主役になるライフ
コーチング

大井きさこ
米国CTI認定プロフェッショナルコーチ（Certified Professional
Co-Active Coach：CPCC）
国際コーチ連盟 ICF 認定アソシエート・コーチ（PCC）
日本女子大学 文学部教育学科心理学専攻
味の素ゼネラルフーズ株式会社入社し、結婚出産を機に退社し家
庭に入る。
専業主婦として両親の介護、子育てに追われる。
子供の不登校、自分自身もうつを経験し、人生の底を味わうことで
「自分の人生を選択して、幸せになる！」ことを決意をする。本当に
やりたいことは何かを探し求めコーチングに出会う。2012年よりプロ
コーチとして活躍中。2015年コーチングオフィス K 代表となる。
クライアントの主な職業は、経営者、個人事業主、会社員、主婦、シ
ングルマザー他。
【私のコーチングの特徴】
行動目標達成のためのコーチングではありません。今を生きぬくための自分軸をしっかり育てるコーチン
グです。
軸を整えた上で、本当に望む生き方をサポートします。
主なお客様は、会社員（男女半々）、経営者、個人事業主、主婦の方です。
女性は、自分の生き方をみつけて、その人の幸せをつかむ方が多くいます。
男性は、自信が増して、仕事が順調になったり、出世される方が多いです。経営者・個人事業主の方には
異業種だからこその新鮮な感覚を参考にしていただいたり、 本音をだせるとして場として心のメンテナンス
に活用していただいております。
コーチからのメッセージ
「そろそろ自分の人生の主役になりませんか？」
毎日追われるように時間が過ぎ、ふと「自分の人生、生きてる？」「このままでいいの？」って思う時ありま
せんか？
「人生思い通りにならない」って思っていませんか？
こうすれば幸せになるよ、成功するよ、楽になるよ、、、
今の時代はこれをしたら成功する、幸せになれるなどの保証はありません。環境等外側に答えを求めても
答えはありません。答えは自分の中にあるのです。
一人で考えているとぐるぐるずっと同じところから出られなくなったり、自分を小さくして、自分が見えなくなり
ます。
自分のことって実は知らないしわからない、わからないからどんどん不安になるんですね。
コーチはあなたの心の奥の声をしっかり聴いて、整理をしていきます。
まずは自分の本当の願い、価値観、強み、弱み、考え方の傾向性など、自分を知ることから始めません
か？
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コーチ

鳥羽きよ子

コーチネーム：ここさん

・米国 CTI 認定コーチ CPCC （Certified Professional
Coactive Coach）
その他の資格：幼稚園教諭 認定心理士、英語学習コーチ
2008年より看護専門学校にて人間関係論担当、非常勤講師
アカデミックコーチング学会、日本こども社会学会,日本心理
学会会員
学歴
青山学院女子短期大学児童教育学科卒業
日米会話学院英語会話科卒業
2013 放送大学 心理と教育 3年生編入し卒業 認定心理士
2015 放送大学大学院 人間発達科学プログラム卒業 学術
修士
経歴
福岡県出身
在京民放ラジオ局にてパーソナリティのアシスタント、タレントとの番組担当
グレイハウンドバスにてアメリカ大陸横断
新日鉄若松鉄工海洋センターにてインド人技術者秘書
九州歯科大学口腔衛生学教室教授秘書
結婚後専業主婦 育児に専念、1児の母
朗読奉仕、外国人留学生の日本語チューターのボランティア活動10年間経験
"コーチングの有効性を体現しているコーチ"
子育て中心で生きてきた専業主婦だった私が娘の就職で「空の巣症候群」になり、何もやる気もなく暮らし
ていた時、「このまま死ぬのを待つつもり？」という究極の本質を問う質問を彼女に投げかけられたことが
今の私に繋がっています。後でわかったのですがこれこそクライアントの可能性、能力を信じるコーチとし
ての姿勢でのクライアントへのコーチングでのかかわりでした。
このまま死ぬのを待つには長すぎると自分と向き合い、残りの人生を懸けるものを探していた時、出会った
のがコーチングでした。まさに天職と感じ、学び続け、コーチとなり、今、積極的に自分の人生を生き、最後
までコーチとして生きたいと感じています。
"認定心理士のコーチ"
CPCC 資格取得後、看護専門学校でコーチングをベースとした人間関係論を担当させていただく機会を得
て教壇に立ち始めました。2年目からコーチングのベースである心理学を学ぶため放送大学3年生に編入、
心理と教育を専攻して卒業し、認定心理士の資格を取りました。
"コーチングの有効性を修論でまとめたコーチ"
学びを深めるため大学院に進学し、人間発達科学コースで研究を始め、授業にコーチングを取り入れるこ
との有効性について、コーチングそのもの、及び自身のコーチングでの授業を通した経験からの学びを研
究し、修論でまとめ学術修士となりました。
"ここさんのコーチング"
「人は誰でも創造性、可能性に満ちていて輝いて生きていくことが出来る」ことを心から信じ、その人がその
人らしくその人の人生を輝かせて生きていくことに寄り添います。 「自分が自分の命を生きないで誰が生
きるの？」せっかくこの世に命を頂いている限り、自分なりの納得のできる人生を生きてほしいと願い、そ
れを支えられることに喜びを感じコーチをしています。
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コーチ

花岡 司
(一財)生涯学習開発財団認定コーチ
シーアスコーチング代表 2001年にコーチの資格を取得、プロコーチ
歴15年。 コーチング実績 1200時間以上 150人以上
パーソナルセッション 4回2万円でお引き受けします。
渡しに興味をもたれた方は気軽に問い合わせください。
昭和38年11月11日生まれ。 昭和62年 成城大学経済学部卒業、
昭和62年アントレプレナーカレッジ（起業家大学）にて経営学を学ぶ。
卒業後は「子供のより良い教育方法」を模索し、さまざまな塾にて講
師・塾長としてのキャリアを積み、能率的な勉強法、子供の能力開
発について独自の方法を展開。
平成１２年にコーチングと出会い、翌年（財）生涯学習開発財団認定コーチの資格を取得。以降プロコーチ
として、学生や受験生の母親から経営者まで幅広いクライアントをコーチとるとともに、企業研修とお母さん
向けセミナーを毎年70回以上開催している。特に塾講師としての豊富な経験とコーチングの二つの視点か
らお伝えする「受験生のお母さんの為のセミナー&パーソナルセッション」においてはコーチの中でも草分け
的存在。ブログ「受験生を持つお母さんの為のコーチング講座も平成17年３月よりスタートし好評継続中。
平成15年 あなたとあなたの会社のお宝発掘企業「シーアスコーチング」立ち上げ。現在に至る。
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Life is a moment～豊かなる人生の旅～主宰
サウンド＆コミュニケーション・プロデューサー

山原すすむ
米国 CTI 認定 CPCC (米国認定コーアクティブコーチ)
国際コーチ連盟日本支部運営委員
アカデミックコーチング学会会員
パッションテスト（米国認定ファシリテーター）
行動イノベーション（認定ファシリテーター）
＜ソニー時代＞
大学卒業後に LA に語学留学した後、1990年9月ソニーに入社。
グローバルな商品企画でヒット商品を創出、シンガポールに赴任し
アジア圏全域のマーケティングをプロダクトマネージャーとして統
括。
2000年に帰国後、IT ネットワークの興隆期に趣味の音楽の IT 化と
して、新しい「音楽配信サービス事業」の立ち上げに従事。
その後2007年には、"ソニーの本屋さん"を世界に広めるべく「電子書籍サービス」のグローバル展開をリ
ード。
最終的に担当部長として企画マーケティング部の全体をマネジメント。
今になって振り返ると、ソニーの成長と自分自身の成長が同期して感じられた時代でした。
しかし、リーマンショック以降、業績悪化に伴う事業撤退や構造改革を経験。部門全体が解散になるなど大
企業でも安泰ではない時代に、マネージャーとして、自分自身のポジションはもとより、部下の今後のキャ
リアも背負いながら、会社の会社の中で個人の成長と自己実現をいかに達成していくのか…と思い悩む
日々を過ごしました。
＜コーチングとの出会い＞
そんな時、25年ぶりに大学時代の友人と SNS で再会。
大企業に就職したはずの彼の肩書きは「プロコーチ」。
当時、コーチングについての知識も経験も無かったが、彼のセッションのおかげで自分が本当にやりたい
ことが見えてきて、
それに素直に従い、行動を起こすことが、本当の人生の喜びにつながる、ということを実感！
ソニーを退職するきっかけの１つとなったと同時に、そのコーチングのスキルに興味を持ち「学びの旅」を始
める。
＜現在＞
2014年にソニーを卒業後は、コーチングを柱に起業研修・セミナーやマーケティング・コンサルティングなど
の活動を開始。
コーチングをよりグローバルな活動にすべく国際コーチ連盟日本支部にて運営委員として従事。一方で、
教育の現場でもコーチングを活用すべくアカデミックコーチング学会の会員でもあり、コーチングに対してよ
り広範囲な関わりを行いながら、企業のマネジメント層や個人事業主などのビジネスパーソンからアーティ
スト、そして学生まで含めた幅広い支援を行っている。
同時に、コーチングのみならず新しい教育の場作りにも参画しており、J-WAVE の番組『Make it21』のナビ
ゲーターのショーン川上氏を中心としたビジネス・スクールをサポート。新しいソーシャルラーニングの仕組
み作りを行うコアメンバーの1人として、運営、受講者へのコーチング、そしてマーケティングの講義を担当
している。
又、学生時代より趣味である音楽活動も本格化。
ジャズピアノのプレイヤーとしてだけでなく、楽曲プロデュースや音楽イベントなどのコーディネーションを行
っている。
今後は、毎年通っている屋久島やバリ、シンガポールなど自分の好きな場所で、よりフレキシブルに、そし
てよりグローバルに活動が行えるようなライフスタイルを目指して、一歩ずつ行動を実践している。又、こう
した自然豊かな場所でのリトリートやワークショップも計画中。
1967年生まれ。大阪市出身。神戸大学経済学部国際経済学卒業後、ソニー入社。
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KuseKaRa
Life＆Career Style 主宰
株式会社ジャパン・メディカル 取締役

眞橋今日子
米国 GALLUP 社認定 ストレングスコーチ
・ＰＨＰ研究所認定 ビジネスコーチ
国家資格キャリアコンサルタント
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会認定 アンガーマネジ
メント(以下 AM)コンサルタント・AM 叱り方トレーナー・AM ハラスメン
ト防止アドバイザー・AM キッズインストラクタートレーナー
Points of You®認定 Practitioner(トレーナー)
ＦＩＴファシリテーター
メンタルヘルス・マネジメントⅡ種(ラインケアコース) 他
仕事や人間関係での苦しさや人生の迷いからコーチング、キャリアカウンセリング、心理学などを学び、感
情マネジメントの重要性や人の強みを見いだし生かすことの大切さを知る。
自分を理解し認め受容することを通して自己肯定感を得、立ち直ることができた自身の体験から、多くの人
が自分に自信を持って、納得でき充実した「自分らしい人生」を送ることができるようにとの強い思いでコー
チ、研修講師として活動中。
東京都出身。老舗百貨店、税務会計事務所、調剤薬局 、人材ビジネスなど、大規模組織から個人規模へ
の従事と経営経験からなる知見、会社設立や日々の運営にかかる実質的な業務、人員配置や従業員教
育などの経験を踏まえた、経営者・労働者・顧客の３つの視点からなる柔軟なで幅広い対応力を持つ。
・著書：2018年、「今を生きるが未来を生きる～自分らしさの見つけ方～」出版。
・受賞歴：2015年、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会より、優秀アンガーマネジメントファシリテ
ーター賞受賞。
・取材実績：㈱共同通信社／日本経済新聞社／夕刊フジ／テレビ朝日
・メディア掲載：日本経済新聞／日系ＭＪ／夕刊フジ／東京新聞／岐阜新聞／岩手日報／熊本日日新聞
／日本海新聞／バンクーバー新報／iza 産経デジタル／nikkansports.com／zakzak／Jin-jour／スーパー
J チャンネル 等
・講座・講演・研修：ストレングス・ファインダー／アンガーマネジメント／組織活性化／チームビルディング
／リーダーシップ／ストレスマネジメント／メンタルヘルス／アサーティブ・コミュニケーション／コーチング
等
コーチからのメッセージ
こんにちは。くせからコーチの眞橋今日子です。
自分が納得して自分に OK を出せる道をハイスピードで見つけませんか！たった一度の自分の人生だから
こそ、あなたが快適に過ごせる"自分らしい人生"への道を阻むブロックを取り除き、人生の最大値へ向か
って加速するため、KuseKaRa ツールでサポートします！
感じ方・考え方・アプローチといった感情・行動・問題の3つの側面「くせ／癖」からコトを捉えるのが
KuseKaRa の基本理念。
自分自身の考え方や行動の起こし方や感情の傾向性、すなわち最も自然でナチュラルな自分の特徴であ
る"癖"を生かしたキャリア構築や人との関係性構築、成果の出し方にアプローチする KuseKaRa コーチン
グを提供しています。
感情コントロールの重要性や人の強みを見いだし生かすことの大切さを知り、そのスキルを得ることでわた
し自身がつらかった過去から脱却した経験を持っています。その体験から、専門スキルを使って人が自分
らしさを見つけて満足度の高い人生を送ることができるよう、一人でも多くの人が自己基盤を整えて人との
関係性を良好にしていけることをテーマとして活動しています。皆がハーモニーを奏で自分らしく Happy で
いられる社会、まさに Beautiful Harmony の実現を目指して邁進中。
もうとどまらずに前へ進みたい！とお考えの方、今がその時です！！一日も早いご連絡をお待ちしており
ます。
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オフィス イオニックマネジメント代表
心のマイナスイオンが溢れる、毎日行きたくなる居心地の良い職場
作り専門コーチ

谷 雅之
（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
１９８８年 ライオン株式会社入社
２０１４年 営業開発部長
・入社後は営業・マーケティング部署を経て経営革新プロジェクトに
参加。
・プロジェクトでは新しい営業スタイル導入を目的とした新部署の立
ち上げを実現した。
・新部署をひとつにまとめることができず一度消滅するという失敗を
経験する過程でコミュニケーションの重要性に気付き、コーチングと
出会いトレーニングを開始。
・コーチングカンバセーションを職場での日常会話に活用できるよう工夫をすることで再度立ち上げ直した
新部署では個人が主体的に行動し、チームワークを重視する「働いてみたい」人気の部署となり、多くの部
署から支援依頼が来るようになった
コーチからのメッセージ
「どうすればメンバーが主体的に行動してくれるのか？」
「どうすればチームワークが高まるのか？」
「どうすればリーダーとしてメンバーから信頼されるのか？」
こんなお悩みを持つリーダーの皆様のお役に立つためにコーチングセッションをお届けします。
２８年間ひとつの企業で働き、数多くのチームを率いた過程で経験した失敗と成功の中から発見したことが
あります。それは・・・
成果を出し続けるチームは２つの条件を満たしている。
ひとつ：誰もが「毎朝行きたくなる」やりがいを持っている職場であること
ふたつ：誰もが信頼感・安心感を持っている「居心地の良い」職場であることチームが成果を出すために活
躍をするのは"メンバー一人ひとり"です。リーダーではありません。リーダーの仕事は、メンバーが活躍で
きる環境、"職場"を作ることです。
一見きれい事のように見える、できるわけがなさそうに見える、そんな職場を作ることは可能です。実際に
こんな言葉をもらった経験があります。 「仕事にやりがいを感じ、仕事が楽しいと思えるようになりました」
「あなたの部署で仕事がしたい」
ムリだと感じてしまうのは「やり方」と「道具」が見えていないからではないでしょうか。
そこで「やり方」と「道具（ツール）」はこちらでご用意いたします。。
しかし、この「やり方」を強要することは絶対にいたしません。ご提供するのはコーチングセッションです。皆
様が目指すゴールへ到達することを支援するセッションの中で、皆様が必要と感じて求められた時に、確
実に実行できるツールがあるとご理解ください。
「答えはあなたの中にある」
「さあ、やってみてください」
では済まないのが組織のリーダーが抱えている問題であることを経験として理解しております。
だからこそ、万全の支援体制を準備しております。
「このチームのメンバーになれて本当に良かった」
「あなたのチームでどうしても仕事がしてみたい」
という声がたくさん集まるリーダーとなるために、成果を出す、人を育てるプロのリーダーになっていただく
ためにコーチングセッションをご提供させていただきます。
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コーチングオフィス ままはぐ 代表
「見守る子育て」コーチ

わかばやしゆかこ
・ICA 国際コーチ協会認定 ポテンシャルコーチ
・２人の息子の母
・男の子の子育てに悩みまくっていた時「コーチング」を学んだことで
人生が激変！
・「母子一体化」をかなりこじらせている状態から、「自分の問題」と
「子どもの問題」を切り離して「ワタシらしく」生き始めた道のりを「見
守る子育て」メソッドとしてブログやメルマガで紹介している。
・趣味は読書とランチとブログを書くこと。
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コーチ

宮本敦子
・銀座コーチングスクールプロフェッショナルコーチ
・日本プレゼンテーション協会認定講師・保育士、幼稚園経論
・MOT ・IT パスポート
・幼児教育学部卒業。
・学生時代より司会・ナレーター・接遇の仕事に従事、約10年個人事
業主として働く
・結婚後家庭と両立できる仕事にシフトしようとするも、何がしたい
のか・出来るのか
模索する日々。希望の事務の仕事はことごとく落とされる。大手企業
の受付、保育士、ラウンダー、出来る仕事を時には W ワークで行い、
司会に変わる仕事を探す。
・実家の会社経営に携わる。テナント経営の急遽撤退という事態など倒産の危機に。経営を立て直す経験
をする。
・IT インストラクターとして初めての就職、初めての管理職を経験。
・一部上場 ICT 企業で働く。 デモ・プレゼンターとして、e-Japan プロジェクトにも加わり国の IT 化に携わ
る。
・のち、IT 導入コンサルタントとして数社に勤務。事業部の新規立ち上げ、代理店の育成、販促など幅広い
業務を経験する。
・2010年 銀座コーチングスクールにてコーチ認定取得
・2014年モットコミュニケーションラボ設立
現在はコーチング・話し方・接遇のプロとして独立。
顧客の中にあるニーズを引き出す力、着想力、提案力といったスキルと自身が仕事と介護を両立した経
験等を活かし、女性視点で人と企業の笑顔を増やしたいとコーチングをベースにコミュニケーションコンサ
ルタントとして年間約100本の研修と150時間以上のセッションを行っています。
・プライベートでは義母を介護のみ見送り、現在は両親の介護を遠隔でサポートしつつ家族で趣味のスキ
ーや旅行・食と・・楽しく彩りのある毎日を過ごしています。
コーチからのメッセージ
個人事業主、経営者サイドと従業員の立場を経験していて、沢山の人と会ってきました。
双方の両親を介護しながら仕事を続けたことこと、顧客の中にあるニーズを引き出す力、着想力、提案力・
客観的な視点が強みです。コーチングと出会い、自分と向き合うことができるようになったことで、いらない
不安を感じることが少なくなり毎日がより幸せになりました。
コーチングと出会ったあとに、父が脳出血で倒れ母との W 介護となり想定外の事が次々と起こりましたが、
以前の私とは違い、時に解決しない事柄に途方にくれることがあっても、抱えこむことなく事柄と感情を分
けて対処することができるようになりました。
私が手にいれた宝物はこれから先の時代を生きる人の重要なアイテムになると確信しています。これから
出会う沢山の方に伝えていきたいと思っています。
・私のミッション
自分とのコミュニケーションの取り方がわかれば誰でも自分の人生を自信をもって活き活きと楽しく生きる
ことができます。このコミュニケーションを広め「大人の笑顔」を増やすことで「子供の笑顔」を増やし笑顔で
あふれる日本の未来に貢献する。
・私自身のミッション
未来を楽しく妄想しながら、今の幸せを大切にし、家庭も仕事も自身のこともやりたいことは全部やって、私
らしく笑顔で、楽しく、丁寧に毎日を生きていく。
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幸せな成功を手にしたい人をサポート／人生ハイ・マネジメントコー
チ

高野慎吾
・38年間公的金融法人に勤務。支店長、部長、関連会社取締役を
歴任
・管理職時代、8年間営業成績 NO１（最高額170億）
・その傍ら、離婚危機などを経験。ライフバランスの重要性を実感。
コーチングを学ぶ
・結果、部下200人の8割の「年間目標」、「昇進昇格」、「ライフバラン
ス」をトリプルで実現
・定年後の2014年、人生設計コーチとして独立。8か月間で20人と有
料継続契約を締結
・その後３年間で、100名の人生に悩むサラリーマンや経営者の相
談から生まれた「幸せな成功」に必要な７つの要素を融合した「人生
マネジメント7つの表現バランス」を考案。セッションを開始
大学を卒業後、「ビジネスの夢を叶える人」を応援したいと公的金融法人に就職。部下の個性を引き出しな
がら、結果を出すマネジメントで実績を出し、8年間営業成績 NO１（最高額170億）、かつ部下200人の8割
の「年間目標」、「昇進昇格」、「ライフバランス」をトリプルで実現。
その間、家庭を顧みず仕事に没頭するあまり、離婚危機を経験。仕事・家庭両方の幸せが必要と、「ライフ
バランス」の重要性を実感。同時に、指示・命令型のマネジメントの失敗も重なり、あらゆる心理学・コーチ
ングを学ぶ。そこから、人はその個性が認められ、「セルフイメージ」を上げると主体的に行動できることを
発見。
2014年定年を機に、62年間の「人生経験」と「マネジメントスキル」を活かし、「人生の夢を叶えたい人」をサ
ポートするべく人生設計コーチとして活動を開始。
独立直後の8か月間で、20人と有料継続契約を締結。「生き方を変えたい！」と願うサラリーマンや経営者
をサポート。ビジネスで培った洞察力、傾聴力、含蓄のあるフィードバック、具体的提案スタイルが人気とな
る。
これが自信となり、その後の3年で、100名から、「転職ができた」「ライフバランスが取れるようになった」「あ
るがままの自分が受け入れられるようになった」との報告を受ける。
この経験から、人生は、「セルフイメージ」を上げ、仕事・家族・友人・金銭・趣味・コミュニティ環境・健康、こ
の７つのバランスをとると、らせん状に好転していくと分かり、「人生マネジメント７つの表現バランス」を考
案し、セッションを開始。
ミッションは、目標を活用して成長し続ける人をサポートし、人生の最後に、「ああ、生きてて良かった！」と
言える人を、全力で増やし続けること。
趣味は、ドライブ、写真、旅行、スポーツ観戦など。
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（株）コーポレートウェルネス 代表取締役
国際コーチ連盟・日本支部 理事

稲葉直彦
経営管理学修士（MBA）
国際コーチ連盟認定コーチ（ACC）
1960年東京生まれ。大学卒業後、富士ゼロックスに入社。2000年
に、ソリューション営業の推進責任者として、独自の提案型営業プ
ログラムを全社展開。その後、マーケティング企画室長を歴任。
2015年にコーポレートウェルネス社を設立し、代表取締役に就任。
同年、国際コーチ連盟日本支部・理事に就任。30数年の BtoB マー
ケティングの経験と理論、国際標準のコーチングを駆使して、人と
組織の行動変革を支援する活動に注力。専門領域は、法人営業力
強化、リーダー育成、組織横断変革等。立教大学大学院修了。
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コーチ

青木栄明
ＮＯ1へのコーチングオフィス「プレジャーポケット」
㈱プレジャーポケット代表委取締役
コーチングファーム OASIS 主宰
・ＩＣＦ国際コーチ連盟認定ＡＣＣコーチ
・ＧＣＳ認定プロフェッショナルコーチ
小学校4年の時、クラス全員から怖がられかつ嫌われ、転校の時に
拍手喝さいで送り出された経験がショック体験となり、その後は、人
の気持ちを考えること、人に好かれること、喜ばれることを考えるよ
うになり、自分自身を変えることができた。 思えばこれがプロコーチ
を志すきっかけとなった。
山水電気、ワコール、コスモ石油などメーカー畑を「自分が本当に望
んでいること」「生きるための武器を身に着けること」を求め歩き、営業とマーケティングを学ぶ。その後、店
舗運営企業にてＦＣの外食店舗、小売店をゼロから立ち上げから多店舗マネジメントで成果を上げ、全店
（4店舗）を全国的に注目される存在（ＴＯＰ20）に育成。独立後は印刷や看板、ＷＥＢ制作を手掛けていた
が、長男が誕生、親しいい友人たち5人を立て続けにガンなどの病気で亡くし、震災で売り上げが激減とい
う自分の人生を見直すきっかけとなる出来事が起こり、「自分が本当にやりたいことは何なのか」を模索し
ている時に「コーチング」に出会う。経営者、起業家を対象にパーソナルコーチングで売上向上や人材育成
などで成果を上げる。現在は経営者や組織最適化のコーチングを提供しているほか、行動変容を促す社
員研修を提供している。ミッションは「子供が早く大人になりたいという社会創りに貢献する事」。そのため
にコーチングを日本中に広め、個性を尊重し合える、生きやすい社会にすることを目標としている。死ぬま
でにしたいことは「コーチングを義務教育に導入する」こと。
コーチからのメッセージ
「会社の経営を加速したい」「会社の業績を伸ばすために、近道を探してゆきたい」「幹部社員を早く育てた
い」「いつまでも自分が営業をやらなくてはいけない状態から脱したい」「忙しくて、日々追われているだけ」
など、経営者の方々は共通した悩みを持っています。そして、目先の売り上げに追われて、何から手を付
けてよいかわからず、現状が続いているということに不満や不安をもっていることが多いと思います。その
ような方々に経営を最適化してゆくコーチングをご提供いたします。経営を加速するには経営者ご自身の
パフォーマンスを上げる事が先決です。その為に障害は何か？パフォーマンスを上げるキーは何かをセッ
ションを通じて発見していただき、みずから腹落ちした状態で前進していただきます。経営最適化コーチン
グをおうけになった経営者の方々からは「目的と目標が明確になり売り上げが2倍になった」「社員との関
係性が変わって、時間にもゆとりが出来て、事業拡大へつながった。もうブレることはない」「一人で抱え込
んでいた自分に気が付き、社員を信頼する勇気を持てたことで、会社に一体感が生まれ、業績も方上がり
になっている」など経営最適化のコーチングをお受けいただいた方々からはたくさんのお喜びの声を頂戴し
ています。
「今までコーチングを試したが効果を感じられなかった」へ。
ライフコーチングのような一般的なコーチングとビジネスのコーチングは求められるものが違います。それ
はスピードです。時間に縛りがある私たちは、出来るだけ早く、問題に気が付き、解決の行動をとり、成果
に結びつけなくてはいけません。その為に従来の展開を早める手法を取り入れています。今までコーチン
グを受けたけれど・・・・という方はぜひお声かけください。
・コーチとしてのこだわり
下記のような方とのみコーチングセッションをさせていただいております。
・目的を持ち、実現のために勇気を出して自ら行動したいと思い、また行動出来る方
・人を育てて経営者としての仕事に集中したい方
・右腕を育てたい方
・せっかちに成果ばかりを追求しない方
・現状から脱する為、今までの考え方、捉え方に固執せず、新しいチャレンジをしてゆく事が出来る方
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ライフデザインコーチ／未来デザインコーチング チェーロリッコ
主宰

砂川めぐみ
・国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ
・（一財）生涯学習開発財団認定マスターコーチ
Points of YouⓇプラクティショナー
中学校教諭・高等学校教諭１種免許（音楽）
大阪教育大学 教養学科 芸術専攻音楽コース（ピアノ）卒業
法律事務所 秘書を経た後、大手音楽教室ピアノ講師を3年、
看護学校音楽講師としては現在まで23年勤務。音楽教室の講
師時代に自宅でも教え始め、現在は駅前ビルにてピアノ教室フ
ェリーチェの運営と指導を行う。
個人セッション、ピアノレッスン、コンサートの他、子育てコーチ
ングカフェなどの「チャーミングママになるためのコミュニケーシ
ョン講座」、Points of YouⓇを使った体験ワークショップとその国際資格認定講座、女性の応援企画として
外部講師を招いての講座も企画主催。
自身のキャリアブツ切れへの悩み、子育てや、母親になってからの起業などが、コーチングによってより豊
かな人との関係づくりや、行動と結果を得ることになり、未来をデザインするサポートをするライフデザイン
コーチとして活動中。大学生２人の母。
コーチからのメッセージ
幼少期から進学高校の頃まで、親や先生など周囲の期待に応えたい、やり遂げたいという負けず嫌いの
真面目な優等生。勉強はもちろん、運動やピアノ、どれも誰よりも前に前にと・・・。それがいつしか知らぬ
間に、いろんな場面で気負ってしまったり、一人で何とかしようと頑張ってしまう、周囲との関係にもただ反
応して、勢いで行動してしまう自分になっていました。
青空を眺めて走り回ることや、ピアノを奏でて歌ったりすること、詩を書いたり読むのが好きだった私は、身
体と心が繋がっていること、音と言葉が繋がることに興味がありました。それらがつながった時、身体中に、
胸いっぱいに自分が解放された感覚は何にも代えがたく、それはコーチングを受けるとき、自分の想いを
言葉にし、コーチと言葉をかけ合いながら、新たな視点をもらったりで選択肢が増える喜びに似ています。
自分自身を解放し、自己表現する。そこから自分の可能性を発揮し、ありたい姿に早く近づくことができ、
幸せの笑顔がより豊かに増える。
コーチングに出会い、今でもコーチングを受けているからこそ、その価値を実感しています。その想いは、
私が携わるコーチングを使ったセッション、ピアノを使ったレッスン、我が子への関わりに大いに活かされて
います。
家族や友人とは違い、冷静で客観的な観察眼をもつこと、クライアントの変化に敏感に感じ、心を大切に寄
り添う豊かなサポートをするのがプロコーチ。どのコーチにも素敵な部分がたくさんあります。皆さんが自分
に合ったコーチをつけるとよいのです。その私のサポートスタイルは、クライアントの表現を借りると、「単に
質問され、引き出されるのではないのです。感情が開き、より豊かに目指す先ところに早く近づけるので
す。」「めぐみさんと関わることで、自分自身を奏でる音がより豊かになった」と。
キャリアは長さではなく、想いの深さ。
誰かの期待にこたえなければ、一人で解決せねば、大丈夫わたしは・・・そんな方のお話、じっくり聴きます。
感情の花が開くのをじっくり待ちます。行動の一歩ができるよう、バンジージャンプを飛んだ私だからこそ言
える ちょっとした勇気のコツをお伝えしながら、サポートします。
変わりたい！方法はわからないけれどこうなりたい！起業前後の方、起業していても不安になってしまって
いる方、 今の仕事や環境に、自分の力不足を必要以上に感じてしまっている方。そんな方は、あなたのコ
コロの温泉となり、あなたの宝物の棚卸したり、 目的や目標を丁寧に整理して行動継続を支えます。
何といっても、未来は誰のものでもなく、あなただけの人生。もやもやしたまま、そのまま生きて、この世を
去るなんて勿体ない！
あなたが可能性を発揮し、幸せの笑顔になること、豊かに生きる事が 私の幸せであり、笑顔のもと。私も、
あたなたも「描いた未来を生きる」
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頑張っているあなたの「社外上司」。仕事力向上ナビゲーション・コ
ーチ

砂村義雄
・銀座コーチングスクール認定プロフェッショナルコーチ
銀座コーチングスクール横浜校講師
中小企業診断士
英語教師認定資格（CLTA: Certificate of Language Teaching to
Adults）
埼玉県出身、上智大学経済学部卒。外資系企業勤務歴30年の経
理・金融ビジネスマン出身。管理職としてチーム・マネジメントや部
下育成、女性スタッフの活性化など、職場で多くの課題解決を経験。
また、米国・シンガポール・中国への出張を数多く体験した後、海外
での仕事を求めて移住を決断。家族と共にニュージーランドに5年
間移住生活。
日本への帰国後、人生の岐路で出会ったコーチングに救われて、コーチングの効果を体感。そして自らも
プロコーチの道へ。現在、コーチタイトル「社外上司」として、ビジネスパーソンにパーソナル・コーチングを
提供。環境変化に対応するのが難しいと感じたり、頑張っているのに結果が出ない企業人を支援するセッ
ションを展開中。
海外の大学で英語教師認定資格を取得した国際派。中小企業診断士。趣味は楽器収集、引越。将来の
夢は海外で起業すること
コーチングとの出会い
「このままではダメだ！でも、どうしたらいいのだろう？」
これがコーチングとの関わりの始まりでした。5年間の海外勤務から日本へ帰国。意気揚々として入社した
初めての転職先で全くパフォーマンスが上がらず、半年経たずに社長から退職勧告。目の前が真っ暗にな
り文字通り、人生どん底。
「でも、俺はどう対応したら良いのだろうか？」 その時、とにかく自分の話を、あるがまま聞いてくれる人が
必要、と思い付いたのがコーチングのコーチという存在。以前に少し、コーチングは触れたことがあったが、
その効果は全く実感出来ていなかったコーチング。
しかし、文字通り「溺れる者は藁をも掴む」思いで、クライアントとしてコーチを付けました。「仕事・キャリア
に関してそれまで、自分は他人の目でその枠組みや道筋を立てていた」「自分自身は何を大切にして、仕
事を、そして人生を組み立てていくのか？」
人生の目的を問われるコーチング・セッションを受けて、私は何故か「肩の荷が下りた」感じがしました。「自
分の人生は自分で決めていいんだ。あるべき姿や道筋は他人の尺度では無い、自分で創り出すもの。」こ
れがその時のコーチング・セッションから得た人生の道しるべでした。
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だれでも劇的に変わる瞬間がある/ＡＣＴＡＳ（アクタス）代表
国際コーチ連盟 日本支部顧問
日本コーチ協会 広島チャプター代表
株式会社 Kronika 専属講師

服部哲茂
（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナル・コーチ
NPO日本コーチ協会認定メディカルコーチ
Points of You®ビジネストレーナー
Talent Focus®コンサルタント
星山塾認定講師
認定登録 医業経営コンサルタント
日本リスクマネジメント協会認定メディカルリスクマネジャー
岐阜県出身、広島県在住18年、かに座、A 型、徳島大学薬学部卒
業。
新卒で第一製薬（その後第一三共に社名変更）に入社、以降、38年間営業畑を歩く。
Talent Focus® Profile による分類では、エレメント：金、プロファイル：コレクター。時間をかけて確実に積み
上げて、信頼と実績を積み上げる才能を持っています。
1978年 4月 薬剤師資格取得
2003年 2月 メディカルリスクマネジャー
2005年 3月 医業経営コンサルタント
2006年12月 接遇インストラクター
2011年 3月 メンタルヘルス・マネジメントⅡ種
2012年 4月 メディカルコーチ
2012年 4月 認定コーチ
2015年 2月 認定プロフェッショナルコーチ
2015年12月 Points of You®認定トレーナー
2016年 4月 Talent Focus® プラクティショナー
2016年 6月 星山塾認定講師（第7期）
2016年 7月 Points of You® ビジネストレーナー
2016年 8月 Talent Focus® コンサルタント 取得予定
新卒で入社した会社で広島に配属され、以来ずっと西日本エリアを担当。開業医・病院を担当する部署、
大学病院を担当する部署、造影剤専門領域担当（CME）、医療環境担当（AME）、営業所長などを経て定
年まで勤めあげた。2016年8月、人材開発サービスを業とする ACTAS を起業。最先端のツールを用いなが
ら、顧客満足の最大化を目指す。
・大切にしていること
貢献、誠実、楽しむ
・信 念 ZEN スタイル。より善い人間になりたいという気持ちがとても強く、そのためにいろいろな人に出
会い、学び、人の役に立とうと心がけて行動しています。
自分のためではなく、世のため人のためになるような仕事がしたい。人生の節目には『利他』が判断基準。
MR（医薬情報担当者）時代、低シェア地区を担当したとき、目先の売り上げではなく、「相手（先生）にとって、
一番喜ばれることは何か」を考えました。専門部署で造影剤担当になったときも「相手（先生）にとって、一
番必要なものは何か」を考えました。定年後を考えたとき、老後の趣味よりは「人（社会）に何か役に立つこ
とがしたい」と思いました。
コーチからのメッセージ
屋号 ACTAS（アクタス）の由来は「行動する」の意味の ACT と、「らしく」の意味の as を足した、造語。自分
らしく行動してほしいという意味が込められています。 自分らしく行動することで、もてる力をもっと発揮で
きる。世の中の人がみんな自分らしく行動できれば素晴らしい社会が実現できる。私たち ACTAS はそう考
えています。
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TERU コミュニケーションステージ代表

渡辺照子
・ICF プロフェッショナル認定コーチ
・（一財）生涯学習開発財団認定マスターコーチ
公立中学校教員、県立点字図書館職員、グアテマラ共和国日本人
学校
講師、日本語教師、
公立学校外国籍児童生徒指導助手を経て、2003年に起業。
"その人がその人の人生を快く送るのを応援できることに喜びを感
じ"つつ仕事をしている。
企業・地方公共団体・医療従事者・教育関係者を対象とした研修の
講師、
パーソナルコーチングを行うほか、コミュニケーション力向上の講演やワークショップを定期的に開催して
いる。
ソリューションフォーカス（解決志向）コーチングを得意としている。
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コーチ

中尾仁美
・生涯学習開発財団認定コーチ資格取得(２００５年）
大学卒業後、商社入社。海外事業室付役員秘書。
結婚後商社を退職し、２００２年より国内最大手コーチ養成機関に
てコーチトレーニングプログラム（CTP)を受講。 ビジネスコミュニケ
ーションを体系的に学ぶ。
２００５年に起業し、コーチングをベースに用いた研修を大手企業、
官公庁、教育機関向けに行う。
また、個人向け（マネージャー、経営者、教師、OL、主婦、学生）に
コーチングを提供し、「自ら考え、自ら行動する」ためのサポートをし
ている。
・講師経験 新入社員から上級管理職まで、幅広い階層に向け、ニーズに合わせたオリジナルのビジネ
スコミュニケーション研修を作成し提供する。
「職場ですぐ実践可能な内容」と「受講者の意欲を引き出す関わり」が好評を得ており、多年にわたりリピー
トを頂いている.
・講師実績 ・某行政官庁 コーチング・タイムマネジメント・チームマネジメント研修（管理職向け）
⇒２年リピート
・某アミューズメント系企業 タイムマネジメント研修（一般社員向け）
⇒２年リピート
・某マスコミ系企業 ビジネスマナー研修（新入社員向け）
⇒３年リピート
・某金融系企業 営業力強化研修(幹部候補生向け）
⇒模擬面談実践部分担当 ５年リピート
・某学校家庭教育学級 ストレスコントロール研修（保護者向け）
⇒６年リピート
・某旅行系企業 ビジネスマナー研修（新入社員向け）
⇒９年リピート
他
また２００６年から７年間は CTP クラスコーチを務めていた。
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Office P.S 代表
輝く・人生を応援するコーチ

桑原雅美
認定コーチング・スペシャリスト
TA カウンセラー
NLP マスタープラクティショナー
メンタルヘルスマネジメントⅡ種
メンタルコーチ＆セラピスト
短大卒業後、日本郵政㈱（旧郵政省）に就職。10年を経て憧れだっ
た人材育成部門勤務となるも理想と現実の狭間で苦悩する。その
後精神的な病を患い、長男の不登校も重なり精神的に辛い時期を
迎えるも、以前から学んでいたコーチング・スキルによって「頑張り
すぎていた自分」に気づき、取り戻した輝きを糧に一念発起。25年
の勤め上げた会社を退社、大学で心理学を学び直し起業。「輝きな
がらステージを上げていく」の理念のもと、コーチングをベースにした様々なスキルでのオリジナルセミナー、
研修など活躍の場を広げている。夢は事業の法人化と、長男と手を携えての会社経営。

コーチからのメッセージ
・自分の能力を引出し魅力的になりたい
・「なりたい自分がある」
・明るく楽しい人生を送りたい
etc…
「夢」や」「目標」のサポートをいたします。
現状から抜け出したい、性格を変えたい、何かしてみたい…
そんなきっかけから「夢」や「目標」を見つける
ことも OK！
一人で悩むよりみんなで悩んだらいい。
一つの考えよりたくさんの考えを聞く方がいい。
想いを伝え・表現して、みんなで共有すれば知恵もたくさん生まれることでしょう。。。
目標を持っている人は成長します。
夢に向かう人は輝いています
「Offce P.S」はあなたを応援します
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ICF 国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ（PCC）
ライフコーチワールド®認定ライフコーチ
一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
日本親子コーチング協会認定コーチ
ピットインカードマスターインストラクター

みつはしあきこ
誰かのためでなく、自分のために生きたい人を応援するライフコー
チ
1974年生まれ。西東京市在住、三兄弟の母。
小学校入学当日、父親のアルコール依存症が原因で両親が離婚。
母親は家を追放され、代わりに父親の標的となる。別離した母親と
昼夜働き養育する祖父母に心配をかけぬよう、周囲から「悩みがな
さそう」と言われる明るい子に育つ。高校卒業後は、祖父母の負担
を減らそうと進学・就職をあきらめ家業へ入るが、父親との暮らしに耐えきれず半年で家を出る。
選ぶ仕事は、すべて接客業。お客様をおもてなしし、笑顔にできることに自分の価値と喜びを感じる。
一方で、誰かの役に立てないと自分には価値がないと思い込み、常に選択の基準は自分ではなく「誰か」。
どこかで息苦しさを感じ続け、本当の自分を探し続ける日々。
長男を出産後、派遣社員として入社した世界5大国際ブランドのカード会社で、契約・正社員の試験に合格。
そして4度目の挑戦で主任に昇格。14年かけて着実なキャリアを築くが、プライベートは思うようにいかず、
価値観の異なる夫との関係に苦悩する。
祖父母・父母・夫のために生きてきた人生を振り返り「誰かのためでなく、自分の人生を歩みたい」と切望し
ライフコーチングを学ぶ。その後、離婚を決意。「全ては自分の選択。未来は自分で創れる」と知った時、全
てを受け入れてくれるパートナーに出逢い再婚。念願の結婚式、ハワイ旅行、40歳で第三子出産、都内に
新居建設を叶え、ステップファミリーとして新しい家族のカタチを創っている。
2016年3月：ライフコーチワールド®認定コーチを取得
2016年10月：ライフコーチとして独立。
2017年8月：日本親子コーチング協会認定コーチを取得
2019年4月：日本親子コーチング協会ピットインカードマスターインストラクターを取得。
2019年8月：国際コーチ連盟アソシエイト認定コーチ（ACC）を取得。
2020年10月：一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
2021年10月：国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ（PCC）を取得
2022年8月：日本親子コーチング協会子どもコーチインストラクターを取得
現在は、個人向けのライフコーチングを軸としながら、親子の自己受容を高め信頼関係を育むパートナー
として、保護者向け講座、子育て相談、ピットインカードを活用した子どもへのコーチングサポートなどを行
っている。
コーチ育成や自治体主催のセミナーなどにも積極的に登壇し、コーチングを広める活動も行う。すべての
人にコーチングを届けるために、教育現場への導入も目指している。
また、講演家としても、自身の経験をもとに「自分の人生を生きる」講演活動を行っている。
都立高校3年生「生きるとは・働くとは、自分の人生を生きること」
公立中学校2年生職業講話
公立小学校6年生リーダーシップ講演会 など実績あり。
自主開催・自治体・企業・教育現場主催の講座講演実績は、合計300回を超え、5年間で受講者はのべ
5,500名を超える。
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「想い」を「カタチ」に！ものづくりアシストコーチ

稲垣未来皇
国際コーチ連盟（ICF）認定コーチ（ACC）、銀座コーチングスク
ール認定プロフェッショナルコーチ、一般社団法人日本プロカウ
ンセリング協会 2級心理カウンセラー、英国 ThinkBuzan 公認
マインドマップ®プラクティショナー
国際コーチ連盟（ICF） 正会員、国際コーチ連盟（ICF）日本支
部 正会員
1972年宮崎県出身
生まれてずっと九州で過ごし、製造業に入社。人生初めて関西
（神戸）にやってきたのですが、地下鉄での乗客の会話のテン
ポの速さと絶妙な掛け合いに戸惑いました。
開発部門に配属になり、同期、先輩ともすぐに打ち解け、オンオ
フ共に毎日を楽しく過ごしておりました。新製品開発に携わりやりがいをもって仕事を行っていたのですが、
深夜残業が続き次第に体調に異常をきたし始め、メニエール病を発症して会社でや寮で倒れ、深夜に友
人に救急病院に運ばれることもありました。
やがて工場勤務に異動となり、これまでの仲間から遠く離れた活気のない場所での勤務で孤独感に苛ま
れ、次第にメニエール病が悪化し、休日も家に引きこもりがちになり、すべてがネガティブ思考になる。いわ
ゆる軽いうつの状態になってしまいました。
ふさぎこむ日々を過ごす状況を見た会社の友人がちょくちょく遊びに連れ出してくれるようになり、少しずつ
元気を取り戻していきました。そして今の奥さんと出会い嘘のように体調が回復し、２年後結婚。
ほどなくして開発時代の先輩から労働組合執行部への勧誘を受け、これも何かの縁、せっかくの機会と考
えて業務と並行して労働組合活動を始めました。
そこでは士気高い諸先輩の行動を間近にし、自分自身の何かにスイッチが入り、何とか追いつこうとビジ
ネス書を読み漁り、自費でセミナーに行くなど自己研鑽に励んでおりました。
そんなときに「コーチング」との出会いがありました。
労働組合で教育研修の担当となったときに、従業員のコミュニケーション力の課題解決のために、何かよ
い方法はないかと探していると「コーチング」というワードに目が止まりました。
初めて聞く「コーチング」に興味を抱き、体験会に参加すると自分自身をすべて受け容れてくれ、何か知ら
ないが前向きになれる、そんなポジティブエネルギーを感じ、その場でコーチングスキル習得を決断しまし
た。
自分自身への可能性の高まりを感じ、さまざまなセミナー、交流会などに参加するなどアクティブ、ポジティ
ブ思考に変化し、2013年2月、認定コーチ資格を取得。
業務、労働組合、コーチングの3足のわらじを履き、忙しくも充実した日々を過ごし、2014年9月協議会リー
ダー、執行三役を務めたのち、労働組合執行部を退任。
2017年10月、国際コーチ連盟（ICF）認定コーチ（ACC）資格を取得。
現在は、社内で部下育成、従業員のモチベーション向上、組織力向上にコーチングスキルを活用しながら、
ものづくりに携わる方々を中心にコーチングを広め、日本の製造業を元気にし、世界に誇れる日本の技術
を再び世界へ発信するサポートをおこなっております。
セッション時間数 延べ250時間以上、セッション人数 延べ200名以上
趣味は、音楽活動、レザークラフト、電車の旅、読書、街歩き、カクテル作り、写真を撮ること、筆文字を描く
こと、雰囲気のいい飲み屋を見つけること など
コーチからのメッセージ
皆さんこんにちは！私の紹介ページをご覧いただきありがとうございます！
私は主にものづくりをされている方を中心にコーチングでサポートを行っております。
小さな町工場が集結すれば、宇宙に飛び出す人工衛星が作れるように、日本のものづくりは世界に誇れる
技術力を持っております。
私とともに日本のものづくりをさらに発展させ、日本をもっと元気にしませんか？
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APPLAUSE 代表

渡辺千春
・一般社団法人日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセ
ラー
・PHP 認定ビジネスコーチ
・NLP 創始者ジョン・グリンダー認定 NLP コーチ
・Talent Focus®コンサルタント
・Points of You® 認定ビジネストレーナー（国際資格）
・星山塾マスタートレーナー
・Always in style 公認 カラーアナリスト
・日本筆跡診断士協会認定 筆跡診断士
学習院女子短期大学（現、学習院女子大学）人文学科、文化
史専攻。
卒業後、東レ株式会社 経営企画室勤務。主に役員の実務的秘書業務を担当。その後、オーストラリア
長期滞在を経て帰国後、フジサンケイグループ広告代理店の営業職に転職。営業業務の中でプレゼンテ
ーション、ネゴシエーションの経験を積む。
退社後、フリーの企業研修講師として24年間、のべ約21,000人の研修を担当。主に一部上場企業の研修
を担当、コーチングをベースとした研修を実践し、業界には特化することなくさまざまな業界のトップクラス
の企業と永年のお付き合いがある。
具体的で納得できる講義と的確なコメントを心がけているため、「わかりやすい」という受講生の声が圧倒
的に多いことが特徴である。
コーチからのメッセージ
Talent Focus®を取り入れたコーチング
Talent Focus®とは中国五行、帝王学に基づいて本人の才能を特定し、その伸ばし方を具体的に示す日本
で開発された才能特定・才能育成プログラムです。
自分らしさを理解（自己理解）し、他者との違いを理解（他者理解）し、そのうえで自分自身の強みにエネ
ルギーと時間を集中して全体へ貢献することを目指します。
自分らしさを知り、ストレスなく生きていく指針となるメソッドを活用した、コーチング、コンサルティングを得
意とします。
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自分を変えたい方専門のサポーター・ライフキャリアコーチ

北島孝弘
・認定コーチング・スペシャリスト®
NLP マスタープラクティショナー
LAB プロファイル®プラクティショナー
1982年、山形県米沢市生まれ。
高校卒業後、建設機械関連の製造業を経験したのち IT 業界へ
転職。
その後、Web 業界で Web エンジニア兼 Web ディレクターとしてお
客様の Web 集客支援に携わる。
活動の中で同じアプローチで支援したにも関わらず、成果が出
るお客様と出ないお客様がいることに気づく。
お客様の Web 集客活動を分析した結果、成果の有無を左右す
る要因となるある２つの法則を発見する。
その後、心理学や脳科学、コーチング理論を取り入れた支援をおこなうことで飛躍的な成果を出せる方が
続出する。
現在は Web ディレクターとして活動する傍ら、プライベートでは Web 集客コンサルタント兼コーチとしてカウ
ンセラーやデザイナーなどの個人起業家やフリーランスの方の Web 集客を支援している。
コーチからのメッセージ
私は Web 集客活動を支援するコーチングを専門としています。
もちろんコーチングだけでは Web 集客で成果を出すことは難しいです。
そのため、Web で集客するための仕組みづくりやブログ運営のやり方についてもお伝えしています。
「ブログでなかなか集客できない...」
「自分に合った Web 集客方法をやってみたいけどよくわからない...」
「WordPress で独自ブログを作りたい」
このようなお悩みがありましたら、1人で悩まずにいつでもご相談してくださいね。
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オンラインで「資本」としてのからだ創りをサポートするウェルネ
スコーチ

津野恵美子
国際コーチング連盟（ＩＣＦ）マスター認定コーチ（ＭＣＣ）
Gallup 認定 ストレングスコーチ
一般社団法人 コーチングプラットフォーム認定コーチ
健康運動指導士（公益財団法人 健康・体力づくり事業財団認
定）
産業カウンセラー（一般社団法人 日本産業カウンセラー協会
認定）
福岡市出身
フィットネスインストラクター・パーソナルトレーナーとして活動を
行う中、2005 年ごろより人生哲学としての「ヨーガ療法」を学ぶ。同時期「ダイエット専門のパーソナルトレー
ナー」として 100 数十名 計 2,000 回以上のセッションを行う。
2011 年、「ストレングスファインダー®」「コーチング」と出会う。
同年秋、脳活性化メソッド「シナプソロジー」が公開、普及活動に濃く携わる「アドバンス教育トレーナー」と
なり現在も活動中。2013 年より、コーチエイ・コーチトレーニングプログラム（CTP）で本格的にコーチングを
学ぶ。2015 年渡米、ストレングスファインダーの「Gallup 認定ストレングスコーチ」取得。
2016 年 8 月、 国際コーチ連盟 ACC（アソシエイト認定コーチ）、
2018 年 12 月、同 PCC（プロフェッショナル認定コーチ）取得、
2021 年 9 月、国際コーチング連盟ＭＣＣ（マスター認定コーチ）取得。
様々な活動を行う中で、コーチングが人の人生にとって大いに役立つものだとますます確信を深め、現在、
自己基盤をベースに人生を後押しすると同時に「資本」としてのからだ創りをサポートする、ウェルネスコー
チとしての活動に力を注いでいる。
コーチからのメッセージ
生活の中で心身の健康とやりがいとビジネスはどれも欠かすことはできません。
どの領域においてもあなたの強みにフォーカスし、考え方や生活習慣を見直す中であなたがやりがいある
いきいきした人生を送っていくことをサポートします。
ご希望があれば、様々な情報を提供することも可能です。
（ストレングス・健康づくりのための運動など）
腰を据えて自分の人生を拓いていきたい方、ぜひご一緒しましょう。
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コーチブルーオーシャン代表
ジェイ・シード株式会社 コンサルティング事業部長

岡 俊宏
（一財）生涯学習開発財団 認定コーチ
1964年生まれ 東京都出身 慶應義塾大学 経済学部卒
㈱三越に24年在籍。婦人服部門で常時100名前後のスタッフマ
ネジメントを行う。
三越本店でカリスマショップ店長20名の意識改革に取り組んだ
体験から「組織変革のプロセスでコミュニケーションが果たす大
きな役割」に関心を抱き、コーチングを学ぶ。
50歳を機に自身のキャリアアンカーについて深く考え独立、コー
チブルーオーシャン設立。
その後、起業家支援事業のジェイ・シード㈱にビジネスパートナ
ーとして合流。
主な実績
起業家への起業独立コーチング
上場企業の管理職研修サポート
就活支援セミナー（東京電機大学）他
コーチからのメッセージ
私は、人の行動継続の専門家として、クライアントの皆様が目標を達成するまでのエネルギーマネジメント
をしてサポートをしています。
専門は「百貨店・流通」「アパレル」企業から独立を目指して離れた方々が、その志を達成することのサポ
ートです。これまで会社に勤めていた方は独立に際して、正直に言って「何からどうしたらよいのか全くわ
からない」という事が多いのではないでしょうか？
そのようなあなたが、目指すゴールにたどり着くまでコーチングを行いサポートします。
また希望に応じて、ブランディング、マーケティング、セールス、会社設立等についての知識は情報提供致
します。
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あなたの心を聴くコーチ
一般社団法人日本支援対話学会 認定コーチング・スペシャリ
スト®
アクセサリー作家

伊藤ひろみ
日本支援対話学会認定 コーチングスペシャリスト®
コミュニティカウンセラー協会認定 コミュニティカウンセラー
TC カラーセラピー マスターカラーセラピスト
ヒーリングアーティスト協会認定 オルゴナイトアドバイザー
ガス主任技術者甲種
インテリアコーディネーター
第一衛生管理者
大学卒業後、東京ガス（株）に入社。営業パーソンの支援業務、
管理業務、データベース整備、広報に携わる。
自らが前面に出るよりも他者の支援業務を得意とし、傾聴の姿
勢を持って接することにより社内外で信頼を得てきた。
自身の心の病、配偶者の心の病のケアを経験し、在職19年目で会社を退職。
病気療養を兼ねて始めたアクセサリー製作により友人が喜んでくれることに元気づけられ、天然石アクセ
サリーPetit Lapin（オンラインショップ）を立ち上げる。
お客様の心をやさしく包むアクセサリーや雑貨が好評。
会社員から一転、一人でのオンラインショップの運営、好きなことを仕事にしつつも不安を感じることが多い
中、コーチングに感銘を受け自らも学ぶ。
会社員、音楽家、アーティスト、セラピストなど様々な業種にわたるクライアントとセッションを重ねる。
作家としての得意分野を生かした「コーチング・セッション付きのオーダーメイドオルゴナイト製作」という独
自メニューも開設している。
・天然石アクセサリーPetit Lapin 代表
・一般社団法人日本支援対話学会 認定コーチング・スペシャリスト®
コーチからのメッセージ
このページを開いて下さったあなたはもしかしたら初めてコーチングを受けるかもしれません。
私がコーチングに対して持っていたイメージは「特別な人が受けるもの」というものでした。
バリバリ仕事をし、より高みを目指す、もともと輝いている人が受けるもの、と勝手なイメージを作っていま
した。
でも、そんなことはないのです。
会社を退職し、静かに製作とオンラインショップを運営する生活、それはいわゆる「バリバリのキャリア」か
らは遠いもの。
でも、私はコーチングを学んだことで、自分自身を理解し、今あるがままを感じる姿勢ができたことで、気持
ちを楽に、肩肘を張らず、のびのび過ごすことができるようになりました。
そのことで、これまでより楽しく充実した気持ちで仕事をすることができるようになりました。
家庭を切り盛りする役割を担っている主夫や主婦の皆さん、育児をしながら自分自身も充実した生活を目
指したい方など、会社勤めをしているけれど、何を目標に仕事をするのかを見失っている人、夢はあるけ
れどどこから着手すればよいのかわからず立ち止まっている人などなど、どんな方にもコーチングでのサ
ポートが可能です。
過去の私は、頑張ってきたけれどいつも自信がなく生きづらい思いを抱えていました。
そんなかつての自分のように思い悩む方の心を聴き、新しい１歩を踏み出すサポートをしてまいります。

323

合同会社ブレス代表

味岡律子
ICF(国際コーチ連盟)認定コーチ Associate Certified Coach
（ACC）
キャリアカウンセラー（米国 CCE,Inc.認定 GCDF-Japan）
産業カウンセラー（日本産業カウンセラー協会認定）
２級キャリア・コンサルティング技能士 (厚生労働省)
東京都出身。都内短期大学を卒業後、大手精密機器メーカー
などにて IT 教育研修サービス、教育コンサルティング部門のユ
ーザー向けレトレーナーとして従事。その後、人材育成、能力開
発を専門としたトレーナー・コンサルタントとして経験を積む。
1996年より人事部門で能力開発をマネジメントする傍ら、管理
職の悩みや組織のパフォーマンス低迷をサポートするために、
産業カウンセラー、キャリアカウンセラーの資格を取得。カウンセリング/コーチングスキルを磨く。
2006年に独立、外資系大手 IT 企業からキャリアコーチの依頼を受け、初年度196件のキャリア&ビジネスコ
ーチングセッションを実施。以降8年の渡り１２００件のコーチングや研修を通じ、マネージャーのパフォーマ
ンス向上に貢献。企業のマネージャーを中心に２０００件を超えるセッションの実績がある。
セッションを担当する中で、個人のキャリア自律が仕事のパフォーマンスに影響することに確信を持ち、キ
ャリア自律を前提にした能力開発を推進している。
また、外国人や海外で活躍している日本人など多様なキャリアに関心をもち、2012年以降海外に出向いて
インタビューを続けている。
その他、企業、医療施設など多くの組織において、リーダーシップ研修・キャリア研修・管理職研修など研
修実績も多数。
2010年には、自分のキャリアをドライブすることが人々にとって呼吸のように自然なことになってほしいとの
願いを込めて合同会社ブレスを設立。
コーチからのメッセージ
職場の課題のほとんどは、個人のキャリア自律と関係があります。
自分で自分のキャリアをドライブできるようになると、スキル・仲間・元気が得られます。個人のキャリア自
律を推進し組織の成長をお手伝いします。
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あなたのバディ

かざまなほこ
セミナーオフィス Breeze 代表
銀座コーチングスクール駿河静岡校代表
Points of YouⓇマスタートレーナー
看護師歴25年。総合病院に22年間勤務し、中間管理職、看護専門
学校講師、新卒者教育に長年携わる。主に急性期医療の現場に身
を置き、外科系病棟、手術室、外来と多くの命の現場に関わってき
た。
2014年1月。プロコーチ、研修講師としての活動を開始。
現在、個人事業主、専門職、経営者などのパーソナルコーチングを
はじめ、銀座コーチングスクール地方校の代表として、人々の幸福
度に貢献できるコーチ教育を行っている。
研修契約先では総合病院看護部、介護福祉系企業、地元大企業から中小企業までコーチング研修を提
供している。
看護師としては、介護系専門学校の教員、介護福祉士国家試験対策医療的ケア教員として、介護職のプ
ロを目指す方々への教育にも力を注いでいる。
講師登壇時間 計700時間以上、有料コーチングセッション時間500時間以上
コーチからのメッセージ
私は看護師時代、院内の研修でコーチングに出会いました。
教わった通りに実践しただけで、周囲が驚くくらい部下が急成長しました。
私自身も変わりました。
4年前は体重が100kg 以上あり、厳しい管理職だったため、いつも怖い顔をしていたそうです。ところが、コ
ーチングに出会ってから、人相が優しくなり、
『整形した？』と言われるほど変わったそうです。スキルの習得と同時に、人には無限の可能性が秘められ
ていること、必要な答えは相手の中にあると信じた結果、雰囲気そのものが変わったのです。
まず相手にどこまでも寄り添う姿勢、安心できる存在、それが私の追求するコーチ像です。
Points of YouⓇマスタートレーナーとして世界レベルのトレーニングを受け、常に自己基盤の醸成、自己鍛
錬の必要性を感じ、定期的に早朝の座禅に通う活動もしております。
どんな課題も私が一緒です。全力でご支援致します。
そして、私の経験を通したコーチングを、学びたい方々に提供していけたら幸せです。
もう一度言わせてください。私は、あなたのバディです！
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マイキャリアデザイン 代表

西内華朱美
・国際コーチ連盟アソシエイト認定コーチ
・（一財）生涯学習開発財団認定マスターコーチ
２級キャリアコンサルティング技能士
国家資格キャリアコンサルタント
JCDA 認定 CDA（キャリア・デベロップメント・アドバイザー）
「コーチ・エイ アカデミア」のクラスコーチ
東京外国語大学外国語学部ドイツ語学科卒業。
メルセデス・ベンツ日本株式会社にて２４年間勤務。
最初の１２年半は、全国のメルセデス・ベンツの販売店をどのエリア
に設置するかというエリアマーケティングを担当。
そして企業内大学の部署で管理職向けの研修業務を担当し、人材
育成の仕事に魅力を感じ始める。
人事部では新卒・中途採用、研修、評価制度等を担当。
最後は総務課マネージャーとして、チームメンバーを育成し、本社移転プロジェクトのリーダーを努めた。
その後コーチ、キャリアカウンセラーとして独立。
株式会社コーチ・エイの「コーチ・エィ アカデミア」プログラムのクラスコーチや、1 on 1のコーチング、大学
でのキャリアカウンセリング等を行っている。
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ビジョンスタイル YOU・ビジョンプランニング
代表 / ビジョンスタイリストⓇ

良岡侑宙 よしおかゆう
・一般社団法人日本パーソナルコーディネーター協会
・銀座コーチングスクール・GCS認定プロフェッショナルコーチ
・パーソナルトレーナージャパン株式会社・心身健康倶楽部 パーソ
ナルトレーナー
【コンセプト】 内面・外見からのトータルプロデュース
【ミッション】 ヒト・モノ・ココロ・文化を広げる・繋げる
2009年「起業する！」という決意で、19年間勤めた製薬メーカーを退
職し、岩手県盛岡市より上京。
2012年 NPO 法人週末起業フォーラム・第6回週末起業家大賞で
「週末起業家賞」受賞。
2013年「ビジョンスタイリスト®」を商標登録（登録第5573605号）などを通し、その認知が広げる。
独立後、現在は男性を中心に、コーチングコーチとして「心の活性化」を、
ファッションコーディネーターという視点から、ファッションやカラーで強みや特性を引き出し、
より人を惹きつけるマネジメント等についてサポートする。
さらに、身体づくりという角度からパーソナルトレーナーの資格を取得し、 【健康】的な【ココロ】【見た目】を
トータルサポートしている。
また、コミュニケーション好感度アップやファッションなどのセミナー講師や、イベントの企画・運営などにも
携わる。
2016年10月・ プロジェクト 「ビジョンプランニング」 を立ち上げ、志の高い各専門分野の講師による、チー
ムでのトータルサポートが出来る 講師派遣、イベント、セミナー等の企画・運営・主催等を行う。
「やりたいこと・自由に・経済面でも自分の力で自立したい！」
「自分の生き方に後悔したくない！」
という想いから、安定した生活を捨て起業し、現在も"有言実行"をモットーに活動中。
【マスコミ掲載等】
2012年 コロンブス 3月号 掲載
2013年 BUAISO 掲載
携帯・スマホサイト【女性の悩みクリニック】コラム年間掲載
STORY 2月号 掲載
2014年 STORY 3月号 掲載
美 ST 5月号・6月号 掲載
2015年 日経ウーマンオンライン・取材協力
サンケイリビング様 Web コラム 取材協力
日刊スポーツ「起業人バンザイ」 掲載
・・・ 他
【受賞等】
2012年 NPO 法人週末起業フォーラム・第6回週末起業家大賞で「週末起業家賞」受賞
2013年 【ビジョンスタイリスト®】 商標登録 （登録第5573605号）
【著書】
2016年1月・電子書籍&POD 書籍発売
【人生をワンランクアップさせる！男術入門】
～男の曲がり角を【V6】メソッドで脱出する～
コーチからのメッセージ
【内面：コーチング】【外見：ファッション】【身体：パーソナルトレーナー】を通して、あなたのなりたいイメージ
をトータルでコーディネートするビジョンスタイリスト®良岡侑宙（よしおかゆう） です。
なぜこの「ビジョンスタイリストⓇ」という仕事を選んだのか、ちょっとだけ私のことをお話してみたいと思いま
す。
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ライフデザインコーチ

どてうち まなみ
銀座コーチングスクール認定プロコーチ
プロコーチ
Points of You 認定トレーナー
20年以上にわたり首都圏私立大学で勤務。この間、延べ数千人の
学生から学園生活や卒業後の進路等に関する相談を受けたことに
より、誰もが抱える課題は他の誰かにその話を聴いてもらうことによ
り、その大部分が解決するということに気づく。
育児期間中、銀座コーチングスクールにてコーチングを学び、認定
プロコーチとなる。その後、真のコーチングを伝えなければならない
という使命感から、さらにスキルアップを図り、認定講師となる。
現在、銀座コーチングスクール上野校代表、真のコーチ育成に励ん
でいる。
また、ライフデザイン・週末起業コーチとして、個人セッションや企業セミナー等に就業中。
ＧＣＳ認定講師・プロコーチ・アセッサー。
Points of You 認定トレーナー（国際資格）。
魔法の質問カードマスター。
AFP（ファイナンシャルプランナー等の資格を有する。
立教大学大学院修士課程修了。
現在の興味は、組織学習論、イノベーション・マネジメント。
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研修/企業コーチング／オフィスアヴァンセ 代表
チーム力向上コーチ

土屋佳瑞
・銀座コーチングスクール認定プロフェッショナルコーチ
銀座コーチングスクール富山校講師
日本交流分析協会 交流分析士インストラクター
ハウスキーピング協会認定 整理収納アドバイザー1級
日本ライフオーガナイザー協会認定 ライフオーガナイザー1級
笑顔のコーチング認定ファシリテーター
富山インターネット市民塾 認定講師・認定 e メンタ
日商簿記2級
富山県富山市生まれ。
短大卒業後エネルギー会社に就職、25年間の会社員経験を経て独立。
会社員時代には主に顧客管理に関わる業務のしくみ作り、機器 PR アドバイザー、社内業務改善プロジェ
クトを担当。女性は結婚退職が慣習であった中で結婚後も仕事を続け、1995年 社内初の育児休業を半
年取得。前例がない中、復帰後は他県への子連れ転勤を経験し、仕事と家庭の両立に奮闘する。
2009年 女性ばかりの職場のチーム作りに悩んだことからコーチング・交流分析を学び、仕事の現場で活
用する。
働く人のセルフイメージとコミュニケーション力が仕事の成果に直結することを実感、2012年プロコーチ・講
師として独立。
2014年より交流分析士インストラクター、銀座コーチングスクール富山校講師。
研修では、コーチングと交流分析を活用したコミュニケーション研修、管理職研修、女性リーダー研修、男
性上司のための女性部下マネジメントセミナー、ゲームと効き脳（ハーマンモデル）を活用したチームビル
ディング研修などが人気。
単発の研修のほか、社員数300名以下の中小企業へ 継続的なオーダーメイド研修を提供している。また、
整理収納アドバイザー・ライフオーガナイザー🄬の資格を活かし、モノと思考の整理・片付けセミナーなども
提供している。
パーソナルコーチング・企業コーチングでは 経営者・管理職・店舗リーダー・起業家・教育関係者・作家な
どのクライアントを持つ。
趣味は、芝居をすること。高校演劇では 中部日本大会に毎年出場、 20代から仲間とアマチュア劇団を
立ち上げ、現在でも自主公演活動をしている。
実績
中小企業庁地域創造促進支援事業にいかわ創業セミナー、厚生労働省実践型地域雇用創造事業人材育
成研修、富山県中小企業団体中央会・富山商工会議所・
石川県中小企業団体中央会、男女共同参画等での研修提供
契約企業での 管理職・店舗リーダー・スタッフコーチング、オーダーメイドの継続研修提供
銀座コーチングスクール富山校講師としてクラスを担当
日本交流分析協会北陸支部にて 交流分析2級講座インストラクション
富山インターネット市民塾にて
「なりたいあなたになるための片づけコーチング」連続講座提供
コーチのための10か月連続講座「稼げるプロコーチ養成連続講座」主宰。
北日本新聞社発行 情報誌02（ゼロニィ）に
働く女性応援コラム「ワタシバランスのつくりかた」を連載。（2015年～2016年）
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コーチコーチングフォレスタ 代表 林 美里

林 美里
・生涯学習開発財団認定コーチ
大学卒業後に商社に勤務。24歳で販売部門にてスタッフ育成に悩
みコーチングに出会う。コーチ A にて200時間のビジネスコーチング
プログラムを受講。
女性ばかりの職場でコーチングを活かした人材育成、組織改革、ス
タッフに合わせた販売戦略に取り組み、全国の販売コンテストで230
店舗中 1 位を獲得。
28歳で、全国シェアナンバー１のパソコンスクールアビバへ営業とし
て中途入社。営業にコーチングを取り入れ、
新人賞を獲得し1年目でエグゼクティブプランナーに昇格。
32歳で、働く女性のためのコーチングサロンをオープンし現在は、福井、石川・富山の北陸 3 県を中心に
社員研修や、働く女性の起業サポート、
女性社長のエグゼクティブコーチを努める。
女性の多い職場での、女性が働きやすい組織改革、女性社員の育成に悩む上司のための「女性マネジメ
ント」研修、
女性自身が自分のご機嫌をとれるようになるセルフコーチング研修など「女性活躍支援」に注力した指導
にあたる。
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モチベーションアップ・コーチ

今西正和
・国際コーチ連盟（ICF）プロフェッショナル認定コーチ（PCC）
・米国CTI認定CPCC (Certified Professional Co-active Coach)
米国 NLP 協会認定 NLP トレーナー
LAB プロファイル コンサルタント／トレーナー
2級キャリア・コンサルティング技能士（国家資格）
キャリアデザイン学修士
1962年大阪市生まれ
同志社大学工学部卒業後、松下電送株式会社にて7年間、商品開
発、マーティング、ネットワークエンジニアの仕事を経験した。その後、
株式会社ベネッセコーポレーションにて20年間、商品開発、マーケ
ティング、事業企画等の業務に従事した後、2013年にコーチとして
独立した。
「人の成長」と「ライフキャリアデザイン」に関する知見を深めるために、2015年4月法政大学大学院キャリ
アデザイン学研究科入学、生涯発達心理学等を学びながら、【キャリアデザイン】【経験学習モデル】【リフ
レクション】等に関連するテーマの研究に取り組み、2017年3月キャリアデザイン学修士の学位を取得した。
2002年にコーチングと出会い、職場で関わる人（管理職、同僚、部下・後輩等）に対してコーチングを実践
しながら、プロのコーチとして多くのクライアントの人生に関わってきた。その結果、今までのコーチング時
間は800時間を超える。
得意分野は、ビジネス分野と教育分野である。企業で事業企画スタッフとして、トップをサポートした経験
を生かしたエグゼクティブ・コーチングやマネジメントコーチング、キャリアデザイン学の知見を生かしたキャ
リアコーチングと司法試験を主とする資格試験の受験生コーチングを実施している。最近は、起業家から
の依頼が増えている。
・私の志
「人が自分らしく、より良い人生を生きること」をモットーにコーチングを提供しています。
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マホ コミュニケーション代表

浅井真帆
・国際コーチ連盟（ＩＣＦ）プロフェッショナルコーチ（ＰＣＣ）
・米国 CTI 認定プロフェッショナルコーアクティブコーチ（ＣＰＣＣ）
ポジティブ心理学コーチ
キャリアコンサルタント (国家資格)
２級キャリア・コンサルティング技能士（国家資格）
ＮＰＯ日本キャリア開発協会キャリアディベロップメントアドバイザ
ー（ＣＤＡ）
一般社団法人日本産業カウンセラー協会産業カウンセラー
未生流中山文甫会 新花教授
Dr.カタリア認定ラフターヨガ（笑いヨガ）ティーチャー
・ミッション
《生きるって心と言葉の響き愛》をテーマに、目先の目標達成だけではなく、つねに相手の幸せを願って
「本領発揮」できるよう「内なる輝きを実現するライフキャリアコーチング」に人生をかける。
《キャリア》
「生きるって、心と言葉の響き愛」をライフテーマに、コミュニケーション能力開発・人財育成を通して社会
に貢献することを願い、２００２年「マホ コミュニケーション」を設立。キャリアコンサルタント＋コーチ＋アナ
ウンサーとしての実務経験を生かし、社会で活躍できる人財育成に力を注ぐ。
・コーチ
国際コーチ連盟（ICF）のプロフェッショナル資格を持つコーチ（ＰＣＣ）として、パーソナルコーチングはもとよ
り、組織活性化の為のコミュニケーション研修講師等を行う。 また、日本コーチ協会東海チャプター初代
代表を務め、１０年間に亘り東海地区のコーチング普及研鑽に尽力をした。
・キャリアコンサルタント
若年者〜中高年まで、幅広い年齢層に向けた就職支援セミナー・ジョブカード・キャリアコンサルティング、
相談業務等を実施。需給調整機関・大学キャリアセンター・職業訓練実施機関等にて幅広い実務経験を積
む。
・アナウンサー
東海地方の放送局にて、長年レギュラー パーソナリティーとして番組担当し、地元放送局（岐阜放送）に
て功績を認められ、社長表彰をいただく。
また、フリーアナウンサーとして司会・コーディネーター・インタビュアー等の豊富な経験を持つ。
《ライフ》
世界を旅していろんな国の人に出会い国境を越えて地球市民として育って欲しいと願い、子供と共に出
歩いた世界の国々は、インド・アフリカをはじめ西欧・中央ヨーロッパ・アジア・オセアニア・ミクロネシアなど
１８カ国というユニークな子育て経験を持つ。
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「30代40代からの生きがいづくりプランナー」
RESET WORKS 代表

今井英貴
・銀座コーチングスクール認定プロフェッショナルコーチ
週末起業フォーラム認定コンサルタント
健康生きがいづくりアドバイザー
三重県桑名市出身
神奈川県相模原市在住
大学卒業後、建築資材系のメーカーにて、ルート営業や反響営
業に従事。
その勤めていた会社の業績悪化によるリストラと別の会社から
のスカウトを同時期に体験するという経験から、会社や組織の
肩書ではなく、自分個人の信用で人と繋がり、生きる力を身に
付けることの重要性を認識する。
その後、別業界にて提案型の営業経験を積むための転職活動を経て、電気・電子部品のメーカーに籍を
置くことになるが、ここでは営業ではなく、対顧客の品質保証業務に従事。
ここで ISO を中心とした自社やその関連工場の認証取得や維持管理の支援、対サプライヤー向けの認証
取得支援を経験し、それを通じて、延べ100回を超える監査対応を実施。
そのスキルの更なる向上を目指している中でコーチングに出会い、学ぶ中で、この方向でのキャリア形成
を考えるようになる。
その最中、会社がリーマンショックを契機とした不況に陥り、経費節減対応策の一環としての出勤規制（事
実上の給与カット）の時期を経験。
これが最終的なキッカケとなり、会社や業界動向、世の中の流れといったものに左右されることのないキャ
リアと収入基盤のリスクヘッジの必要性を確信し、その準備を目的としたサラリーマン兼業の複業起業家と
してスタートする決意を固める。
そこで、「30代40台からの生きがい作り」というミッションを掲げて、転職・独立・引退・リストラといった転機
の後に迎えるセカンドキャリアの構築を、主に、コーチングやコンサルティング、ワークショップやコミュニテ
ィ創りを通じてサポートする RESET WORKS を立ち上げ、現在に至る。
具体的には、
・主に就労支援や起業支援等を通じて実現する「生きがい創り」
・健康寿命を伸ばし、イキイキと活躍し続けるための「健康創り」
・人と人が、お互いが相互に必要とし合える関係を実現する場作りを通した「人繋がり創り」
・上記3点を実現する基としての「資産形成」
の4つを軸に活動を展開中。
また、生きがい作り活動の一環で、横浜市北部地域（青葉区・緑区・都築区・港北区）を中心に展開する地
域名産作り活動や、地元相模原での商店会の活性化などの地域活性化活動にも参画し、セカンドキャリア
における地域へのランディング事例にも通じている。
＜主な活動実績＞
・経営者や起業家予備軍を主な対象に、自己ブランディングをテーマにした延べ約200時間程度の有料コ
ーチング・コンサルティングを実施。
・ビジネスマッチング、自己ブランディング、良好な関係性を築くためのコミュニケーションなどを主なテーマ
にしたセミナー・イベント・ワークショップを延べ50回以上開催し、講師も担当。
・フリーランサーを中心にした起業家のブランディング発信を目的にした、延べ40回を超えるトークイベント
の運営・ファシリテーターを経験。
・独立系起業家メディア gufo におけるサラリーマン複業起業をテーマにした執筆を1年以上経験。
※2017年6月現在の実績
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Hearts at Home Abroad 代表
True Voice Training 代表

野田パメラ
国際コーチ連盟 PCC
Coaches Training Institute CPCC
CRR Global ORSCC
Speaking Circles International 認定ファシリテーター
Lumina Spark 認定プラクティショナー
Lumina Leader 360 認定プラクティショナー
Lumina Emotion 認定プラクティショナー
Parent Effectiveness Training (親業) 認定トレーナー
University of Massachusetts と International Christian
University (ICU)で Asian Studies と日本語を専攻。
二十五年以上日本での英文出版物の編集者として活躍。朝日新聞社発行の学術季刊誌 Japan
Quarterly の日本の様々な分野や顔を海外に伝える内容を担当。
2005年からプロコーチとして開業。同年、人前で話す時の上がり症を克服するため、スピーキング・サーク
ルズと出会い、日本で初のスピーキング・サークルズ認定ファシリテーターになる。
国際コーチ連盟日本支部の創立メンバーの一人、元理事として日本でのコーチングの普及に貢献。英語
でコーチングをしたい日本人コーチや日本に滞在中の外国人コーチの総合的な学び場として国際コーチ
連盟日本支部主催の Coaching in English Group を担当。
Hearts at Home Abroad では、海外駐在員とその家族、海外に根を下ろして活躍している方々、国際結婚
のカップルのコーチングや関係性スキルのトレーニングを提供している。
True Voice Training では、人前で自信を持って、楽に自己表現が出来るためのリレーショナル・プレゼンス
という画期的な手法をスピーキング・サークルズで教えている。一般の方、ビジネス・パーソン、コーチやフ
ァシリテーター向きです。
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コーチ

小笠原豊道
株式会社オフィスＫｏｊｏ 代表取締役
株式会社キャリアクリエイツ 西日本支社長
株式会社ザ・アカデミージャパン 人財開発シニアコンサルタン
ト
四国職業能力開発大学校 講師
香川県職業能力開発協会 人材育成コンサルタント
一般社団法人日本支援対話学会会員
日本教育工学会会員
一般社団法人教育システム情報学会会員
・認定コーチング・スペシャリスト
1969年高知県生まれ。地元の中学校卒業後、四国電力(株)の企業内学校である四国電気高等学院に入
学。卒業後、四国電力(株)に入社。保守技術職として十数年勤務した後、技術継承への関心が高まり、人
材育成の仕事に携わる。
ｅラーニングのシステム開発、運用、教材作成などを実施するなか、より良い学習支援のあり方を探るため
現熊本大学大学院社会文化科学研究科 教授・教授システム学専攻長である鈴木克明氏に師事し、イン
ストラクショナルデザインを学ぶ。
その後、企業内ベンチャー企業に出向しｅラーニングの開発・営業・運営業務に従事した後、四国生産性
本部にて人材育成の支援に専門的な形で携わる。
2016年4月 総合的に人財開発の支援を行うべく株式会社オフィスＫｏｊｏを設立し代表に就任する。
コーチからの一言
弊社は、インストラクショナルデザインの考え方を基に、人財開発体系の構築支援から人財開発の施策に
ついて企画・実施・評価を行っています。その際、コーチングやｅラーニング、アクションラーニングなど、各
社の課題に併せて学習の支援をさせていただいております。
人財開発の重要性は理解しているが、人役と時間を割けないという企業様こそご支援させていただきたい
と考えております。
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吉田英夫コーチトータルアドバイザー千葉合同会社 代表社員

吉田英夫
・一般社団法人日本支援対話学会 認定コーチング・スペシャリスト
大学卒業後、試験機メーカーで製造、分析業務を4年ほど行い親の
やっているビル管理業務会社経営に参加。
ビルのテナントが契約満了で抜けていく事態で自らスポーツクラブと
レンタカー経営を始める。
4年後別のテナントが抜けて債務超過となり親は資産を売って自己
破産になる。
連帯保証をしていた立場から同じ道を歩むことに疑問を感じ自分の
経営に何が足りなかったのかを自己啓発セミナーで探していたとこ
ろ、そこで知り合った人から自己破産をしないで資産を守る方法が
あることを知りました。
この情報があれば自分も事業が続けることができたと後悔し、 銀行や怪しい詐欺業者の言いなりになる
経営者に何か手助けできるのでは、これから人材不足の日本に来る海外の企業にカモにされる危機対策
の甘さを痛感した。
自分のコーチングの基準を作るため、消費税払う予定でプールしていた金で世界ＮＯ.1コーチと言われる
アンソニーロビンスのセミナーに行き人の変化を目の当たりにしていくうちに人に変化を与えることで強い
経営を目指せると確信しました。
コーチングの勉強はスピードコーチングというところで学びましたがほとんど実践で借金相談とコーチング
をしながら5年たちました。
コーチからのメッセージ
経営者は自分ですべてやれる範囲なら自由にできますが組織が大きくなると人に任せるという180度異な
る能力が必要となります。そのため人に裏切られた時の危機管理意識をもって経営にあたるのですが常
に油断との戦いになります。そのような時ビジネス上の利害関係の無い立場のコーチが安心できる環境を
作り、冷静な判断や新たな気付きが出来るようになります。
コンサルタントのように知識をひけらかして依存するのではなく、自ら考え判断する一助になれば幸いで
す。
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株式会社プログレッサス代表取締役

佐藤 健
・国際コーチ連盟（ICF）認定コーチ（ACC）
・米国 Center for Executive Coaching 認定エグゼクティブ・コー
チ
・東京大学経済学部卒業
・ハーバード大学経営大学院（MBA）修了
大学卒業後、日本の大手企業で事業戦略、商品企画、マーケ
ティングなどを担当し、９年に及ぶ海外駐在も経験。その後、米
国のベンチャー企業幹部として事業の立ち上げ、投資ファンド
傘下の日本の中堅企業の執行役員として業績の V 字回復、外
資系企業の日本法人社長として大幅な業績改善など、一貫し
てグローバルなビジネスの前線で活躍。
事業会社での経験を通じて日本のグローバル人材の層の薄さを痛感し、人材育成へと大きくキャリアの舵
を切る。米系の研修会社の日本代表を務めた後、研修に頼った人材育成に限界を感じ、同時にコーチン
グの可能性に着目、株式会社プログレッサスを設立。
コーチからのメッセージ
「このままで会社の業績は安泰なのだろうか？」
「このままではいけないとは思うものの、何をどうすれば良いのか？」
「次代を担う戦力は育っているのだろうか？」
「どうも社内が一丸となっていないのではないか？」
組織のリーダー的な立場にある人の悩みは尽きません。しかしその一方で、組織の上位者になればなる
ほど孤独になり、気軽に相談できる相手が周りにいなくなるという現実があります。外部コーチの最大の魅
力は、ビジネス上の利害関係の無い立場で正面から向き合い、新たな気付きを促し、時には背中を押し、
時には叱咤激励し、最良の相談相手になることができる点です。
世の中に所謂「コーチ」は星の数ほど存在しますが、会社経営や事業運営に特化したビジネスコーチ、さら
に自ら企業経営の経験を豊富に持つコーチとなると、それほど多くはありません。同じような立場で同じよ
うな視点に立った経験があるからこそ、できるコーチングがあります。スピード感を持って適切な経営判断
を下し、勇気を持って新しいことにチャレンジし、明確な目標に向けて確実に行動する、そんなリーダーシッ
プを発揮していただけるよう、クライアントをしっかりと支援して参ります。
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ひふみコーチ株式会社 代表取締役社長
（起業ひふみ塾 主宰）／（ひふみプロコーチ養成講座 主宰）
／ドリームマップ、生きがいマップ、未来マップ 考案者

秋田稲美
Perform as TPI Facilitator of Investment In Excellence
TPI-JAPAN 2003
９歳のときから女性の幸せについて考えはじめる。人生のテー
マは「女性に生まれてきたことに感謝し、幸せを探求する」こと。
２６歳の時、フリーのパソコンインストラクターとして開業、５年後
に有限会社エムズコンピュータ創業。創業2年目、主婦を中心と
した女性スタッフで1億2000万円の研修売上を上げ、各地の起
業家セミナーに講師として呼ばれた経験からドリームマップ®を考案。
2003年、事業内容をコーチング研修とセミナー講師養成を柱とする人材開発事業にシフトする。名古屋市
より「平成21年度／女性の活躍推進企業認定 個人表彰」を受ける。
2011年、東日本大震災のボランティアを切っ掛けに「Run for Peace～世界を結ぶ私の一歩～」を理念に掲
げた一般財団法人ラン・フォー・ピース協会設立。
2012年、ドリームマップ誕生10周年を記念し「ドリームマップ～世界へ、未来へ、夢のチカラで World
Peace！～」を理念に掲げた一般社団法人ドリームマップ普及協会設立。
2016年、オンライン会議システム ZOOM を使い、世界とつながるコーチング勉強会を発足し「あらゆる人の
一番の幸せをさがそう！ひふみコーチ株式会社」を創業、代表取締役社長に就任。現在に至る。
『自分をひらく朝の儀式』（かんき出版）『そろそろ走ろっ！』（ダイヤモンド社）『ドリームマップ―子どもの"生
きる力"をはぐくむコーチング』（大和出版）『上司になったら覚える魔法のことば』（中経出版）など、著書多
数。最新刊は、『ZOOM はじめました』『自宅でオンライン起業はじめました』（WAVE 出版）
コーチからのメッセージ
あらゆる人の一番の幸せをさがそう
コーチングによって自らの「好き」や「得意」を自覚した人は、
自らの「強み」や「興味」を活かして社会に貢献することができる。
その時、その人は人生で一番の幸せを味わうことになる。
つまり、人生で一番の幸せとは、
自分自身を理解するということであり、
そのまま受け容れることである。
また、自分の潜在能力をフルに使いながら 全力で社会に貢献することでもある。
あらゆる人が、一番の幸せと共にあること。
それが、《ひふみコーチ》が目指す世界です。
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和願施さぽーたーず 代表

堀 正仁
・ＣＴＩジャパン Co‐Active Coaching 基礎コース修了
CRR ジャパン ORSC®基礎コース終了
Points of You® 認定トレーナー
千葉県ニュービジネス協議会経営診断センター研究員
宅地建物取引士
東京都出身、青山学院大学理工学部卒、現在、千葉商科大学大学
院に在籍
総合金融会社に入社、以来30年を超える社歴のなかで、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・
ﾌｧｲﾅﾝｽや企業与信を担当してきた経験が約20年と長く、同じ部署
で会社を冷静にみてきた経験が強みです。
マネージャーとして、人と人の繋がりを強化する必要性を感じ、コーチングを学んできました。
現在は、企業組織内でのコーチング経験を活かし、ｽﾄﾚﾝｸﾞｽﾌｧｲﾝﾀﾞｰや Points of you、ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄな
どを織り込んだコーチンングやコンサルタントを提供しています。
特に、自分らしく充実した生き方を手に入れ、やりたいことを自分のビジネスにしていきたい方や、中堅企
業の二代目、三代目の経営者の方で、5年先、10年先のビジョン策定、企業風土改革などを行っていきた
い方向けに、ご支援をさせていただいております。
＜理念＞
私の理念は、「和願施（わがんせ）」です。
クライアントさんと、ともに笑える関係、"いいね"っていえる関係を築いていきたいと思っています。
和願施とは、「和やかな笑顔を絶やすことのないよう心がけて、自分の周りにいる人たちに幸せを贈り続
ける」ことです。
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コーチ

谷脇まゆみ
ＣＰＣＣ 米国ＣＴＩ認定プロフェッショナルコーチ
認定 ＮＬＰプラクティショナー
システミック・コンステレーション・トレーニングプログラム修了
認定 アロマディプロマニスト
父親が暴力をふるう家庭で育つ。幼い頃から「人が良く生きるとは？
親子、夫婦の良い関わり方とは？」に関心が強く、人間関係の本を
読み学ぶ。
大学卒業後、ＮＥＣ系ＩＴ企業にて、営業とＳＥ職を経験。多様なお客
様との関わりから、人への信頼と自己肯定感を取り戻す。
退社後、子育てと共に在宅にて起業。その後、専門学校講師として
学生の教育に携わる過程で「会話力と目標設定能力が内定率と比
例する」と気づき、コーチングを習得。2007年、プロコーチとして活動開始。
経営者や起業・転職志望の女性、家庭内の関係を改善したい方を中心に、パーソナルコーチングを提供
するほか、コーチング講座や地域で会話術セミナーを多数行う。
起業して２０年以上。夫と２人の子と円満な家庭を築きながら、起業と家事の両立を継続中。
どういう時でも、クライアントの中にある「本来の自分で生きる力」を信じ、愛情をもってかかわる。
他人の評価や自分の思い込みでなく、既にある「魅力」と「なりたい姿」に気づいて、実現するこを全力で応
援する。
コーチングを受けた方たちは、経営者が時間とお金に余裕のある生活に移行したり、会社員や主婦が願っ
ていた仕事で起業したり、夫婦・親子関係が改善したりと、願った人生への変化を起こしている。
見えない縛りから自分を解放し、夢や本当の願いを実現する。その自信と愛情が周囲に波及して思いやり
のある社会になることが夢。
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若きライフコーチ

野口和馬
・銀座コーチングスクール認定コーチ、（一社）日本スポーツコーチン
グ協会認定スポーツコミュニケーションアドバイザー&コーチ
1996年3月29日生まれ、趣味は、スポーツ観戦と映画鑑賞、そして
読書です。性格は明るく穏和で好奇心旺盛、22歳ながらも"自分らし
さ"を理解して行動していることを強みと捉え、毎日を生きている。
富山市内の小学校、中学校、高等専門学校を卒業後、大手製薬会
社に入社。自分を見つめ直した時に、"自分のやりたことをやりたい
"と思い至り、一念発起して退職。
現在は、ライフコーチ、スポーツコミュニケーションアドバイザーとし
て日本代表選手、国体出場ラグビーチーム監督、アーティスト、トレ
ーナー、大学教員などをサポートしている。
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エグゼクティブコーチ／国際コーチング連盟マスター認定コーチ
（MCC）／Top50 Goldsmith Coach／Points of You®認定トレー
ナー／原田メソッド認定パートナー／ビジネスコーチ株式会社
パートナー

本田賢広
株式会社セブンフォールド・ブリス代表取締役
グロービス経営大学院 MBA
1994年東京大学工学部卒業。
対人恐怖症を克服するため、敢えて文系就職をと三菱銀行（現
三菱 UFJ 銀行）へ入行。
４年目にプルデンシャル生命の経営理念に感動し転職、一日14
時間、年360日を営業活動と研修に費やし、 ７年目に個人保険
を360件販売、全国2,500人中２位を獲得。
その後、ハートフォード生命でも全国2位を獲得。
リーマンショックで同社が営業停止となりマスミューチュアル生命に転職、営業所長となり、部下を最下位
から全国１位に育てた。メガバンク担当キーアカウント・マネジャーとなり数々のプロジェクトを実行、 前年
比売上250％を達成。
「人は誰しも価値があり、使命がある」と確信し、それを伝えるためエグゼクティブコーチ、 プロ講師として
独立。
2013年グロービス経営大学院 MBA 取得。
株式会社セブンフォールド・ブリス代表取締役。
エグゼクティブコーチとしてセッション時間2,500時間以上。主に大企業（大手 IT 企業、大手食品会社、大手
不動産企業、 大手芸能事務所、 大手教育企業、大手エネルギー総合商社、大手ソフトウェア・情報処理
企業、 大手鉄道会社、大手製薬会社 ほか多数）の取締役、執行役員、部長に対し、 業績向上、リーダ
ーシップ、人財育成やタイムマネジメント等に関し、貢献。
銀座コーチングスクール新宿校代表を務めた３年間では、受講者による紹介率が高く、 連続で受講者数
全国33拠点中１位を達成。
研修講師としても、大企業(ソフトバンク、ソニー、NTT 東日本、日清食品、パナソニック、ファンケル、フィリ
ップスジャパン、三井住友銀行、野村證券、プルデンシャル生命保険、アステラス製薬、大阪ガス、ニプロ
ほか）に研修(リーダーシップ、部下育成、コーチング、営業、タイムマネジメント、プレゼンテーション ほか）
を提供し、延べ登壇回数は1,500回を超える。
著書
「実践！1on1ミーティング」（日経文庫）

342

オフィス機器メーカー スタッフ職

井口ゆきよ
国際コーチ連盟アソシエイト認定コーチ
（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
「コーチ・エイ アカデミア」クラスコーチ
（一社）日本フィトセラピー協会 認定フィトセラピスト（植物療法
士）インストラクター
東京都出身
1989年、大学卒業後、オフィス機器メーカーの販売会社に入
社。
以来、同社に所属。
顧客営業、代理店営業を経て営業推進のスタッフとなり管理職、部門長職として業務に携わってきた。
担当組織の規模の変化、それに伴う様々なメンバーとの接点。
上司として関わる中で、経験や会社のキャリア研修だけでは対応に限界を感じ、コーチングを本格的に学
び始める。
プライベートでは会社から兼業の承認を受け、コーチングの教育も行っているコーチ・エィのクラスコーチと
してコーチングスキルのレクチャー、またプロのパーソナルコーチとして活動中。
自身のコーチとのセッションで定年後のビジョンを手に入れフィトセラピスト（植物療法士）インストラクター
の資格を取得。
地元のカルチャースクールでのハーブやアロマの講座の講師としても活動中。
コーチからのメッセージ
あなたのありたい自分に向かって未来を描く応援、実現に向けての ステップをしっかり伴走します。
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コーチ

宮田純子

みやたすみこ

・内閣府認証 NPO 法人 マザーズコーチジャパン マザーズコーチ
養成講座１級講師
・一般社団法人 日本支援対話学会 認定コーチング・スペシャリス
ト
県立広島女子大学 国際文化学部 国際文化学科（日本文化コー
ス）卒業。
大学嘱託職員を経たのち、塾・予備校の国語科（現・古・漢）講師と
して10年以上勤務。
その後、フリーの校正・ライターを生業としていたが、自身の子育て
への悩みをきっかけにコーチングに出会い、現在マザーズコーチと
しても活動中。男児２人の子育て真っ最中
コーチからのメッセージ
子育てにすっかり自信を無くしてしまっていたある日、友人に誘われて子育てコーチング勉強会に参加。２
回の勉強会を経てすぐ、「私もコーチングを学びたいです！」と講師の方に連絡しました。たった２回のミニ
コーチングに、それだけ大きなインパクトがあったのです。
私がコーチングに出会うことで得られた、「今までの思いや行動が整理され、ラベリングされて、心に余裕
が出てくる → 目標や理想に向けて多くのものが引き出され、それを行動に移せるようになる → 行動
することで自信がつき、次の目標に向けてますますやる気が引き出される」という好循環は、今や自身の
子育てだけでなく、仕事や対人関係にも大いに活かされています。
次はあなたの番です。ぜひ子育てを、そしてご自分の人生を楽しんでください。
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世界をつなぐライフデザインコーチ／CPCC

遠藤良子

Yoshiko Endo

1975年 神奈川県生まれ。
ソニーミュージック、メディアファクトリー、KADOKAWA 等でおよそ20
年従事。仲間と働く喜びを感じながらも就業中、好きな場所で身軽
に仕事をすることも諦めきれず、コーチングとリーダーシップを学び、
コーチング300時間以上、リーダーシップ200時間以上のトレーニン
グを終え2015年 CPCC を取得。その直後、中国・天津に転居。現在
はコーチングと並行して、色彩やファッションなどのオリジナルワーク
ショップを北京・上海・東京・ほかアセアン諸国でも行っている。今後
は天職創造や SDGs などの啓蒙やワークショップも行う予定。誰か
がエッジを超えることを応援すると同時に、自身も常にエッジを超え
ることに挑戦している。
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コーチ

丸本 昭
ギャラップ社認定ストレングスコーチ
国際コーチ連盟（ICF）アソシエイト認定コーチ
ホワイトボード・ミーティング®アドバンス認定講師
1963年生まれ。
自治体職員として組織風土改革や人材育成に携わり、人事担当とし
て、評価のためではなく強みを伸ばすための人材育成型人事評価
制度を構築。また、児童福祉担当係長・保健センター所長として、児
童虐待や DV など課題を抱える家庭への支援に携わる。
人事担当だった2007年3月からコーチ21（現在のコーチ A）でコーチ
ングを、日本ファシリテーション協会でファシリテーションを学び始め
る。
2014年2月、米国に渡りギャラップ社でストレングスファインダーを使ったコーチングを学び、ギャラップ社認
定ストレングスコーチの資格を習得。クライアントの強みを活かしたコーチングを得意とする。
2018年4月、コーチとして人の成長を支援すること、組織の人材育成を天命と感じ、プロコーチ、研修講師と
して独立。福祉・医療・教育といった対人支援をする人の支援をライフワークとしている。
コーチングの特徴
「強みを活かす」
米国ギャラップ社のストレングスファインダー®を活用した強みに基づくコーチングを得意としています。強
みはその人の考え方・行動の特性であり、自分では自覚しにくいもの。しかし、強みとして活かすことでより
早く、より効果的に目標に到達することができます。また、自分を知ることで、自分と上手につきあえる「自
分の取り扱い説明書」が手に入ります。
「自己基盤を整える」
「やるべきことがわかっているのに動けない」「周囲の人やものごとに振り回される」。多くの場合、その原
因は自己基盤という人の土台にある感情、ものの捉え方などにあります。また、自分の強みを活かそうとし
たとき、その特性がパワフルであればあるほど、土台がしっかりしていないと自分の特性に振り回されて上
手く扱うことができません。セッションの中では、ゴールに向かうと同時に、その人の自己基盤を整えること
を大切に扱います。
コーチからのメッセージ
「ありたい未来を一緒に描き、強みの上にそれを築く」
私のストレングスファインダートップ5は、「最上志向、未来志向、戦略性、個別化、収集心」です。
あなたにとって「考え得る最高のありたい姿、ビジョン」を一緒に描き（最上志向×未来志向×個別化）、あ
なたが持つ強みをベースに（最上志向×個別化）、そこに向けたベストの道筋を一緒に創りだしていきます
（最上志向×戦略性）。やり方はそれぞれに違います。セッションで感じたことを加味しながら、あなたが最
も力を発揮できる方法で一緒に進みましょう（収集心×個別化×戦略性）。
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挑戦する 30-40 代の『勝ち筋を描く』ビジネスコーチ

森 琢也
中小企業診断士
LEGO®SERIOUS PLAY®トレーニング修了認定 ファシリテーター
GCS 認定プロフェッショナルコーチ
大学卒業後、(株)デンソーに入社し、約10年間経営企画や事業企画
に従事。25歳で中小企業診断士試験に合格し、2011年から大手資
格予備校にて、中小企業診断士講座の講師を務める。現在はコン
サルタント・プロフェッショナルコーチ・研修講師として活動中。企業・
各種団体向けコーチングセミナーでは毎回参加者満足度8割以上獲
得。上場企業から中小企業まで、会社規模を問わず、働く人の気づ
きや成長を引き出しながら経営支援を行っている。
私は、よく周りの方から、「そつなく順調に人生を歩んでいそう」と言
われるのですが、実際は多くの挫折を経験してきました。また、親の離婚等、辛い体験も乗り越えてきまし
た。幼い頃は、「出来たこと」より「出来ないこと」のほうが多く、逆上がりや二重飛びが全く出来ず、かけっ
こもビリで、歌を歌えば音痴。もちろん、勉強も得意ではありませんでした。
一方で、司馬遼太郎の小説が大好きで、志や想いを持って、大事を成す登場人物達に強い憧れを頂いて
いました。それゆえ、将来「何者」かになりたいとがむしゃらに人一倍努力をしてきました。大人になってか
らも、働きながら中小企業診断士の資格を取るなど、自分なりにジタバタと努力をしていました。
資格取得後、希望がかなって部署異動したのですが、そこでは優秀な上司・同僚に囲まれ、徹底的に数字
とロジックを求められ、激務に追われる日々となりました。私は本当に仕事が出来ず、関係部署に迷惑を
かけ、叱られ、怒られ続けました。夜も眠れず、通勤中は吐き気でうずくまり、昼はうどんも喉が通らず、休
日も仕事のことで頭がいっぱい・・・。自分に対するちょっとの自信も信頼も、いつの間にか空っぽになって
いました。
ただ、「これも勉強だ」と自分に言い聞かせて、ギリギリのところで堪えていました。「この仕事向いてないの
かな」って薄々感じつつ、半端に投げ出すことも嫌だったり、その勇気が無かったりしたのです。
そんな時期に、コーチングに出会いました。元々、老若男女問わず2人で飲みに行くと、いつの間にか聴き
手に回り、相手が泣き出すという経験を多くしてきました。ゆえに「結構向いているかもな」、と軽い気持ちで
この世界に入りました。
学び始めるとまずは自分自身に対して、様々な「問い」や「気づき」が生まれました。たとえば、「『これも勉
強だ！』って思いながら仕事に耐えているけど、いつまで続けてるつもりなんだろう」「どんな時に自分は生
きがいを感じるのだろう？」といった感じです。
転職活動に向けて、初めて客観的に、今までの自分の仕事を棚卸して具体的な数字をあげながら職務経
歴書を書くこともしました。書きあげたものを、少し客観的に、眺めるように読んでみると、、、驚きました。
自分のことを「ダメだ」と決めつけていたのですが少し異なって見えたのです。
「結構、大きな仕事してたな」、と。
実際に、転職活動もしてみたのですが、更に驚くことに、面接を受ければ必ず受かる、という幸せな状況で、
沢山の企業が内定をくれました。その中には就職活動の際に門前払いされた外資系コンサルティング企
業もありました。結局、さらに考え直して、それらの企業にはお断りをしたのですが、自分の価値を自分が
一番低く見積もっていたことに心底驚きました。
プロフェッショナルコーチとして活動を始めて、自分と似た方は多いなと感じています。様々なことに挑戦し
ているけれど、高い壁に阻まれ自信や自己肯定感を失っている人、方向性が定まらず将来に不安を抱い
ている人、本当は現状に疑問を持ちながら打破できずにいる人 etc。みなさん、なかなか身近に話し相手
や相談相手もおらず、ご自身の中で抱え込みがちです。
私のコーチングを受けることで「自己認識が大きく変わった」「道が拓けた」「方向性が定まった」と言って頂
ける機会が多く、今後より多くの方に貢献していきたいです。
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"自分迷子"の方 専属ライフコーチ

石原瑶子
・国際コーチ連盟 アソシエイト認定コーチ（ACC）
・ライフコーチワールド®認定ライフコーチ
1990 年長崎生まれ。大分在住。3 人兄弟長女。一番になれという父、
何でもできる子と評価する母のもと育つ。幼少期に父が浮気、2 千
万円の借金が発覚。母が隠れて泣く姿を目撃。自分が両親を助け
なければと思い、誰からも良い子と言われるために行動する。中 2
のとき盲腸で入院。我慢と誤診で発見が遅れ、腹膜炎。「2 日遅け
れば命がなかった」と緊急手術が決まる中、「前の病院の先生を責
めないで」と良い子に振る舞う。その後、両親の願いを叶えるため、
医師を目指すが高校で挫折。担任の勧めで、看護の道へ。ICU 配
属。動脈瘤破裂の患者が目の前で死亡。自分も、と危機感を持つ。死ぬ前に自分らしく生きたいと望み、
自分自身と向き合い始めるが" 自分がどうしたいか "わからず焦り、鬱に。薬に頼るが、変化はなく「自分
で人生を変えるしかない」と覚悟。ライフコーチングに出会い、「他人の評価」を基準に生きている自分に気
づく。選択の基準を【自分がどうしたいか】に変え、2019 年ライフコーチとして独立。クライアントは、自分の
中に答えがあることを信じ、自分基準の選択をすることで、婚約・出産・キャリアアップ・マンガ連載などを実
現している。
コーチからのメッセージ
はじめまして。
本当の自分を取り戻したい方専属ライフコーチの石原瑶子です。
ライフコーチングを通して、あなたが「本当の自分」で生きるお手伝いをしています。
一人一人が自分と向き合い、自分自身を知って認め、自分の幸せを大切に人生を創っていく。そんな世の
中になれば、もっと豊かな世の中になっていくと思っています。
私自身、長い間、世間一般の常識や他人の評価などの第三者目線を軸にして生きてきました。そして、第
三者目線に自分を寄せて、自分の気持ちや感じたことをおざなりにし、次第に「自分がどうしたいのか？」
「どんな人生を生きたいのか？」「何が好きなのか？」さえわからなくなっていきました。
毎日、モヤモヤや不安で不満いっぱいで苦しかったです。
悩んでいた当時を振り返ると、いつも誰かや何かのせいにして、感情に振り回される。仕事も恋愛もお金も
何もかもがうまくいかない。そんな状態でした。
ですが、ライフコーチングを通し、自分と向き合うことで、私自身を認められるようになりました。
他人の評価を得るために寄せた自分ではなくて、ここにいるただの自分。
それがありのままの自分だと思っています。
他人のために、誰かや何かになろうとするのではなく、自分自身という存在を知り、ただ今ここの自分を認
めていくこと。
そして、自分がどうしたいのか、どうありたいか？自分に問い、そして自分の答えを大切にすること。自分
の答えに責任を持って生きること。
これだけで人生はすべて上手くいくようになっていることを知りました。人生はシンプルで簡単です。
私は今、昔の私のように悩むクライアントのサポートをさせていただいています。企業での講演や市民講座
でのお話の機会も頂き、コーチとして活動できるようになりました。
昔、思い描いていた以上の理想の人生を生きています。一例を挙げると、好きな時に好きな人にフラッと会
いに行くことができますし、毎月のように旅行に行くことができています。欲しいものを値段を気にせずに買
うことができるようにもなりました。私以上に私のことを大切にしてくれるパートナーもいます。
自由に人生を選ぶことができる。これは私だけに起こることではなく、本当の自分を生きた時、誰しもできる
ことです。
あなたなら大丈夫です。あなたなら、理想の人生を生きることができます＾＾
ぜひ、あなただけしか生きられない幸せな人生をコーチの私とパートナーシップを組んで実現しませんか？
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ジュニアアスリート専門メンタルコーチ

田辺さちえ
内閣府認証 NPO 法人 マザーズコーチジャパン マザーズコーチ
養成２級講座講師
明治大学卒業後、２００２年サンケイスポーツ入社。阪神タイガース、
ゴルフ担当を経て２００６年フリーとなりアメリカへ。宮里藍、石川遼
などが参戦したアメリカの男女プロゴルフツアーを取材するなか、２
０１０年にはバンクーバー五輪を取材。２０１１年ニューヨーク州で第
一子を出産。イヤイヤ期の子育てと仕事の両立に苦しんだとときコ
ーチングに出会う。「ダメ母の私を変えた HAPPY 子育てコーチング」
（PHP 文庫）では編集を担当。住む地域や子供の年齢、行う競技に
関わらず、スポーツペアレンツの交流を目的とした「スポペア zoom
交流会」主催。
（ワークショップ実績）
ブルックリン虹の架け橋日本語学校
ニューヨークママの会
ニュージャージー州プリンストン日本人会
コーチからのメッセージ
「すべての子どもにメンタルコーチを！」をミッションに、ジュニアアスリートが一生使える「思考力」を身につ
けるお手伝いを行います。
メンタルコーチは、プロアスリートやオリンピック選手という限られた人たちだけのものではありません。
スポーツは「判断力」が勝敗を分けます。 スポーツバカでは、この「判断力」が育ちません。自我が芽生え
始めた小学生から中高生の１０代のうちに、自分で考え、行動していく経験を重ねることで、判断力につな
がる幅広い視野を持つことができます。１０年以上トップアスリートを取材してきた元スポーツ記者の経験
から、世界で活躍する一流選手こそ幅広い視野を持っているとお伝えすることができます。
子どもが、親に言われたから練習を頑張るのではなく 親も、子供が出した結果に振り回されるのではなく
子ども自身がやりたいフィールドで力を発揮するために 私たち大人は何ができるのか。
長期的な子育てのゴールを見据え
親子で後悔しない「アスリート人生」を一緒に描きましょう。
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・米国 NLP＆コーチング研究所公認 プロフェッショナルコーチ
・名古屋商科大学大学院 戦略経営研究所 研究員

ありおか ひでお
・名古屋商科大学大学院 修士（経営学）
1981年香川県生まれ。高校を卒業後すぐ航空自衛隊に入隊。航空
自衛隊に在籍しながら通信制で大学を卒業。卒業と同時に国際航
空貨物の事業会社に入社。その後、電子部品の専門商社で法人営
業を経験。法人営業を経験するなかで、人的資産が企業に与える
影響の大きさを痛感し、現在は、組織開発や人材育成の教育ベンダ
で企画営業を担当。日々、人材育成のあり方を研究しております。
コーチからのメッセージ
私がコーチと出会ったのは、コーチのキャリアを持つ上司から投げ
かけられた素朴な問いかけにより、コーチングの力強さにふれたこととがきっかけです。
コーチングは単なるスキルではなく、クライアントの変容を望むコーチの想いが大切だと信じております。
ビジネスコーチを通じて、クライアントがワクワクする「目標を見つけること」
そして、「ゴールに近づくこと」を全力でサポートさせていただきます。
クライアントの皆さまのたった1度の人生をより豊かにすることが私の何よりの喜びです。
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パーソナルライフコーチ

深澤理恵
・米国 CTI 認定 CPCC（Certified Professional Co-Active
Coach）
Points of You® 認定トレーナー
産業カウンセラー
キャリアコンサルタント（国家資格）
EQGA 公認 EQ トレーナー
MBTI 認定アドバンスユーザー
静岡県富士宮市出身。早稲田大学第一文学部卒業後、大手 IT 企
業に勤務。インターネットプロバイダーの部門にて約15年間販売促
進/広報担当として、会員向け会報誌の企画編集、マスコミ向けプレ
スリリースなどに携わる。育児休職からの復帰後、ひとりひとりの人間と向き合いたいという想いにかられ、
人材公募で社員向け人材育成部門に異動。その後約15年間、人材育成、組織開発に携わる。キャリア開
発、メンタルヘルス、コミュニケーション、リーダーシップ等の研修を企画・登壇。
2014年にコーチングと出会い、2015年プロコーチ「米国 CTI 認定 CPCC（Certified Professional
Co-Active Coach）」資格取得。
2018年12月に30年間勤務した会社を早期退職し2019年より独立。
プライベートでは、５歳年下の旦那、大学生の息子、中学生の娘との４人家族。
コーチからのメッセージ
私は企業の人材育成部門に長く勤務しており、そこでコーチングと出会いました。
コーチングに出会うまでの私は、うまくいかないことがあると「なぜうまくいかなかったんだろう？」「何がい
けなかったの？」と、その原因や悪いところを突きつめようとするだけでした。もちろん、それは問題解決に
なり、次に活かすことはできます。ただ、そればかりしていると、常に悪いところにしか目がいきませんし、
改善はできても、新たな視点や展開を生み出すことはなかなか難しいです。コーチングに出会うことで、「な
ぜうまくいかなかったのか」が「どうしたらうまくいくだろう？」と未来視点で見ることができるようになりました。
そして、自分も他人も元々可能性を秘めた存在であるととらえることができ、人生が楽しく、やりたいことが
たくさん出てきました。
コーチングはまだまだ一般的ではなく、「何を教えてくれるの？」「怪しいものじゃない？」「私はコーチをつ
けるほどの人間じゃない」などとおっしゃる方が周囲にはたくさんいらっしゃいます。肩ひじ張らず、気軽に
コーチングを受けていただき、世の中の多くの方が自分らしさを発揮し、イキイキとした人生を歩んでいた
だくことに自分の力を使いたいと思っています。
特に企業に勤務していると、目の前に起きる様々なことに対処していると人生は過ぎ去っていきます。それ
も人生ですが、それでいいのでしょうか。あなたにはもっとやりたいことがあるのではないでしょうか。自分
の可能性に蓋をしていませんか？
あなたの可能性に火をつけ、もっとあなたらしさを全開にして生きてみませんか？
・一人ひとりの可能性に目を向け、お互いが認め合う世界を創る
・自分のリソースを使い人生を生ききる
をモットーとしています。
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コーチ

山本素子
・International Coach Federation（ICF） 国際コーチ連盟 ア
ソシエイト認定コーチ（ＡＣＣ）
GALLUP 社認定ストレングスコーチ
ＮＰＯ法人ヘルスコーチ・ジャパン認定コーチ
一般社団法人産業カウンセラー協会 産業カウンセラー
福岡工業大学短期大学部非常勤講師
西日本短期大学非常勤講師
関西大学社会学部社会学科心理学専攻卒業。
株式会社岩田屋入社。婦人服部門に所属し、売場での接客販売業
務、商品管理等を行う。その後通信販売部門に移り、電話でのオペ
レーティングと並行して、新人の採用・教育やカタログ製作を担当。ついで社内の新規売場プロジェクトの
立ち上げに伴って婦人服部門に再び異動し、ショップの店長も務める。
株式会社ふくや入社。受注センターでの電話応対指導に従事したのち、同社インターネット販売事業部門
において、自社ホームページのリニューアルを担当。
株式会社ふくや在職中には（財）日本電信電話ユーザ協会福岡支部主催の電話応対コンクール（英語部
門）に出場し、福岡県大会で優勝。
株式会社ふくやを退職後、産業カウンセラーの資格を取得、その直後にＮＰＯ法人ヘルスコーチ・ジャパン
にてコーチングを学び、コーチの資格を取得。福岡工業大学短期大学部非常勤講師、その後西日本短期
大学非常勤講師に就く。現在はコーチ、産業カウンセラー、短大非常勤講師、研修講師（接遇、メンタルヘ
ルス、コーチング、コミュニケーション等）として活動。
コーチからのメッセージ
未だに忘れられない思い出があります。
学生時代、卒論のために訪れていた療育センターで、遊戯療法（プレイセラピー）のお手伝いをしていたと
きのこと。
ある自閉症の3歳の子どもが、私の膝の上にのったまま、部屋から見える空を眺めながら鼻歌を歌ってい
ました。私の膝の上にいるのに、まるで公園のベンチに腰掛けているように。
その子どもにとって私はどんな存在なんだろう、その世界に私は存在しているんだろうか。クレーン行動と
いう、人の手を使って自分の欲しいものをとる、ということはするけれど。その手は果たして「ひと」の手なの
だろうか。悲しいくらいに透き通った青い空を見ながら、そう思ったのです。
でもその子どもが暴れて自分の頭を床にぶつけ続けていた時（自閉症の症状によっては、うまく感情を表
せずに自傷行為を行ってしまうことがあります）、泣きはらしたその子どもと一瞬だけ、目があったような気
がしたのです。（自閉症の症状によっては視線が合わないということがあります。その子どもはその典型で、
目が合う、ということは全くありませんでした）ひょっとしたら、私はその子どもの世界の中で存在できていた
のかもしれない。私と多少なりとも関わることで、「ひとが存在する」という感覚を、育てていったんじゃない
か・・・
たぶんそれが私のこころの奥深くにあるからだと思います。私は「ひと」は、たとえそれがどんな人でも自
分で自分を育てていく「ちから」があると信じています。
コーチングの時もそうです。学生と関わるときもそうです。そして子育てのときも。
それまでの学校生活の中で、自尊心を傷つけられ続けた学生。ほんの少しの成長でも言葉にして伝える
ことで、だんだんと自分を取り戻し、自分を育てていく中で目覚ましい成長を遂げる。
いきなり責任あるポジションについてしまった中間管理職。管理職なんて自分には向かない、早く辞めた
いと言い続ける中、私はただひたすら話を聞き、その辞めたいという気持ちも大切にしながら信じ続ける。
やがてその方は、自分で自分をみつめ、自信はないけどやるしかない、と腹をくくる。
私は、私の関わるひとたちが「自分で自分を育てるちからがある」ことをずっとずっと信じ続け、サポート
するコーチでありたいと考えています。
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伴走家®
日本伴走家協会 代表

磯野 茂
一般社団法人フィールド・フロー認定 スポーツメンタルコーチ
日本アドラー・カウンセラー協会認定 アドラー・カウンセラー
大学卒業後、総合建設会社9年、マネジメント団体16年の実務
経験、12年に渡る障害者スポーツへのボランティア活動を経て
独立。「伴走家」として、障害者アスリートを中心に、メンタルコー
チング、講演プロデュース、家族を含めたカウンセリングを行う
ほか、知的障害のある人たちへの陸上競技指導やマラソン大
会伴走を行う。誰もが生涯スポーツを楽しめる環境、スポーツ活
動を通じてさまざまな人たちが集い協力し合える社会づくりを目
指した活動を行っている。
マラソン指導者・現役マラソンランナー。100km ウルトラマラソン9時間37分、フルマラソン2時間51分の
自己ベストを持つ。
コーチからのメッセージ
私のコーチングの特徴はスポーツメンタルコーチングの技法を用いることです。スポーツメンタルコーチン
グは、あらゆるスポーツにおける、選手・指導者・監督・コーチ・チーム・組織へのメンタルサポートが可能で
す。もちろん、スポーツに全く関係のない方にも効果的な技法であるのがスポーツメンタルコーチングです。
コーチとクライアントとの対話に加え、例えば会議室や広いスペース、屋外などを使って、時間軸・空間軸・
心身（感情・五感・身体感覚など）を使ったダイナミックな体感型コーチングを行います。一度、対面式でセ
ッションを行えば、その後は電話やテレビ会議等でもセッションは可能です。
テーマは、目標設定、モチベーション向上、あらゆる"質"の向上、本番発揮力の向上など多様なテーマが
扱えます。
更には、アドラー心理学をベースとしたカウンセリング的アプローチで、人生や進路、家族・人間関係の悩
みに応じられることも私の特徴です。アドラー心理学とは、アルフレット・アドラー（1870-1937）によって創
られ、後継者たちによって今もなお進化し続けている心理学で、「勇気づけ」の心理学とも言われています。
「勇気」とは、困難を克服する活力、「勇気づけ」とは、困難を克服する活力を与えることです。対人関係、
人と人との出来事に関する問題の対策については、「勇気」と、人と人、人を取り巻く環境との「つながり感
覚」を高めることが大切です。
どうぞお気軽にご相談ください。
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あなたの願いを引き出すコーチ

飯野洋介
・国際コーチ連盟（ICF）認定 ACC（Associate Certified
Coach）
・米国 CTI 認定 CPCC（Certified Professional Co-active
Coach）
パフォーマンス・エンハンスメント・コーチング by Dr.
Tomabechi & Louis E. Tice™ 認定コーチ
TPI ジャパン認定 TPIE ファシリテーター
BWF インターナショナル認定 PX2 ファシリテーター
Points of You® Explorer 認定（国際資格）
リフレクションカード® ファシリテーター
大学卒業後、
自動車部品メーカーにて海外営業ほか５年、
法務職を志し司法試験受験専従期間を経て、
構造改革特区を活用して設立された株式会社立大学にて法務職５年、
自動車リース会社にて法務職６年。
2013年、衝撃的な体験とともにセルフコーチングを経験。それまでは自分のキャリアアップのための利己
的なツールとしてコーチングをとらえていたが、この体験以降、社会に自己変革の価値を提供するに最適
な利他的ツールとしてコーチングをとらえるよう変化。
以降、最新の認知科学に基づく科学的コーチングの習得および実践的なトレーニングを重ね、2014年に
自身のコーチングブランド《テレオロジカルコーチング》を立ち上げ、2016年にプロコーチとして独立。
コーチからのメッセージ
社会人となってから最初の５年を除き、ひたすら自分のやりたいことを追求し続けています。コーチングの
世界に飛び込む際には、それまで天職と信じていた法務職を投げ打ちました。どちらかというとビビリの僕
ですが、人生の決断においては未知への挑戦を楽しんでいます。
未知に期待するがキーワードです。
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人生を喜怒哀楽から学び創るコーチ／コーチングコア主宰

斉藤知江子
東京都在住
・国際コーチ連盟 マスター認定コーチ（MCC)
・米国 CTI 認定コーアクティブコーチ（CPCC）
国際ＮＬＰ協会認定プラクティショナー
ウェルネス キネシオロジー プラクティショナー
からだの声を聞きなさいスクール修了
レイキセラピスト
臨床検査技師
1960年生まれ。3歳まで大阪、その後東京育ち。
1982年大学卒業後、東京女子医大病院消化器病センター血液検
査室に臨床検査技師として勤務。その後、本当に興味を持っている
のは人そのものであることを実感し、コミュニケーション研修会社に
て研修講師、スーパーバイザー業務に携わる。
1989年より系列の人間ドック専門クリニックにてチーフマネージャー。
1992年、子育てのため退職。一女一男の母となる。子育てに悩みを抱えたことからコーチングを受けはじ
め、その後自分自身も勉強開始。
1998年 コーチとして活動を開始。
2000年 コーチ21（現コーチエィ）にて4年間コーチ養成に携わる。
2010年 古来日本人のしあわせ観について学ぶ「仕合わせるプロジェクト」の活動開始
2018年 元医療従事者かつプロコーチであることを活かし、「こころのひと休み保健室」活動開始
2020年 こころのひと休み保健室主催『私の生き方連絡ノート』を書こう会プロジェクト開始
2021年 オンラインコーチング道場「以心伝心」師範
2022年 自分らしい「生き」「死に」を考える会理事就任
パーソナルコーチングでは、企業の管理職エグゼクティブコーチング、人生の転機を迎えている方、人間関
係に悩みを抱える方、コーチを目指す方などが多い傾向にあります。活動分野は教育関係が多く、近年は
厚労省の提唱するアドバンス・ケア・プランニング（ACP：人生会議）である、「逝き方」から「生き方」を考え
る『私の生き方連絡ノート』を書こう会を定期的に開催。新宿区教育委員会家庭教育ワークシートプロジェ
クトメンバー。幼稚園から大学までの PTA 家庭教育学級、小学校全教員丸ごとコーチングサポート、小学
生への授業、自治体主催の親子のコミュニケーションワークショップ、女性セミナー、私立大学エクステンシ
ョンカレッジ講師、企業管理職向けコーチング研修などを担当しています。
その他プロジェクト
・元病院技術職かつコーチの経験を活かし、患者さん・そのご家族や、企業内での本音を語れる安全安心
な場創りとして「こころのひと休み保健室」として活動。
・日本古来のしあわせ観を次世代に伝えることを願って仲間と共に「仕合わせるプロジェクト」を運営。
【コーチングを学んだきっかけ】
それは子育てに悩んだことでした。想像を超えた大変さ、自分が理想とする母親像と自身とのギャップの大
きさに、自分を責めたり子どもにきつく当たったり、毎日がつらくて仕事に逃げたり、八方ふさがりで悶々と
していました。1997年にコーチングを受けるクライアントとしてスタートし、自分自身もコーチとしてクライア
ントさんと出会い、学び続ける中で、今は悩みがあろうが葛藤があろうが、長所短所合わせて丸ごとの自
分をしあわせにするようになりました。随分と、表面に見えていることに振り回されなくなってきたものだ、と
感慨深いものがあります。20年以上コーチとして仕事を続けるということも、当初は想像だにしていません
でした。人生には葛藤やままならないことがあって当たり前。大切な人と大切な自分、大事にしたい仕事と
家庭、理想と現実、相反することの狭間にたって四苦八苦することもあるでしょう。そんな中でもその根っこ
をちゃんと観て、問題に巻き込まれるのではなく、創り出したい未来に焦点を当てて、あなたらしく在りたい
ように生きていく…その道すじを、私は共に味わいながら歩き、これまで学んできた様々なリソースを、あな
たにとってちょうどいい塩梅に仕合わせて関わります。人生を喜怒哀楽から学び創り、益々充実して味わ
い深く、バランスのとれたものにしていきましょう。そのために必要な変化・変容を促進します。
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東レ経営研究所 人材開発部シニアコンサルタント

手計仁志
・生涯学習開発財団認定コーチ
・日本産業訓練協会マネジメントトレーニングプログラムインストラク
ター
・日本サッカー協会公認 D 級ライセンスコーチ
1976年埼玉県生まれ、横浜市在住。早稲田大学政治経済学部卒
業。東レ株式会社にて先端素材の法人営業や中国市場開拓を担当。
上海在住時にコーチングに出会い組織マネジメント開発に携わる。
2017 年より現職。専門分野は中国経済・東洋哲学研究、コーチン
グによるリーダー開発。週末は少年サッカークラブのコーチ業に従
事。
コーチからのメッセージ
私のパーソナルコーチングは東洋哲学をベースにしています。自分自身の生き方、価値観、譲れないもの
などについて棚卸をし、そこから新たな気付きを得て、周囲の人や社会全体と調和しながら影響力を発揮
していただくことを支援します。「この世の中に何をしに来たのか」私自身もパーソナルコーチからいただい
たこの問いを大切にしつつ、クライアントの皆さんの人生の目的を一緒に探し、行動の第一歩をサポートい
たします。どうぞお気軽にご相談ください。
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"自分のゴール"を大切に生きたい人専属ライフコーチ

福岡正一
・国際コーチ連盟アソシエイト認定コーチ(ACC)
・ライフコーチワールド認定オンライントレーナー
・某大手情報通信建設業会社(1992〜2018)
・アマチュア野球審判(1992〜)
・サハラマラソン2014,2015完走
・イラン・シルクロードウルトラマラソン2018完走
・銀座コーチングスクールプロフェッショナル認定コーチ(2015
〜)
・ライフコーチ(2017〜)
1970年 熊本市生まれ。
小3から大学まで野球部。広島カープ衣笠選手の連続試合出場世界記録に憧れ、幼稚園から高校まで無
欠席。担任に「人の言う事は聞かないが、自分の決めたことは必ず守る奴」と言われる。
大学卒業後、野球の審判をするため、年の1/3以上が休みの建設会社へ就職。20代で大学野球の頂点
である明治神宮大会出場。後に、TOEIC285点ながら、米国審判学校へ留学を決断し、渡米。途中、プロ
から3度スカウトを受けるが、先に人生のゴールが見出せず、辞退。
会社では工期を1/2にする設計手法の確立、社内株主を1日で500人集める実績を残すが、常に前例の
ない手法を誤解・批判され、10回以上の望まぬ異動で万年平社員。
2004年、父の借金２億円が発覚。返済中、父の半身麻痺、癌を看病しながら7年で完済。その後、夢の"
マンション購入"や世界一過酷な"サハラマラソン出場"を実現。どんな状況でも"自分のゴール"を決め、す
べて達成。次のゴールはジャングルマラソン完走。現在はライフコーチとして、「自分の人生のゴールにこ
だわり、納得した人生を生きたい人」を応援している。
コーチからのメッセージ
こんにちは。ライフコーチの福岡正一です。
僕は長い会社生活の中で常務クラスから社員、派遣社員、グループ会社の経営者、労働組合まで、組織
運営に関することやプライベートのことなど、関係者数百人の本音を聴きながら過ごしてきました。会社の
危機や問題を抱えた事業所へ特命を受けて陣頭指揮を取らせていただく機会もありました。そこでは、人
それぞれが深い悩みを抱えていることを知ることができました。
その他、アマチュア野球最高峰での審判3,000試合で全国から地方まで数多くの名将や選手と出会い、
そこでは多くの指導者が持つ考え、企業スポーツの在り方や、時代とともに変化していく若者の思考を目に
してきました。
そして、僕自身の挑戦としましては、サハラ砂漠250km を１週間、自給自足で走破するサハラマラソンを２
度完走。その後はイランを訪れ世界一暑いシルクロードのルート砂漠250km を完走。そこでは、それぞれ
が"同じゴールを違う目的で"目指すことに居心地の良さを感じ、あるステージで水が切れてしまい、通りが
かりの日本人選手に勇気を出して声をかけ、ボトルに４cm しか残っていない水を分けてもらった時には、
自給自足という名の下、ワンマン気質の僕が仲間に頼ることの重要性を知ることができました。
何事も諦めずに自分が決めたゴールをすべて達成してきたことから、立場を問わず、チャレンジしてどうし
ても何かを達成したい人からのお問い合わせが多くあります。
どんな立場の人であっても、どんなシーンであっても思考はシンプル。
「あなたがどう在りたいのか？」
僕は、自分の責任で納得した人生を送りたい方が"自分のゴール"にたどり着くまで、全力で共に居続けま
す！
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キャリアコンサルタント、コーチ、メンター、研修講師

櫻木友紀
国家資格キャリアコンサルタント
国際コーチング連盟 認定コーチ（ACC）
銀座コーチングスクールプロフェッショナルコーチ
Points of You エバンジェリスト
Mentor For 公式ウィメンズキャリアメンター
1971年東京生まれ、小４～高校卒業までの8年間を米国で過ご
したバイリンガル。
幼少時から薬に携わることを夢見て東京理科大学薬学部に入
学。
内資系企業正社員、専業主婦、派遣社員を経て外資系製薬企
業でワーキングマザー女性管理職としての勤務経験あり。
規制当局での業務経験後、製薬業界に戻るか、自分にしか出来ない、自分だから出来る仕事を探すか模
索する中で、キャリアコンサルタント、コーチ、メンターの職を知る。
自分が抱えていた仕事と家庭の両立に悩んだ日々、家庭や人間関係の悩み等を振り返り、当時の自分の
ような人に寄り添いたいと、人材支援の道に進むことを選ぶ。
保育園転園→小1の壁→学童脱出→中学校受験→反抗期バトルを乗り越え、大学受験を控えた高校生男
子の母。
キーワードは、「海外×管理職×子育て」
コーチ＋キャリアコンサルタント＋メンターとしての専門性、ワーキングマザー管理職として企業で働いてき
た経験、帰国子女ならではのバイリンガルの強みをもとに、個別セッションや研修等を通じて、新たな一歩
を踏み出すお手伝いをします！
櫻木友紀コーチからのメッセージ
＜個人の方へ＞
キャリアを育む中で、誰しも何かしらの壁にぶち当たることがあります。
特に育児や介護、文化の違い、会社内での人間関係など、四方八方塞がれて、逃れられず、息苦しいと感
じることもあるのではないでしょうか。
そんな時に、安心して話が出来る場となりたい。そんな気持ちで、お待ちしています。
周囲のことだけではなく、本当は自分がどうしたいのか。
自分のことだけを見つめる時間を持ってほしいと思っています。
そして、対話の中からご自身なりの次のステップを見つけ、今より一歩、踏み出してみませんか？
＜法人の方へ＞
組織開発、社内の人材育成に、もっと社外の専門家を活用しませんか？
社内では自分の弱さやキャリアの悩みを正直に上司などに話すのは、なかなか難しいのが現状です。特
にポジションが上がっていけばいくほど、相談相手も減り、組織をどう動かしたいのか、将来を見据えた話
が出来る相手も激減します。安心安全に話ができ、また社外の視点を持ったプロとの対話の時間を取るこ
との有用性が理解され、社外コーチ／キャリコン／メンターと契約する企業も増えてきています。
社外としての関わり方は色々ご提案可能ですので、一度ご相談ください。
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コーチ

油井秀人
・国際コーチ連盟アソシエイト認定コーチ
・（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
・LEGO® SERIOUS PLAY®メソッドと教材活用トレーニング修了
認定ファシリテータ
・心身統一合氣道初段
1986年 IT 系企業に入社。SE として多くのシステム開発に携わり、
2007年に社内の情報セキュリティ対策推進を任され、コスト部
門における部下のモチベーションアップ等に悩み辿り着いたの
がコーチング。
2010年よりコーチ21（現：コーチ・エィ）の CTP(Coach Training
Program)でコーチングを学び始めるものの、組織内ではこのコ
ーチングも質問ではなく、詰問になりコーチング嫌いを多数輩出。その後、ICF マスター認定コーチ 谷口貴
彦氏に師事し、基礎から学び直す。
2017年グループ会社の研修企業も兼務となり講師としてマネージメント研修、キャリア研修を担当する。同
時期にコーチの副業申請をおこないプロとして活動を開始。
こんにちは、コーチの油井秀人です。
ここ数年、合氣道にハマっています。合氣道は相手の力を使って投げる、なんて聞いたことありませんか。
高段者は確かにそうです。あれれっ、ていう間に投げられています。けど、白帯の習い立てではそうはいき
ません。どうしても力が入るんです。だって、投げるには、力を加えればビューンて速くいきそうじゃないで
すか。違うんです。相手の心を知って、相手の氣を尊び、相手の立場に立てば、自ずと転がってるんです。
不思議です。合氣道の稽古をしていると、あぁ、これってコーチングと同じだと考えることがよくあります。相
手の話を聴かなきゃとリキんでしかめっ面していたり、いい質問しなきゃと話を聴いてるふりして質問を考え
ていたり。マネージメントもそうでした。自分のやり方を押し付けて、なぜもっと早く出来ないんだと、イライラ
してみたり。どれも、人間の本質に触れている気がしています。合氣道では師範に触れてもらいながら投
げるといとも簡単に投げられます。コーチングという時間をともに過ごすことにより、ゴールに早く到達したり
期待以上の成果をあげたりする、そんなコーチでありたいですし、コーチがいなくともそういった人生を歩む
人になるよう関わりたいと願っています。
ゴールへ到達しようとの試みにこそ、栄光はある。
- ガンジー -
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元気が出るコーチ

木村和宏
・国際コーチング連盟（ICF）認定コーチ（ACC）
・米国 Gallup 認定ストレングスコーチ
・一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
・米国 PMI 認定 Project Management Professional
・２級愛玩動物飼養管理士
1964年愛知県豊橋市生まれ
早稲田大学法学部卒業後、IT 企業にて情報システム開発に携
わる。
約10年間システムエンジニアとしてアプリケーションプログラム
の設計・実装に従事した後、組織的な品質保証の仕組みの確
立および運用に携わる。2009年より、プロジェクトマネージャとし
て活動。2017年、ワーク・エンゲイジメント向上の取り組みを開始。
現在は、所属 IT 企業にて社員の育成を担当する傍ら、モチベーションアップ、チームビルディング、サーバ
ントリーダーシップといったテーマを中心に、コーチングを行なっている。
コーチからのメッセージ
プロジェクトマネージャとして活動していた頃、プロジェクトのゴールに向かって計画を立て、実行をコントロ
ールしていく中で、特に意識して来たことは、メンバーの自発的な活動を重視してメンバーの活動が上手く
行くようにサポートするということでした。プロジェクトメンバーのほとんどが、私よりも IT スキルが高い人た
ちばかりでしたから。サーバントリーダーシップの実践の一つと言えるでしょう。
コーチになろうと思ったきっかけは、次の３つでした。
第一の要素は、一緒にプロジェクトを遂行したこともあり、時には協力し合い、時には衝突しあった同僚か
らの一言でした。彼のプロジェクトマネジメント力は当時からは、私も尊敬していたのですが、その彼が、
「あの人（木村）がいると元気が出てくる」と言って下さっているということを人伝てに聞き、この一言がずっ
と頭の中に残っていました
第二の要素は、ストレングスファインダー®との出会いでした。強みに着目し、強みを生かしてパフォーマン
スを上げて行くという考え方に共感し、個々の強みを生かすことで、人を元気にするということに携わってい
ければどんなに素晴らしいだろうと考えました。
因みに、私の強みは、原点思考®、ポジティブ®、調和性®、学習欲®、責任感®です。
第三の要素は、牧羊犬（シープドッグ）のトレーニングでの経験とコーチングとの接点でした。仕事ではあり
ませんが、７年程前から、ほぼ毎週のように牧場に通い、牧羊犬のトレーニングを行なっています。この牧
羊犬トレーニングを行う中で気づいたことがあります。シープドッグトレーニングにおいては、犬を元気づけ、
その上で犬自身が人と共に働く喜び・意義に気づくことが重要であり、そのために犬に対して実施しなけれ
ばならないのは、ティーチングではなくコーチングなのだと。言わば自分の生活の一部となっているこの活
動が、まさにコーチングと繋がっていたというわけです。
これらの要素が絡み合い、人を元気にするコーチとしての活動を自分のライフワークにしようと考えるに至
りました。
元気が出て、物事に取り組むことへのモチベーションが上がり、人生を豊かにする、そうしたことにお役に
立ちたい思っています。
※ストレングスファインダー®、原点思考®、ポジティブ®、調和性®、学習欲®、責任感®は米国 Gallup 社の
商標です。
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思考整理の案内人

福田雅人
・銀座コーチングスクール 認定コーチ
建築系…１級建築士、１級建築施工管理技士、１級管工事管
理技士 など
情報系…文書情報管理士１級 など
上記の他、更新停止分を含めると２０を越える資格を取得
「思考整理の案内人」
これは、現職で私のメンターだった先輩社員が付けてくれたタイ
トルです。
海外プロジェクトで豊富な経験を持つ通信技術者であると共に、
人事畑で豊富な知見を持つ先輩社員は、当時、経験のない新
任人事部長である私の指南役。
その指南役から観て、建設業界、IT 業界を経て、通信建設業界にやってきた私は異質に映ったようです。
１０年近く傍で観察して付けてくれたタイトルが「思考整理の案内人」です。
二度の転職で、ゼネコン、SIer、通信建設と、全く異なる業界、異なる規模の会社で、その都度、新しい業
務を経験。
・中堅ゼネコン(一部上場)に２５年
現場監督、工務部門から、委託研修生として早稲田大学大学院理工学研究科に内地留学し、その後、
技術研究所で環境工学的研究に従事。
エリート集団を自負する組織にあって、いずれ潰しの効かない社会人に陥ることを危惧し、自ら希望して
プロフィット部門に異動し、当時の言葉でいうＯＡ化・ＣＡＤ推進、ＩＳＯ構築・運用管理に従事。
・小規模ＳＩｅｒに６年
新規事業としてのケータイコミュニティサイト「魔法のｉらんど」の初代プロデューサーを務める。
当時一世を風靡したケータイ小説発祥サイトであり、同時に、ガラケーの着メロ、待受画像という懐かしい
ビジネスモデル全盛の時を過ごす。ガッキー（新垣結衣）が日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した映画
「恋空」の原作も、このサイトから。
・中堅通信建設会社に１3年(現在も高齢者再雇用で継続勤務中)
経営管理部門の副本部長として、人事・総務・法務・ＩＳＯをマネジメント。定年延長を満了して高齢者再雇
用を機に、プロフィット部門で人材育成支援、業務改善をアシスト中。
・ソーシャルグッドとして、 発足当時から、シニアのリライフを支援する「NPO 法人リライフ社会デザイン協
会」に参画して理事を務め、2018年11月に退陣。
2018年2月から、日本の未来を託せる子どもの教育ソーシャルビジネス「SANTA.LLC」に参加
2018年3月から、企業システムのユーザー自身によるＩＴ利活用に基づくビジネス革新に寄与する「ＢＳＩＡ：
特定非営利活動法人ビジネスシステムイニシアティブ協会」の企画委員会に参加。
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Ｐａｎ Ｐｒｏｃｅｅｄ 代表

山本敏行
・ICF 認定資格アソシエイト・サーティファイド・コーチ（ACC）（国
際コーチング連盟：ICF)
・銀座コーチングスクール認定プロフェッショナルコーチ
銀座コーチングスクール福井校講師
２０１２年よりコーチを始め、およそ４０年にわたる、製造業での
管理職、資格取得、両親の介護、スポーツ、起業、副業、など
の経験をもとに幅広い分野でのご依頼を受けています。
50代になって、マネージメントの壁にぶつかりコーチングを学び
始めました。女性とシニアだけの部署マネージャーとして、産休、
育休、時間休、を進め１月に一人当たり９００分の時間削減を達
成し、周りの部署からも、『彼女達の目が輝いているね』と評価を受けるモチベーションの高いチームに変
貌させる。
２０１８年、定年を機に、ものづくりとひとづくりの Pan Proceed 設立。
近年スポーツ界でのパワハラ問題やスポーツ選手の引退後の働き方に疑問を感じ、日本スポーツコーチ
ング協会北陸支部を設立。日本スポーツ協会の指導者更新研修を行っている。
学童野球の監督のコーチを行い、４０年間一度も優勝をしたことがなかったチームを、地区大会で３度の優
勝、県大会への出場も果たした。子供たちの成長、主体的な練習や行動、声掛け、試合の時の『子供たち
目の輝き』にスポーツコーチングの有効性と未来のスポーツ選手としての活躍を信じている。
２０２０年１月より、銀座コーチングスクール福井校の講師を拝命。コーチングを広めることにより 『目を輝
かせて行動する』 人を育てたいという思いでコーチの育成に取り組んでいる。
その他、ビジネスコーチングセミナー、スポーツコミュニケーションセミナー、ものづくり標準化セミナーなど
を開催、セッション勉強会など、コーチングの学習の場を主催している。
コーチからのメッセージ
『すべての事には理由がある』 良い事、悪い事、自分の進んで行く道には、いろいろなことが起こります。
この言葉を思い浮かべ、『自分を信じる力』をもって、『目を輝かせて』前に進んでいきましょう。
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家族のためにがんばり続けているあなたのライフコーチ

大坂和美
・国際コーチング連盟アソシエイト認定コーチ（ACC）
・ライフコーチワールド（LCW）認定コーチ
国立市食物アレルギーサークル「にこにこ」主宰
11982年生まれ。食物アレルギー児２人含む３児の母。大手企業勤
務の父と専業主婦の母の元に生まれ、国立の中高一貫校に進学、
一橋大学に現役合格。卒業後はリクルートグループへ就職。営業・
人事を経て、28歳で結婚・出産。夫の中国単身赴任中、第一子が1
才の誕生日を祝った翌日にアナフィラキシーショックで救命救急セン
ターに緊急搬送。生死を彷徨う。医師から「当院で過去一番重症」と
告知。保育園入園拒否により、キャリア継続を断念、専業主婦へ。
第二子も重篤な食物アレルギー発症。
「自分のことは子どものあと」と治療に専念するも成果なし。社会復帰の目途も立たず、「アレルギーさえな
ければ」と子どもを責める自分の声を聞いた時、「このままじゃ、子どもも私もダメになる」と思い、ライフコー
チをパートナーとして人生を再構築することを決断。自分と向き合う中で、子ども達のありのままを受け入
れ、共に幸せに生きるためには、自分を犠牲にして家族のためにがんばるよりも、自分も家族も大切にす
るほうがうまくいくことを実感。現在は、ライフコーチとして、自分よりも家族のためにがんばり続けている人
が、自分も家族も大切にしながら、望む未来を実現することをサポートしている。
コーチからのメッセージ
はじめまして。ライフコーチ大坂和美です。
私は、家族のためにがんばり続けるうちに自分を見失ってしまった方を、パートナーとしてサポートさせて
いただいています。
もともと私自身、第一子に命に関わるレベルの食物アレルギーが発覚し、保育園入園を拒否されたことか
ら、会社を退職。専業主婦となり「自分のことは子どものあと」と治療に専念していましたが、経過は良くなく、
社会復帰の目途も立たない状況の中で「こんなはずじゃなかった…」という無力感に苛まれていました。
家族も大切だけど、自分も大切にしたい。でも、どうしたら良いのかわからない。
そのモヤモヤした気持ちの矛先が子どもに向かい、子どもの成長すら喜べない自分を発見した時、「この
ままじゃ、子どもも私もダメになる」そう痛感したのです。
そんな時、救いを求めて出会ったのがコーチングでした。自分と向き合い始めたことで、私の人生は大きく
変わりました。
・自分が何にモヤモヤを感じているのか
・本当はどうしたいのか
心の奥に眠る自分の声を聴いて、自分が望む未来、進んでいきたい人生を描くことができるようになりまし
た。そして、その未来に向かって少しずつ行動していける自分になりました。
何より、自分も家族も大切にする道があると知ったのです。
こんな経験をしたからこそ、家族のためにがんばり続ける方の孤独が、本当によくわかります。そして、私
自身が今も自分自身と向き合い続け、自分の人生を創っている真っ最中！だからこそ、上から目線ではな
く、あなたの気持ちに寄り沿うことができると自負しています。
今のモヤモヤした気持ちを、そのまま持ち続けていくのも、あなたの選択。一歩を踏み出すのもあなたの選
択。その選択のひとつひとつが、あなたの未来に繋がっていきます。
あなたも、私とのパートナーシップで、自分も家族も大切にしながら、自分らしく望む未来を実現しません
か？
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一般社団法人ビジネスファシリテーション&コーチングカレッジ®／パ
ートナービジネスファシリテーター&コーチ®プロフェッショナル／グラ
フィック&レコーディングスタイルファシリテーター／一般社団法人日
本ユニバーサルカラー®協会 色彩心理認定講師／学校法人創志
学園クラーク記念国際高等学校 講師／首都大学東京オープンユ
ニバーシティ 講師

阿部聡子
(一社)ビジネスファシリテーション&コーチングカレッジ® 認定ビジネ
スファシリテーター&コーチ®プロフェッショナル
・(一財)生涯学習開発財団 認定コーチ
(一社)日本ユニバーサルカラー®協会 クリスタルカラーセラピー®テ
ィーチャー
(公財)こども教育支援財団 学習心理支援カウンセラー
東京商工会議所 カラーコーディネーター検定1級(第2分野 商品色彩)
富山大学経済学部 卒業
大学時代から繊維・ファッション業界の仕事に携わり、現場で色彩と心理の関わりに関心を抱く。２００２年
より色彩心理、メンタルケアとしての色彩活動の福祉分野における第一人者として注目されている南涼子
氏に師事し色彩を学ぶ。
その後、（社）日本ユニバーサルカラー協会スタッフとして高齢者施設における色塗りカラーワーク・カラー
＆メイクアドバイスを行なう他、色彩心理・色彩嗜好調査等の研究活動を行う。
2012年より学校法人創志学園クラーク記念国際高等学校の色彩・コミュニケーションクラスを担当。コミュ
ニケーションが苦手な生徒に色彩心理を活かしたコミュニケーションの授業を展開。2017年より一般社団
法人ビジネスファシリテーション&コーチングカレッジ®パートナービジネスファシリテーター＆コーチプロフェ
ッショナルとして契約。授業にコーチングを取り入れ展開。色彩心理を通じて、多くの生徒が自己理解と他
者理解を学び、家族、仲間との関係性が変化した事例を持つ。
ライフワークとして高齢者施設でのカラーワーク、メイクボランティアを行っている。
講演・セミナー
東京都台東区役所・社会福祉法人清光会 横浜市鴨居地域ケアプラザ・株式会社ダイイチ、デザイン研究
所、カルチャーセンター、専門学校、日本コーチ協会埼玉チャプター、洗心至誠塾 等
コーチからのメッセージ
「ブルー」「バラ色」というように、私たちの感情や状況は色彩で表現されることがあります。最近何となく気
になる色・他人からどう見られたいかで選ぶ服の色。色彩は視覚的なものではありますが、私達の内なる
面も表します。色と心は密接な関係にあるのです。選択した色により相手の反応、ご自身の意識や行動が
変わることもあります。
その色彩心理とコーチングを組み合わせたセッションです。ツールとして色彩心理と造形心理に基づいたク
リスタルを使用したり、色鉛筆で描くといったクリエイティブな時間を過ごしながら視覚と言語でお気持ちを
整頓することで視点や解釈、行動が変化していきます。

364

コミュニティコーチ、理学療法士

河合麻美
・一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
NPO 法人 ReMind 代表理事
リハビリママ＆パパの会代表
理学療法士として赤十字病院で25年勤務後、「みんなちがって
みんないい。包含社会を創りたい」という想いで NPO 法人
ReMind 設立。医療と地域の中間地点のような町の保健室、子
育て支援、バリアフリー社会推進事業、生涯現役社会推進事業
などリハビリテーション精神を大切に活動している。プライベート
では娘2人、双子の息子2人の4児の母として奮闘中。自身が育
児の壁にぶつかったことをきっかけに2008年リハビリ専門職の
仕事と育児の両立を支援するリハビリママ＆パパの会（元 PT マ
マの会）を設立。「ライフイベントをプラスのキャリアに」をテーマに託児付き勉強会をはじめ誰もが働きやす
い職場作りを提案しながら、全国800人以上の仲間と共に活動している。
コーチからのメッセージ
病院で患者さんと関わる中で「頑張って」以外に意欲を引き出す方法はないのか？悩んでいた時にコーチ
ングと出逢いました。はじめの出逢いは子育てコーチングがきっかけでしたが、その時体感したコーチング
スキルは患者さんとの治療にも応用できると感じ、自身でコーチングを学び始めました。人を知るには、ま
ず自分から！自分のコミュニケーションを知ることでこれまでコンプレックスと感じていたものが肯定出来た
り、実はそれが自分の強みだと気付いたり。コーチングと出逢い、自己肯定感も上がり、自分の家族とのコ
ミュニケーション、ワークライフバランスや職場、団体運営でのチームビルディングやリーダーシップにも活
用出来ていると感じています。人生のキャリアデザインやこれからやりたいことへのチャレンジ、育児と仕
事の両立など…生活や仕事の中でコーチングを活かしてもらえたら嬉しいです。どうぞお気軽にご相談くだ
さい。
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コーチ

大谷恭子
・国家資格キャリアコンサルタント
・CCE.Inc 認定 GCDF キャリアカウンセラー
・産業カウンセラー
・BCS 認定ビジネスコーチ
・CTI ジャパン応用コース修了
・親業訓練協会認定 P.E.T.コンシェルジュ
・Points of You® Explorer
大手通信・IT 系企業にて、約20年にわたり人事領域において主
に新卒採用・中途採用・研修・HR ビジネスパートナー業務に従
事。
役員・組織長から新入社員まで全階層の社員を相手に、組織開発・コンサルティングからキャリア相談・メ
ンタルヘルス事案に至るまで、多種多様な声に応え、信頼を得る。HR ビジネスパートナーとしての社内面
談人数はのべ1,000人以上にのぼる。
2019年に独立後は、幅広い人事経験を生かし、人事コンサルティング・人事制度構築支援のほか、研修講
師・カウンセラー/コーチとして活動中。
コーチからのメッセージ
「自分らしく生きる・働く」
私自身、長年、企業勤めをしていました。
20代のころは、自分らしさとは、などと考えることもなく、とにかく働き、評価されることで達成感を得ていま
した。
30代のころは、結婚し、子供を産み、短時間勤務制度を利用しながら正社員として、母として、自分らしさ
は脇において、もがきながら必死に働いてきました。
そして40代になり、このあと何十年も、"時間に追われながら働く""もがきながら働く" ことを続けるのだろ
うかという違和感を感じ始め、 "自分の人生をどう生きたいのだろう"と考え始め、自分らしさの探求を始め
ました。
結果、"「やりたいこと」 は 「やらねばならないこと」を終わらせてからでないとできない" という考えを手放
し、 自分らしく、「やりたいことをやる」人生に舵を切りました。
あなたは、どんなことに"ワクワク"しますか？
いつまででもやっていたい！ことは何ですか？
どんなことをしていると、あっという間に時間がたってしまう感じがしますか？
それが、"自分らしさ"のヒントです。
自分らしさを大切に、生きる・働く ことをサポートさせていただきます。
お気軽にご連絡ください。
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Ageless Career Style 代表
年齢にとらわれない人生を応援するエイジレスキャリアコーチ

高本由美子
・国際コーチング連盟（ICF）アソシエイト認定コーチ（ACC）
・一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
東京都在住
新卒で旅行会社に勤務後、カナダに語学留学。帰国後に外資
系大手語学学校の法人営業、スクールマネージャーを経験。外
国人や年上の部下のマネジメントに取り組む中で人材育成やキ
ャリアに興味を持ち、人材業界へキャリアチェンジ。以後15年以
上、人材コンサルタントとして約2000人以上のキャリア相談、
500社以上の採用支援を行う。
「その人の価値観にあった人生を送るためのキャリアサポート」をモットーに活動するうちにもっと個人の強
みに寄り添いたいと思い、2015年にコーチングに出会う。所属する企業で社内コーチング制度を立ち上げ
社内コーチとして活動開始。現在は人材コンサルタントに加え、研修講師、パーソナルコーチとしても活動
中。
「どんな人も必ず変われると信じ、クライアントを信じ全力で応援する」こと。
いい時も辛い時も一緒にいて安心できるコーチでいられるよう日々自己基盤を整える努力を続けています。
パーソナルファンデーション（自己基盤）を大切にし、本当に理想としている姿は何か、何を幸せと 感じて
いるのか、一人ひとりの価値観に寄り添ったコーチングを行っています。
コーチからのメッセージ
みなさん、10年先の自分を考えてワクワク出来ていますか？
歳を重ねることを楽しみにしていますか？
キャリア支援の仕事をしていると、年齢という理由だけで断られてしまい 悔しい思いをすることもしばしば。
私もそんな年齢にとらわれていたひとりです。
コーチングに出会って自分の土台を整え始めてからは、無理に頑張らなくなり、 自分を大切にできるよう
になりました。
先のことを考えるのが怖かったのに、コーチングに出会い何が自分の幸せなのか、 自分自身に真剣に向
き合い出てきた答えは、
「自分で自分を笑顔にし、その笑顔で周りも笑顔にできる存在になりたい！」
「生きること、歳を重ねることが幸せと感じる世の中にしたい！」
ということでした。
今とても残念に感じていること。それは年齢や環境を理由に夢やキャリアを 諦めてしまっている方が多い
こと。
本当にやりたいことにチャレンジしない人を一人でも減らしたい、 年齢にとらわれない人生を送ってほしい、
と心から思っています。
私自身がそうだったように、人はいつでも変わりたいと思えば変われます。
今、自分がどうしたいのかわからない人も大丈夫です！
『10年先の自分を最高にする』
『この先の10年を楽しみに生きる』
いくつになっても自分の人生を諦めない。自分を主役のままにする。
希望をもって生きたい全ての方を応援したいと思っています。
ぜひ、コーチングを通して一緒に最高の未来を創りましょう！
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自分を諦めてる人専属ライフコーチ

大野貴之
ライフコーチワールド認定ライフコーチ
1986年兵庫県生まれ。子供の頃の習い事はピアノ【公文式
【水泳。
「なぜこんなこともできないの！」と、毎日親から言われ続け
「自分は能力がない」と思いこみ、「どうせやっても意味ない」が
口癖に。
関西学院大学に入学後、「ずっと諦めてきた自分には、やり
たいことも将来の夢も何もない」と学ぶ意味を見失い、3ヶ月"
半引きこもり"に。
卒業後、唯一内定が出た東証一部上場 IT 企業に SE として
8年間勤務。2017年、6ヶ月連続150時間残業により、うつ病と椎間板ヘルニアを発症。
腰痛で寝返りも打てず"死"を意識した事で「もっと自分のために生きたい！」と心の声を聞き、年末に退
職。直後にライフコーチングと出会う。
自分を諦めてきた人生を振り返り、「何もない」のではなく「何があるか見ようとしていない」自分に気付く。
人の可能性に触れる生き方に使命を感じ、「自分を諦めている人」の人生への挑戦をサポートする為、ラ
イフコーチとして活動開始。
昼夜逆転に9年悩んでいたクライアントの生活改善をサポートするなどの実績がある。
コーチからのメッセージ
はじめまして。ライフコーチの大野貴之です。
僕はずっと「どうせ自分なんて…」と自分を諦めて生きてきました。
でも口では「どうせ…」とか「やっぱり…」なんて言いながらも、
心の奥底ではそんな自分をずっと諦めたくなかったんですよね。
僕はコーチングに出会うことでそんな自分の本心に気付きました。
あなたはどうですか？今、この文章を読んで、
やっぱり自分なんてやっても無駄でしょうか？それとも…？
もし「本当は諦めたくない、少しでも自分を信じてみたい…」
そんな風に感じた方は、ぜひ一度ご連絡ください。
あなたのその隠れた想いをコーチングを通してサポートさせて頂きます。
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コーチ

鈴木佳代子
株式会社ＮＣＲＤ 代表取締役
・国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ
・（一財）生涯学習開発財団認定マスターコーチ
産業カウンセラー
メーカー非常勤嘱託社員（コーチ）
日本福祉大学非常勤講師
2003年から活動、2006年に起業、フィールドは主に教育現場やカル
チャーセンター。2008年には仲間とともに株式会社 NCRD を設立
（2013年11月から代表）。2009年から主な研修先が企業へと移行。
「幸せに働く職場づくり」（アサーティブな風土づくり、リーダーシップ
など）の支援、2012年からは社内コーチとして個人の成長も継続的
に支援中。2014年から大学2年生の後期科目で「コーチング論」担当中。
コーチングの特徴：
・よく聴き、認め、率直なフィードバックをお伝えします
・主体的でアサーティブなあり方を磨くお手伝いをします
・「自分とつながり、人とつながり、行動につなげる」お手伝いをします
はじめまして、コーチの鈴木佳代子です。
コーチングとの出会いは今をさかのぼること約20年（書いている自分もびっくりですが）2000年になる前の
ことでした。今度日本に「コーチング」というものが入ってくる。
当時自宅で学習塾を開いており「教える」ことの限界を感じていたわたしにとって「やりたかった関わりはま
さにこれだ！」と天命を感じる出会いでした。
まず自分がコーチをつけその面白さと効果を実感。すぐにでも学び始めたい！その気持ちは十二分にあっ
たものの、「三世代同居で子育てまっ最中、、、そんな時間が取れるかな？」「お金をまず貯めなくちゃ…」
で申し込みに至らずあっと言う間に3年が経過。一念発起でコーチをつけました。ゴールは「コーチングの
学びをスタートさせる」。
結果、数ヶ月でクラスを受講していました。受講初回の嬉しくて舞い上がる様な喜びを今も覚えています。
これがわたしの原点です。自身も「やりたい」→「やる」→「実現させる」プロセスで自分と環境を整える実体
験をたくさん持っていますが、クライアントさんから「人はいつからでも始められる」「人にはそれをする力が
与えられている」をいつも実感させて頂いています。コーチングファームでのクラス担当13年間の経験（同
僚とクラスメンバーの方々から学ばせてもらったこと全て）が貴重な財産であり感謝しています。
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林原商店合同会社 代表
ビジネスコーチ／編集者／ブランドプロデューサー／コラムニス
ト／講師

林原りか
・銀座コーチングスクール認定コーチ
富山県商工会連合会が実施する経営・技術強化事業（専門家
派遣制度）エキスパート
高等学校教諭第一種免許（国語）、中学校教諭一種免許（国
語）取得
1974年6月5日富山県射水市生まれ、在住
新潟大学人文学部で現代日本語学を専攻。
卒業後、正社員の新聞記者として社会人生活をスタート。その後、東京に転居し、在宅コピーライターとし
ての活動を開始。大手企業の情報サイト立ち上げと運営などに携わる。
2006年、富山に U ターンし編集プロダクションで書籍・雑誌の編集者に。育児情報誌の編集長を務める。
編集部のメンバーとの関係構築や個々のやる気を引き出すコミュニケーションを模索するなかでコーチン
グに出会う。
銀座コーチングスクールで学び、実践するうち、職場での人間関係だけでなく、家族との関係や子どもたち
との関わり方も好転。セルフコーチングや取材時の質問など、応用が効くことを強く実感。
同じように職場や家庭の人間関係や自分との向き合い方に悩む人の力になりたいと、認定コーチとなり、
コーチとしての活動をスタート。
2014年、独立。翌年、林原商店合同会社設立。
コーチングを生かしたアプローチで、ブランディングや情報発信ツールの企画・編集、広報や商品開発のサ
ポートなどに携わり、中小企業や起業家らの業務効率化と利益アップを支援。これまでの経験を通じて、ブ
ランディングやライティングのほか、女性の生き方・働き方に関するコンサルやセミナー講師としても活動
中。
趣味はトライアスロン、旅。娘３人と猫１匹を育てるシングルペアレント
コーチからのメッセージ
職場や家庭での人間関係に悩み、人生の方向性をどう定めるか迷っていたとき、コーチングと出会ったこ
とで、私の生き方は良い方向に大きく変わりました。
この喜びや楽しさをあなたにも感じていただければと思っています。
コーチングを依頼するとき、最初は勇気がいると思いますが、その１歩をぜひ踏み出してください。
私と一緒に前進していきましょう。
ご依頼を楽しみにしています。
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ジブンじつげんコーチ

山本和宏
・国際コーチング連盟（ACC）
・米国 CTI 認定コーチ（CPCC : Certified Professional
Co-Active Coach)
米国 NLP 協会認定プラクティショナー
SCRUM Alliance 認定 スクラムマスター（CSM）
2030SDGs 認定ファシリテーター
Points of You® 認定トレーナー
※ORSC（関係性コーチング）応用課程修了
『あなたは何にエネルギーを注ぎますか？』
30年以上、IT 業界で会社員として過ごしてきて自分はこのままでイイのかなという違和感が何となく出て
きていることに薄々気づいていました。
ある日、コーチングを受ける中で「あなたは何にエネルギーを注ぎますか？」と問われ、その問いが私の無
意識にも入り込み、ずっと頭の中に残り、コトあるごとに「自分は何にエネルギーを注ぐのか」という言葉が
浮かんできて真剣に自問自答を続けました。
振り返えると、 私にとって仕事は子供の頃から好きだった「ものづくり」の延長で、楽しさを味わせてくれる
ものからスタートして、職位が上がる中で、当然ですが会社の数字に貢献するものになり、部下に仕事の
指示をするものになり、更には生計を立てるものになっていったと思います。
ある時期に両親も他界し、自分が仕事をする大義も薄れた気もしました。
私が最前線で働いていた当時、IT 業界はブラックと呼ばれる労働集約型の産業でした。
それでも、担当しているプロジェクトをやり抜けば、その先には次のステージが待っているとか、自分の成
長につながるとか、あるいは市場価値が上がり収入も増えるというのがチラつき、この状況を乗り越えれば
何かが見えると自分に暗示を掛けていたのかもしれません。
私は、コーチングに出会ったことに感謝しています。
コーチングに出会わなかったら、自分の暗示から出られなかったと思います。
私は、はたらくことは好きですが、やらねばならないと考えてしまう古い人間なのです。 簡単には変われな
かったでしょう。
気持ちと頭が長い間、話し合っている時に「あなたは何にエネルギーを注ぎますか？ 」と問われ、コトある
ごとに考えました。
そして、自分の中にある「何か」を大切にしようと考えました。
コーチングを受けるなかで、更に自分に対しての気づきがいくつも出てきました。 そして、自分の価値観に
沿って生きると、周囲の景色も徐々に変わりました。
もし、同じように自分の中に何かがあると感じたら、コーチングを受けてみませんか
人間は玉ネギみたいに薄い皮に包まれていて、一枚一枚が何か意味を持っていてコアになる部分を無意
識に守っていると思います。 でも、いつの間にかそれが本当ではない自分を作っている。
コーチングでは薄い皮に気づき本当の自分を見ていくこともやります。
わたしは、いまだに「自分の中にある何か」に近づくために、薄い皮を一枚一枚剥いでいます。
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コーチ

森田明彦
・国際コーチング連盟認定アソシエートコーチ（英語）
・銀座コーチングスクール認定プロフェッショナルコーチ＆講師
RMT ライフコーチ（2018年9月、Robbins & Madanes Training
Center/Core 100修了）（Robbins & Madanes Training Center は世
界的なコーチ、アンソニー・ロビンズがクロー・マダネスと設立したコ
ーチングスクール）
名誉教授（尚絅学院大学）
博士（学術）早稲田大学
国際経済学修士（開発経済学専攻）
実用英語検定1級
通訳ガイド試験（英語）合格
国際派就職、大学院進学、英語で〇〇を学ぶ、をサポートするメンター/コーチ。
人権思想家/アクティビスト。主著『世界人権論序説』（藤原書店、2017年）。
2019年に国際コーチング連盟認定アソシエートコーチ資格を英語で取得、2020年春には合格率８％の超
難関を突破してリモートコーチングのパイオニア企業 BetterUp（米国サインフランシスコ）契約コーチとなる。
国際コーチング連盟ニューヨーク支部会員
外交官、国連職員、国際ＮＧＯディレクターとしての実務経験と14年間の大学教員としての教育実践、7年
間の海外体験（イスラエルに4年、米国ニューヨークに3年）を活かしたコーチング、メンタリング、ティーチン
グを提供しています。
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ライフコーチ

大原亜希
米ギャラップ社認定ストレングスコーチ
Points of You®認定エキスパート
銀座コーチングスクール認定プロフェッショナルコーチ
1980年 三重県生まれ 京都府在住
1999年 辻調グループフランス校シャトーエスコフィエ卒
2003年～2006年 パティシエ職人としての修行のためフランスの都
市リヨンに移住
2006年～2009年 更なるスキルアップのためオーストラリアの都市
メルボルンへ移住
2009年～2017年 日本帰国、ブライダルのベンチャー企業二社にて、
コーチングとストレングスファインダー®をベースにしたチームマネジメントを経験
2017年 第二のキャリアとして本格的にコーチングを学び始める
2018年 Coaching Labo LIBERTE 起業。
現在は自己理解を深め、強みと創造力を引き出すコーチングやワークショップを提供しています。
コーチからのメッセージ
コーチングでもストレングスファインダー®でも Points of You®でも、人が自分と向き合い成長していくプロセ
スを「JOURNEY（旅）」と呼んでいます。
普通の旅行との違いは、「JOURNEY（旅）」の場合、辿りつくことではなく、むしろ旅の途中で得られるもの
や、成長を大切にしていることです。
強みも弱みも受け止めて、自然体の自分でいるって、旅している時に似ています。
旅している時って、世界に対して心を開いているっていうか、出会ったことにワクワクできるし、 ちょっと勇
気がいることにもチャレンジできたりします。色んな視点に出会えるし、何かに捉われず自由でいられる。
「久しぶりにワクワクしました」
セッションや研修でそんな感想をいただくと、とっても嬉しくなります。コーチングを通して自分の可能性を信
じられるようになると、感情にも素直になれる。本当にやりたかったことに気付く方もたくさんいらっしゃいま
す。
人も、組織も、まだまだ発揮されていない可能性を秘めています。
「自分らしく、自分の道を歩んでいきたい」そんな方達が、辿りつきたい未来を描き、その方向へ着実に歩
んでいけるよう、お手伝いしたいと思っています。
全ての人が、自分らしい強みを活かして、自然体で、生きていけるように。
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株式会社コーチＴＭＲ 代表取締役
【国家資格】キャリアコンサルタント

津村和寿
（一財）生涯学習開発財団認定マスターコーチ
国際コーチング連盟（ＩＣＦ）アソシエイト認定コーチ（ＡＣＣ）
（一社）日本スポーツコーチング協会認定スポーツコミュニケーション
アドバイザー＆コーチ
【国家資格】キャリアコンサルタント
1964年東京生まれ
1987慶應義塾大学経済学部卒業、株式会社三越（現三越伊勢丹）
入社、33年間勤務。
人事・採用・教育・労務・総務・経営企画など企画管理部門での勤務が長く、本社・子会社・主要店舗の管
理職を歴任。子会社では取締役経営管理部長として、人事制度、教育体系を構築し、人材育成面で成果
をあげた。2013年直属の部下300名のマネジメント、2014，15年には、年間全国30か所200名の個人面談
を現地に赴き実施。2017，18年三越銀座店では約50名の新入社員らに現場と一体となり育成プログラム
を推進し早期戦力化と現場への定着を図った。また部長職昇格に向けた指導により狭き門の突破に寄与
した。2019年ホールディングスのマネージャー職18名を対象にコーチング（1ｏｎ1ミーティング）を実施し、ス
タッフの人材育成を行なった。
2020年3月株式会社三越伊勢丹を早期退職し、同年9月に株式会社コーチＴMR を設立し、コーチング、企
業研修を主要業務としている。
・私の考え方・モットー
「人の可能性は無限大」
その可能性を最大化するのも人であり、コミュニケーションが鍵であると考えます。
「対話を通じて、明日を拓く。未来を創る。」
クライアントとの対話を通じてクライアントのゴール達成と成長の実現をサポートします。
・私の強み
33年間の会社生活では、人事総務・経営企画系の業務に長く携わった経験と子会社取締役、本社等部長
職としての経験から従業員の皆さんと関わってきました。各種研修の企画から実施、マネジメントにおける
いろいろな課題にも向き合ってきました。いつも晴れの日ばかりではなく、いろいろな経験を積んできたこと
も今の自分の強みとなっていると自負しております。
コーチからのメッセージ
まずは、ご連絡ください。
コーチングセッションを始めるにあたって最重要視していることは、クライアントとコーチの関係性・信頼関
係の構築です。安心感、信頼感を感じていただけるコーチングを目指しています。
研修講師としても活動しております。
コミュニケーション・コーチング・マネジメント研修を検討されている企業、団体の方もお気軽にお問合せくだ
さい。

374

コーチ

小林和彦
・一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
・国際コーチング連盟アソシエイト認定コーチ
国家資格エネルギー管理士
日本酒ナビゲータ認定
1975年新潟生まれ、神奈川育ち、東京在住。機械工学領域で
大学院修士課程を修了し、2000年からエネルギー会社で勤務
し現在に至る。10年間の技術開発・エンジニアリング部門を経
験し、製造業さま向けのエネルギーソリューション営業部門へ。
製造業の省エネルギー・省コスト・安全性を実現するための企
画立案・プロジェクトマネジメントを多数経験しながら、ミッション
を完遂させることと組織開発を両立させるマネジメントに思考錯誤する。現在は関東某エリアの営業マネー
ジャとして多くのメンバーを率いながら、コーチング等を活かした組織開発を実践。
会社組織のマネジメント、2児の父親、そしてコーチ。全ての活動を意味ある経験学習にすべく日々奮闘
中。
コーチからのメッセージ
古き良きものを守りつつ、新たな価値を生み出すことも求められる時代。
VUCA 時代を受け入れ、未来に向けて一人一人が個性を発揮し、目標を持って イキイキと活躍できる風
土を作る一つの手段として私は『コーチング』に可能性を見出しました。
組織で頑張って働いていたり、忙しい日常に追われていると、残念なことに「オンリーワンの存在価値」を忘
れてしまいがちです。
ただ、それは忘れてしまっているだけで、個々人の中に必ず存在するものです。コーチングセッションを通
じて、ご自身のさらなる可能性に気づき、一歩踏み出すサポートができればと考えています。
私はエネルギー会社に勤めていますが、「エネルギー」には本来、「燃料」だけではなく「活力」という意味が
あります。事業活動やコーチングを通じて、多くの方に「活力」をご提供することに使命を感じています。
「自分とは何者で、何を成し遂げたいのか」一緒に考えていきましょう。
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GCS プロフェッショナルコーチ
数秘＆カラー 上級トレーナー・ファシリテーター
方眼ノート1day 講座 トレーナー

関根由佳
生まれ持っている「輝き」を取り戻し、ぶれない自分軸を手に入れ
る。
自分らしく生きるための「継続のサポート」と、「方眼ノート1day 講座」
でサポートをする。
ライフダイヤモンドコーチ
20～30代の頃は、 エアロビクス、アクアビクスのインストラクター。
8000回のレッスン、養成。
結婚後、６％の確率と言われた不妊治療で、3年後娘を授かる。かけがえのない毎日に幸せを感じる。
娘が1歳の時、家族の写真整理にはまり、スクラップブッキング講師となる。
1400回の教室、講座開催。養成。トップセールスを何度も表彰される。
順調に歩んできたと思えたが、突発性難聴、帯状疱疹で体調を崩したことで、強制的に自身のストレスに
向き合うことになる。
周りの空気を読みすぎて、無理をしてしまう。
周りの期待に応えるために、必要以上に頑張ってしまう。
自分軸で動いていると思っていたが、実は、いつも他人軸で動いていた。
私らしさを失っていたことに気付き、愕然とする。
自分がどうしたいのか？分からないまま、学び、踏み出した先で、「数秘＆カラー」に運命的に出会う。生ま
れ持った本質、天命を知ることで、これまでの人生の点が線になる。
いままでやってきたことが、心からやりたかったことに繋がっていたことに気付く。
過去の経験が現在の思考や行動を作っていたことにも気付き、時間をかけて、必要でないものを手放せた
ことで、自分軸で生きることが出来るようになる。
自分の心に素直になり歩み始めて、「コーチング」と「方眼ノート」の資格取得。
大阪生まれ、大阪育ち。現在はさいたま市在住、主人と大学1年生の娘と暮らしている。
2018年7月数秘＆カラー認定上級トレーナー取得、ヴィジョニング・ファシリテーター取得
2019年5月 GCS コーチ認定を取得
2020年5月 GCS プロフェッショナルコーチ認定を取得
2019年10月方眼ノート1day 認定トレーナー取得
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じぶんらしくいきるとはたらく実現コーチ

折原英明
・銀座コーチングスクール認定プロフェッショナルコーチ・講師
銀座コーチングスクール札幌校代表
Points of You Explorer
北海道立札幌丘珠高等学校卒
帝京大学 経済学部経済学科卒
1998年4月より、(株)ニューステップ（現：株式会社ジーフット）にて店
長職を歴任。
その後東京本社で販売促進を担当。
一般業務と平行し、ニューステップユニオン（現：ジーフット労働組合）にて労働組合活動に従事。
北海道ブロック議長、広報リーダー、組合副委員長を歴任。
2010年7月より、(株)アイビスにて大手焼肉フランチャイズチェーンの北海道エリア本部マネージャー兼スー
パーバイザー職。
店舗の課題解決や人材育成をサポートし、2011年より7年連続売上昨対を更新。
2012年にコーチングと出会い、銀座コーチングスクール札幌校１期生として認定資格を取得。
その後会社員として働きながら、体験講座の講師や個人セッションを実施。
2018年2月に「合同会社いきるとはたらく」設立。
人材マネジメントコンサルタント・じぶんらしくいきるとはたらく実現コーチとして本格的に活動を開始。
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オフィス セルフィッシュ ライフ 代表

平林秀滋
国際コーチング連盟（ICF）アソシエイト認定コーチ（ACC）
一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
NPO 法人ヘルスコーチ・ジャパン認定 メンタルコーチ、ヘルスコー
チ
米国 Gallup 社認定 ストレングスコーチ
日本 NLP 協会認定・全米 NLP 協会認定 プラティクショナー
1965年
2009年
2010年
2011年

茨城県水戸市出身
コーチングと共に自己基盤強化の学びと実践を始める
企業内コーチとしての活動を開始
コーチングセミナー、コミュニケーション研修へのアシスタン

ト活動を開始
2015年 米国にて Gallup 社ストレングスコーチ認定コースを受講
2018年 自分本位（Selfish）な人生への学びと実践を始める
2020年 高速道路の安心安全を守るエンジニアとしての35年間にピリオドを打つ
プロフェッショナルコーチとしての活動を始める
2021年4月現在 東京都内にて単身赴任中（自宅は茨城県水戸市）

378

～しあわせなライフ＆キャリアは自分で創る～
ライフキャリアコーチ

冷牟田直子
・国際コーチ連盟 アソシエイト認定コーチ（ACC）
ライフコーチワールド®認定コーチ
Life Career Lab 主宰
1971年東京生まれ。神奈川県在住。
大企業２０年勤務を経て独立６年目。
幼少期は本を読むのが好きな内向的な性格。
大手企業勤務の父、英語講師の母の元に長女として生まれる。
テレビで見ていいのは NHK のみ。マンガは一切禁止。といった
ルールに「うちはよそのお家とは違う」と窮屈さを感じながら育
つ。
仕事第一主義の父に母が日常的に怒り、悲しみ、不満をぶつけ
る姿を見て、「私がいい子でいなければ」と顔色を伺うようになる。
二歳年下の弟と比べて「あなたは育てにくい」と言われたことから、「愛されていない」と思い込み、母に認
めてもらうため、大学進学（ICU）も就職（NTT）も母の勧めに従って選択。
入社後四年目希望部署に配属されるが、周りの社員と比べて「自分が劣っている」と感じ鬱状態になり３０
歳で退職。外資系ブランド転職後は周囲が昇進する中、上司になかなか認めてもらえず「こんな筈で
は・・・」と葛藤の日々。不妊治療を経て出産し、復帰後、会社に居場所がないと感じ、小一の壁を機に退
職。
人生に迷う中で出会ったライフコーチングで、多くの選択を無意識に人任せにしていた自分に気づき、自分
の責任で選択しなおすことを決意。2016年かつての自分のような女性の力になりたいと《自信がない働くマ
マ専属ライフコーチ》として独立。主に３０～４０代のキャリア女性が自分を癒し、自分に向き合い、自分に
還る場所をコーチングで提供。
オリジナルプログラム「ライフキャリアノート」ではその人の価値観、資質、リソースを活かしたオンリーワン
キャリアの軸づくりを応援。
得意なビジュアル表現力を活かしてフォトグラファーとしても活動中。これまでに延べ６００名以上のクライ
アントをサポートしている。
小中学生一男一女の母。
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本気で生きる・挑戦するを応援する
メンタルマネジメントコーチ

めがゆかこ
・銀座コーチングスクール認定講師
ICF 認定資格アソシエイト・サーティファイド・コーチ（ACC）
日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー
SBT２級
大阪市出身、兵庫県姫路市在住
人材派遣会社、人事労務アウトソーサーと人材関連の仕事に従
事。
出産を機に退職、姫路に移り住す。子どもが2歳で契約社員として
仕事を開始するもライフワークバランスや上司との関係性に悩む。
そんな中コーチングを学び、仕事も家庭も上手く回りだしたことでさらに自分の中で挑戦したい想いが募り、
コーチングを仕事にしようと個人事業主として独立。
現在は銀座コーチングスクールで講師として活動するとともに、新しい自分の可能性を試したいという方、
親子の関係性に悩まれている方向けに個人セッションを行っている。
また、クラシックバレエの道に進みたいお子さん向けコーチングやワークショップを2020年末から開始して
いる。
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エグゼクティブ＆パーソナルコーチ

関澤ゆり
・銀座コーチングスクール認定コーチ
1987年鳥取市生まれ。2人姉妹次女。
とにかく広告が好きでテレビ CM ばかり見ていた幼少期、「パッと見
ただけで人やモノの魅力を訴求できる広告・プロデューサー」に憧れ
て育つ。
大学卒業後、総合電機メーカーに就職。経営企画職、現地法人立
ち上げを経験。
その後、結婚を機に地方移住し、現職の広告会社で営業職として働
く。ヒト・事業の強みを言語化し、長期ビジョンに紐づけたプラン提案
を得意とする。
2021年からコーチ・講師活動を開始。
「１人ひとりの強みが輝く世界をつくり、幸せに働く女性を増やす」をミッションとしている。
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コーチ

ホイスラー愛（めぐみ）
・ICF 国際コーチング連盟認定プロフェッショナルコーチ（PCC）
Creative Consciousness 認定プロフェッショナルコンシャスネスコー
チ
Marshall Goldsmith 認定エグゼクティブコーチ
Global Coach Group 認定グローバルリーダーシップコーチ、グロー
バルチームコーチ
ドイツ在住ライフ＆エグゼクティブコーチ、コーチトレーナー
「コミュニケーションと在り方を開花して 等身大の自分でグローバル
に生きたい人」をサポート
経営者、起業家、コーチ、会社員など20か国以上在住の数百名以
上にコーチングを提供してきました。 人と信頼関係を築くためのコミュニケーション講座を主催中。また、
欧州現地の ICF 認定コーチングスクールにてコーチ育成トレーナーとして活動しています。 ドイツ、ハンブ
ルク在住13年。 企業勤務経験 日系、外資系企業含め約13年半。
キャリアストーリー
ー 20代のチャレンジ ー
20代前半に外の世界を見てみたい好奇心から イギリスに貧乏留学。 現地の若者に混じって深夜までア
ルバイトをしながら、資格取得に励みました。帰国後、外資系金融数社に約9年間勤務。 毎日深夜まで残
業、プライベートがほぼゼロになる激務。その間日本で知り合ったドイツ人と結婚、出産。
ー 30代のチャレンジ ー
日本でのワーキングマザー経験を経て 2008年にドイツ語力ほぼゼロでハンブルクに移住。 語学とカルチ
ャーの壁は厚く、 移住初期は自信喪失に。 国外出張の多い夫の不在中、宅急便が来るのにもビクビク
する日々。幼い子供を抱えて冬のグレーの空を見るたびに気持ちが萎んでいきました。 数年後、精神的
自立を求めて日系企業にて駐在員と現地社員のサポートで勤務スタート。 ドイツ人、外国人と日本人駐在
員との間にたち、異文化コミュニケーションのリアルな課題のサポートをこなしました。 海外にいても仕事
をするという生活を求めてはいたものの、次第にビジネスとプライベートのバランスを崩し自分を責める
日々に。
ー 40代のチャレンジ ー
40代に差し掛かるタイミングで 「私はこれからの人生 どう生きていきたいんだろう？」 という問いが湧き
上がり 自分の強みを最大限生かせ、自分も家族も大切にできる生き方へシフトしようと決意しました。 自
己分析をして辿り着いたコーチングのキーワードを頼りに、初めてトレーニングに参加。いかに自分が人生
の舵をとらずに生きてきたか実感しました。 その後コーチングの学びを深めるごとに 自分らしく伸び伸び
とできる自分を確認。 2016年に起業経験ゼロでプロコーチとして独立。 ビジネスを学びながら失敗を繰り
返し、地味な努力で好きなことを形に。
コーチングについて
・コーチングのスタイル
在り方とコミュニケーションの向上に軸を置くコーチングスタイルです。約1000時間にわたるコーチング関連
トレーニング、13年以上の海外生活、20年以上のハイクラスマネージャー外国人パートナーとの結婚生活
を経験して来ました。フレキシブルで幅広い視野からくる質問、圧倒的な安心感の中深く自己対話が起こる
傾聴を提供しています。
ご要望を頂いた場合、コーチングの在り方やスキルのレッスン、またエニアグラム心理学の観点からの自
己認識や対人関係アドバイスも提供させていただくことがあります。
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ビジネスパーソンが「よりよく働く」ための最大の応援者でありた
い

吉森浩一
・銀座コーチングスクール認定コーチ
銀座コーチングスクール新宿校講師
銀座コーチングスクール認定アセッサー
Points of You® Explorer
熊本県出身。大学卒業後、パナソニックグループでビジネスマン
としてのキャリアをスタート。長年ＨＲ部門で活躍し、同社グルー
プ会社ほか4社で、人事役員や部長を務めてきた。
コーチングとの出会いは、所属企業への「1on1ミーティング」導
入がきっかけ。社内のコミュニケーション推進、人材育成や意欲
喚起を目的として、「1on1ミーティング」導入を人事担当役員として主導していた。この成功のためには「コ
ーチングを自ら本格的に学ぶことが不可欠」と考えて、銀座コーチングスクールの門を叩いた。
2021年に独立してからは、人事のコンサルティングとコーチングの個人事務所「Office HRxCoach」の代表。
多くのビジネスパーソンにコーチングやメンタリングのセッションを提供しているほか、「コーチングセミナ
ー」「1on1ミーティング導入研修」「新任管理職向けセミナー」「コミュニケーション研修」「人材育成研修」「マ
ネジメント研修」「新人研修」「昇格者研修」などに登壇している。
クライアントの声
「経営者の視点で考えるということに気づかせてもらい、考えの整理ができました」 （経営者）
「毎回自分のことを赤裸々に話してしまいます。モチベーション低かったのが持ち直しました」（管理職）
「自分の強み、自分らしさに気づき、たいへん自信になりました。自分らしくチャレンジを続けます」（管理
職）
「自分の考えていたことに改めて気づかされる。毎回頭の中が整理されて、すっきりした気持ちになる」（管
理職）
「コーチングのおかげで地道な日課が続けられ、周囲の評価も得ることができました。初受注も決まりまし
た。」（管理職）
「とても素敵なエネルギーをお持ちの方で、お話できて元気をいただきました。短時間でここまで質の高い
整理が出来たことが驚きでしたし、次のアクションが明確になりました」（リーダークラス）
コーチからのメッセージ
多くのビジネスパーソンは「よりよく働きたい」と願っておられると思います。
私は、その願いの最大の理解者・応援者でありたいと考えています。
若い方から経験豊富なマネジメント層まで、お気軽にお声掛けください。
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SOMETHING NEW 代表/プロフェッショナルコーチ

斎藤浩
起業家&フリーランス支援コーチ
飲食店オーナー支援コーチ
マネージャー支援コーチ
メンターコーチ
・東京コーチング協会プロフェッショナルコーチ
・ICF 認定プロフェッショナルコーチ（PCC）
・ICF PCC マーカー・トレーニング修了
・Points of You®認定エバンジェリスト
・GALLUP 社 認定ストレングスコーチ
1996年日本最大級の飲食店検索サイトぐるなびのオープニングスタ
ッフとして入社。銀座の飲食店の営業担当となる。
その後、EC 事業の立上げや基盤事業の主力商品・サービス・営業体制・ISMS の企画・構築・運用に携わ
り、東証の一部上場を経験した。
2005年には子会社設立準備室長となり、そのまま事業統括マネージャー、取締役として組織の仕組みを
一から構築し、300人規模の会社に育て上げた。
同時に、コールセンター長を兼任し、両組織で組織開発を行い、加盟飲食店をサポートする重要戦略部隊
を統括した。
この仕事を通じて飲食店の素晴らしい経営者の方々にお会いし、自らもベンチャー企業に身を置いた経験
から経営の支援をしていきたいとの思いを強くした。
またぐるなびでの組織運営と人事マネジメントの経験から、「個人」の成長が、「組織」を強くし、また「個人」
のやりがい、幸福につながり、「組織」へのエンゲージメントが強まる、という好循環を実感。
個人の成長が最も重要であり、これが経営の力にもなると確信を持ち、とりわけコミュニケーションの重要
性に気づき、コーチングを学ぶ。
現在は主に起業家やマネージャーを対象としたビジネスコーチングを実施するとともに、コーチ養成プログ
ラムのトレーナー、メンターコーチとしてコーチ育成サポートに力を入れている。
コーチからのメッセージ
「日本中で働くすべての人々にコーチを！」
私の夢は「働くすべての人、プロフェッショナルな方々にコーチがいる世の中」にしたいと考えてます。
これを実現するたにはコーチがたくさん必要です。
働くすべての人々、そして組織の夢の実現に向けてコーチングを通じて考え、実行し、思いを形にしていき
ましょう。
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組織と人の"創造性を解き放つ"コーチ

大橋徹
・国際コーチ連盟認定 ACC
・CRR Global 認定 ORSCC
・米国 NLP 協会認定 Master Practitioner
・CTI Japan Co-Active Coaching 応用コース修了
・本当の仕事ワークショップ 認定リーダー
神奈川県の理系一家生まれ。5~23歳まで、米国で育つ。
情報工学部卒業後、日本ヒューレット・パッカード株式会社で、デー
タベースエンジニア
2005年に、組織人事コンサルティング業界に異業種転職し、以後17
年間身を置く
人材採用コンサルティング会社で、営業、営業企画、新規事業開発
人材開発コンサルティング会社で、営業、プログラム開発、サービス開発
同社中国現地法人の事業立て直しのため、上海駐在中に組織開発コンサルティング事業の新規事業開
発
2014年に独立し、現在は SaaS 系のスタートアップ・ベンチャーで、リーダーシップ開発・組織開発を手がけ
る
＜好きな言葉＞
人生は、実験だ。
人の「好き」を笑うな。
コーチからのメッセージ
僕は、"イイ表情"をしている大人が大好きだ。
好奇心・探究心・遊び心いっぱいで、創作活動に夢中になる大人たち。
そんな大人をもっともっともっと見たい。
この地球が、そんな大人たちで溢れたら、地球がちょっとだけ踊り出すと思う。
もっと楽しくなると思う。
もっと人にも自然にも優しくなると思う。
もっと繋がりを感じると思う。
そんな願いを込めて、僕は「組織と人の"創造性を解き放つ"」活動をしています。
ご自身の創造性をもっともっともっと"解き放ちたい"という想いのある方、あなたの可能性を一緒に探求し
ませんか？
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ドラッカリアン・コーチング
中小製造業の現役経営者によるコーチング

和光良一
（株）日興電機製作所 代表取締役社長
中小企業診断士
コーチビジネス研究所（CBL）認定コーチ
急逝した父の事業を継承し2004年31歳の時から会社を経営してい
る。
自身の経営に活かすため P.F.ドラッカーのマネジメント理論を学び始
める。
ドラッカーを学ぶ読書会で他の経営者から相談を受けるようになり、
自分の様に悩める経営者や継承者の力になりたいと考え中小企業
診断士の資格を取得。しかし、本当に経営者の役に立てるのは知
識よりもコーチングだと思いコーチングスキルを修得する。
1972年 東京生まれ
1991年 暁星学園高校卒業
1997年 図書館情報大学（現：筑波大学）大学院卒 NTT 入社 NTT コムウェアにてシステム開発に従事
2004年 現職に就任
2019年 経産省登録 中小企業診断士
コーチからのメッセージ
中小企業の経営者は、たった一人で真っ暗闇の中を走っている様なものです。たとえ、頼もしい社員が大
勢いたとしても真っ暗闇の先頭を切るのは社長一人です。私は、そんな経営者の伴走者を務めます。
私のコーチングはドラッカリアン・コーチングです。ドラッカーのマネジメント理論を学び、好んで使う人のこ
とをドラッカリアンと呼びます。ドラッカーはコンサルタントでもありましたが、そのコンサルティングのスタイ
ルは限りなくコーチング的でした。私もドラッカーの様に経営者の思考を活性化させるコーチでありたいと
思っています。
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コーチ

厚川ひろみ
・国際コーチング連盟（ICF）プロフェッショナル認定コーチ
・（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
NPO 法人ハートフルコミュニケーション 認定ハートフルコーチ
サンタフェ/ＮＬＰ発達心理学協会認定プラクティショナー
児童発達支援士
東京都生まれ 千葉県在住
プラスチック加工業を営む父の背中を見て育つ。
（株）日本興業銀行（現・みずほ銀行）都内支店にて１0年間勤務。
法人向け預金全般業務のリーダーとして従事。新人、男性行員教
育指導・育成を担当。
またユニークな視点で事務効率化・業務改善を図る。結婚のため退職。
同行関連会社（株）興銀ファイナンスに派遣社員として３年間勤務。 出産のため退職。
2000年より、日本にコーチングを導入したコーチ養成機関（株）コーチ２１（現・コーチ・エィ）にて、国際コー
チ連盟(ICF)の認定プログラムである CTP(Coach Training Program)でコーチングを学び、最短で認定資格
を取得。プロコーチとして活動開始。また、2003年より両社のクラスコーチ（講師）を担当。延べ3300人のプ
ロコーチ・リーダー育成に13年間携わる。パーソナルコーチングでは、コーチを目指す方、企業の管理職、
エグゼクティブコーチング、転機を迎えている方、人生の質を上げたい方・子育てに悩む方などを主として
いる。
2001年より、子育てに関わる大人に対して、子どもの幸せな自立をテーマとしたコーチングプログラム《ハ
ートフルコミュニケーション》に感銘を受け、菅原裕子氏（『子どもの心のコーチング』著者）に師事。2006年
NPO 法人化に関わり、以降、理事・役員・ハートフルコーチとして活動を共にしている。
プライベートでは、幼少期から発達障がいを持つ次男の子育てに、コーチング・ハートフルコミュニケーショ
ンでの学びを大いに活かし、「育てにくい子」から、「この子らしく生きる」子育てに努める。《明るく元気に働
く大人》をビジョンとし、《見えない障がい》と言われる発達障がいの特性から発生する日常生活・進学・就
労での困りごと・課題を時に周りの方々の大きなサポートを頂きながら、次男の自立に向け伴走。目標とし
た継続就労3年を超え、5年目を迎えた。明るく元気に働く大人として、一般企業の特例子会社にて活躍
中。
また、同じ立場にある「生きづらさを持つ子」の親たちが安心して、話せる・学べる場として、セッション・ワー
クショップ・コーチング講座などを開催し、地域の中で親たちが繋がる場を提供。
次男の在籍した特別支援高等学校では、ＰＴＡ役員活動に積極的に関わり、親支援のためのコーチングを
用いたワークショップなどを複数開催。
メディア・取材
・読売新聞 Monday WOMAN
・@WOMAN 女性専門サイト
・歯科医院経営総合情報誌 アポロニア21
・川口地域新聞
・ぷれぷれままくらぶ（妊娠前のママのサイト）
・書籍【未来を考える君へ 65人の仕事選び】 株式会社アメニモ
・主婦の友社 妊活応援マガジン 【赤ちゃんが欲しい】
読者との実際のコーチングセッションを連載
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コーチングサービス NICO 代表
コーチングスクールにこりんぐ café 代表

須田珠恵
・国際コーチング連盟（ICF）認定コーチ（ACC)
大学を卒業後、損害保険業、人材育成、イベント企画運営、映画祭
事務局、福祉行政等の職場で経験を積む。育児中に出会ったコー
チングがきっかけで自身の内面が激変、生きづらさを抱えた人生が
幸福感に満ちた毎日に変化。この経験からコーチングが持つパワフ
ルな力を実感し、自身もサポートされる側からサポートする側に回る
べく、2013年よりプロコーチとして活動をスタートした。
その後、大手コーチングスクールの講師等を経て、現在では自身で
コーチングスクールを運営するとともに、国際基準のコーチングサー
ビスで企業から個人まで幅広いニーズに応えている。
コーチからのメッセージ
人はいつからでも変わることができます。
自分が変われば周りの環境も未来も変わります。
人生の舵を自分の手でしっかりと握り直し、自分が望む方向へと航路を定め、幸せで満たされた日々を実
現する。
それはとてもワクワクする生き方だと思いませんか。
※コーチングへの思いや提供できるサービス等についてはホームページをご覧ください。
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才能アウェイクナー

秋山康二郎
米国 Gallup 社認定 ストレングスコーチ
・一般社団法人コーチングプラットフォーム 認定コーチ
・ミッション・
がんばる人の「心」と「初めの一歩」を軽くする
・ビジョン・
「学ぶことと、成長することを楽しめる社会へ」
「安心して失敗できる社会をつくる」
あなたには自分だけの才能があります！
・自分の強みって何？
・自分らしい生き方ってどんなの？
・自分を好きになりたい！
一緒にあなただけの才能を見つけ、強みにしましょう！
そして、みんなが不安に感じる、
「初めの一歩」を踏み出すための勇気を持てるよう、
あなた自身の価値観に気づき、
「やれるかもしれない」「やってみたい！」
のお手伝いをします。
1974年 福岡県生まれ
1997年 東証一部上場の大手流通業に就職
以降25年間 店舗及び本社にて勤務
店舗では全店一の売上規模の店舗のマネジャーとして、スタッフの採用、教育、勤怠管理に貢献。
本社では在庫管理や物流部門のマネジャーとして、全店舗での効率改善となる仕組みづくりを多
数実行し、業務の効率化に貢献。
2019年 米国 Gallup 社認定ストレングスコーチ資格取得
2021年 一般社団法人コーチングプラットフォーム 認定コーチ資格取得
2022年 会社を辞めコーチとして独立
【コーチングとの出会い】
コーチという職業に出会ったのは会社員の時でした。
上司との関係、会社が求めるリーダーシップと、自分の価値観とのずれに悩んでいた頃でした。
そこでストレングスファインダー®・と出会い、ストレングスコーチングを受ける事で、
会社で求められているリーダーシップとそぐわない＝短所
だと思っていたことが、実は「自分の才能であり強み」だと気づけたのです。
自分が大切にしたいことがはっきりしたおかげで、以前よりマネジメントにさらなる喜びを感じるようになりま
した。
相手の立場に立って気持ちを理解しようとすること。
スタッフの話をじっくり聞いて、受け止めて、「じゃあどうしようか」を一緒に考えること。
今までは、コーチングや、ストレングス・ファインダー®・の学びを 一緒に働くスタッフのみんなが「生き生き
と働けること」に 活かしてきましたが、これからは、コーチとしてより多くの人の支えになりたいと思い、独
立の道を選択しました。
「毎日忙しく働いているけど、このままでいいのかな」
「一歩踏み出してみたいけど、自分には何ができるだろう」
そんな方に寄り添って、一緒に考えるコーチでありたいと思っています。
今これを読んでくださっているあなたにとって、
＜気持ちがふっと楽になり、新しい一歩を踏み出す元気が湧いてくる＞
そんな時間をご一緒できることを、心より楽しみにしています。
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互いのコトバを受け取り合える「安全地帯」コーチ

金岡祐介
・ひふみコーチ株式会社認定 プロフェッショナルコーチ
クラフトビア・アソシエーション ビアテイスター
ウイスキー文化研究所 ウイスキーエキスパート
日本茶インストラクター協会認定 日本茶アドバイザー
中国茶文化協会認定 初級中国茶アドバイザー
1991年、兵庫県宝塚市生まれ。平和主義の B 型一人っ子として育
つ。父親の書棚にあった一冊の本から「マーケティング」に興味を持
ち、 関西学院大学 商学部でマーケティングを専攻・成績優秀者と
して卒業。
2014年、キリンビール(株)に就職。洋酒専門会社に出向、首都圏の
営業を担当。3年後、社内資格「ブランドアンバサダー」を最年少で
取得、全国で講演を行う。
2019年にマーケティング部へ異動。「ジョニーウォーカー」ブランドを担当。
2020年、社内公募で入社当時から希望していたクラフトビール専門会社へ出向。京都府に移住し、クラフト
ビール店「スプリングバレーブルワリー京都」を担当。翌年、マーケティングマネージャーとして、店舗の運
営責任者・セミナー講師に。プライベートでは結婚、一児の父に。趣味の台湾茶の淹れ方を伝える複業を
開始。
2022年、プロフェッショナルコーチ資格を取得し、複業コーチとして活動を開始。飲みもの × 言語化 ＝ "
気付き" につながる ティーブレイクコーチングを開発し、 長い人生における小休止 (tea break) のような
「安心・安全な場」を提供している。本業においても社内の組織貢献 PJT メンバーおよび社内コーチとして
研修を担当。
コーチからのメッセージ
コーチングを通じて目指す未来
そんな経験を踏まえてコーチを志した私ですが、ひとりの人間として、対人関係について悩んだこと・現在
も悩むことがあります。例えば、「家族」との関わりについては、過去、心の距離が遠く怖れを抱いた父と近
すぎる母の下で育ち、自分にとって安全なひとり時間を大切にしてきたこと。現在のパートナーとの心地の
良い距離感を模索し続けていること。例えば、過去の「恋愛」については、学生時代、はじめての恋愛に悩
み振り回されたこと。その反動か、自分の中で人との距離感や付き合い方が分からなくなってしまった時期
があったこと。例えば、現在の「仕事」については、運営委託先メンバーとのより良い関係性について、今も
絶賛試行錯誤中であること。過去、就職活動では優秀な周りの人に影響されて、自分を見失ってしまいそ
うになった経験があること。だからこそ、コーチングセッションの中では、どんな人であっても安心して自分
をさらけ出せる「心地の良い距離感」を心がけていますし、自分自身に対しても偽ることなく本音で向き合う
ことを大切にしています。私の理念は『互いのコトバを受け取り合える「安全地帯」を届け、コーチングを通
じて人々の「自己理解」を深めることで、みんなが"個性"を活かして幸せに生きられる未来・社会へ』という
ものです。相互に尊敬と信頼が継続する「心理的安全性」の高い関係性を通じて、弱みや本音を含めた"
自己開示"が進み、"フィードバック"を受け取り合うことで、あなたの可能性を最大化することが、そんな未
来・社会への第一歩だと考えています。
コーチとクライアントは「イコールパートナー（対等な関係の協力者）」であり、ただ"目的"に対する「役割」
が異なっているだけである、と考えています。
私はコーチングの"目的"を、『クライアントの「人生の幸せ」のために、可能性を最大化させること。』だと捉
えています。そのために、コーチとクライアントがパートナー関係を築き、共にゴール（＝クライアントの幸
せ）に歩んでいく。そのための土台となる考え方が「イコールパートナー」、つまり「コーチとクライアントは対
等な関係の協力者である」という考え方です。
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TEN.carat 主宰

熊澤典子
・国際コーチング連盟認定コーチ（ICF）（ACC）
・共創コーチ®
・Points of You®プラクティショナー
・アートマインド®Advanced コーチ
・アートディレクター
・交流分析療法士
千葉県出身
武蔵野美術短期大学卒業後、25 年以上を広告業界にて企画やクリ
エイティブを担当。外資系広告代理店にて、クリエイティブ局のアー
トディレクターとして、広告やキャンペーンの担当チームをまとめてき
た。
・担当業種：航空会社・たばこ産業・自動車メーカー・家電メーカー・金融業界・食品メーカー・化粧品メーカ
ー・IT 産業・洗剤メーカーなど 多数
その後の 10 年間を全国に店舗を持つ一般企業の販促企画部をゼロから 1 人で立ち上げ、全国に販促担
当者を置き、部署を拡大。販促の知識を広め、グループコーチングのスキルを使い、全国の店舗にて「待
ちの体制」から「仕掛ける体制」へ販促展開ができるような体制作りに貢献。
退職後、プロコーチとして独立 TEN.carat 主宰
コーチングセッションを中心に、共創コーチングスクール運営のサポートも行っている。
現在、プロコーチとして活動する傍ら、市民活動にも力を入れており、気軽にコーチングスキルを学べる場
として、「街のコーチング屋さん」という任意団体を 2021 年 8 月に設立。毎月地域のコミュニケーションに悩
む方々に、スキルを教えている。また、居場所づくりとして子ども食堂やクラフトひろばの運営、コミュニケー
ションスキルが身につくカードゲームの開発など、人と人がつながる仕組みづくりを日々模索中。
＜コーチングとの出会い＞
夫の難病が発覚した事がきっかけ。
まだ小さい息子を抱え、この先どう生活していけばよいのがわからず、精神的に落ち込み、夫も子どもも放
棄して家を出ようと思い詰める。毎日、夫を気遣い支え、子どもをあやし、時間に追われ、仕事も頼れる仲
間がいない四面楚歌という状況から立ち上がっていくにはコーチングの力がとても大きく、心の支えになり
ました。このコーチングとの出会いにより、夫や家族への向き合い方が 180 度変化する。
自分を横に置いて、「家族を支えるためだけに暮らす」という生活から、「家族同士が支え合って暮らす」と
いうカタチに変化。
夫も子どもも、「してもらうという待ちの姿勢」から、自ら動いていくようになりました。目の前で起きている事
象（難病）は変わらないが、捉え方を変える事で、周りに好転的な変化が起こる事を実感。
この事から、コーチングをたくさんの方に使ってほしいと思うようになりました。仕事だけでなく、暮らしにコ
ーチングを入れる事で、人にやさしく機嫌よく暮らしていけると信じています。
コーチングは、受ける人の性格を変えるものではありません。その人の行動や視点を変化させることで、自
ら進んで人生を切り開いて行けるものです。
一度コーチングセッションを受けてみてください。
何かに気が付く手助けになるかもしれません。
＜ビジョン＞
コーチングのある暮らしが当たり前の世の中に。
仕事にコーチングを導入する事は当たり前の世の中になってきています。ビジネスだけでなく、暮らしにも
コーチングを導入する価値があります。あなたのチームに、こどもに、家族に、そして自分自身のために。
コーチングスキルやコーチングセッションのある暮らしが当たり前になる事を目指しています。
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在り方シフト支援コーチ

伊藤仁美
life perch 代表
・CTI 認定 CPCC
ひふみコーチ認定 プロフェッショナルコーチ
ひふみコーチ入門編 開発者／プロコーチ養成講座 セッション
力向上担当
国家資格 キャリアコンサルタント
日本 FP 協会認定 CFP
商業高校卒業後、名古屋の大手税理士法人に就職。相続税の
申告を担当し、一般職→総合職を経験する。様々な人の一生と
お金の関係性を見る中で、より良い人生とお金について考え、
日本 FP 協会認定 CFP を取得し学びを深める。
趣味で日本最大の読書会の運営に関わるなど、多様な友人を持つ中で、「私らしい生き方って何だろう？」
と考えたとき、コーチングをすすめられる。
コーチングを学ぶ過程で、自身が他人軸で生きてきたことを思い知ると同時に、これからは「私がどう生き
たいか？」で選択をすることを決意し退職。
2015年1月「life perch（人生のとまり木）」を屋号にコーチングを主軸に会計や FP の知識を活かし、独立。
2015年1月に CRR ジャパン システム・コーチング応用コース修了
同時期に、CPCC 取得
2018年7月 国家資格 キャリアコンサルタント 登録
2018年よりひふみコーチ株式会社にて協業を開始。コーチ育成やプログラム開発に関わる。
趣味は読書、旅行。北欧が好き。
2019年に出身地の名古屋を離れ、長野県の小谷村へ移住。「大いなる自然」に抱かれて生活。世界の日
本のあちこちで多様な価値観や歴史を味わいたい。テクノロージーの発達を活かして、「いつでも」「どこに
いても」仕事が出来る形をとっている。
今後は、海外との往復や地方での地域創生も視野に入れて活動予定。グローバルな視野をお持ちの方、
日本の地方文化を育んでいきたい方とも関われると嬉しいです。
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コーチ羅針盤 代表

秦 公一
・国際コーチング連盟アソシエイト認定コーチ(ACC)
・一般社団法人生涯学習開発財団認定マスターコーチ
・教員免許（中学国語１種、高等学校国語１種）
・1992年 中学校教員となり、2009年に教頭昇任、2016年に校
長採用。
（学級経営、教科経営、部活動指導、学校経営等の経験のほ
か、
教育研究所の主任・所長等を計１０年）
・2004年 コーチング・プログラムでトレーニングを開始
（コーチングでの研修会講師を１００回以上、コーチング・セッシ
ョン５０人以上）
〈クライアントの感想〉
・コーチと話して決めたことを期限を設けて実現できるように行動することで、今までの自分から一歩進歩
することができたと思います。具体的には、自分の仕事の進め方がよくなったり、見通しをもちやすくなった
りして、今までより仕事の質が上がったと感じています。[40代男性]
〈研修受講者の感想（一部）〉
・組織力向上のためには、「コーチング」という視点が不可欠だと感じた。明日からでも実践できそうな内容
で大変良かった。[40代男性]
・2022年 定年退職、コーチ羅針盤を起業
〔著書〕
・『子どもがみるみる変わるコーチング』秀和システム 2017年
・『論語読みの論語知らず』アメージング出版 2021年
コーチからのメッセージ
「コーチングは、クライアントの未来を創造するコミュニケーション」です。ですから、クライアントの将来の
人生に関わらせていただくことに感謝と敬意、誠意と熱意で向き合うパートナーとしてサポートいたします。
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Superior Goal 代表
朝勝つ習慣実践コーチ

福井俊治
・ひふみコーチ株式会社認定 プロフェッショナルコーチ
1970年 兵庫県伊丹市生まれ、茨城県ひたちなか市在住。
趣味は F1観戦とトレイルランニング。
エンジニアとしてプロジェクトマネジメント歴21年の経験と朝4時起き
の習慣を活用。早朝のジブン専用時間を活かし、通常の3倍の速度
で目標を達成するための実行計画の策定と行動を支援する。
会社員時代に、社内初のプロジェクトにおいて、26日間連続勤務を
含む、平日の睡眠時間1.5時間の生活を1ヶ月以上に渡って続けるという大きな苦戦を強いられ、心身とも
に疲弊する。
そんな時に窮地から救ってくれたのは、45分しか寝ない状況であっても欠かさなかった毎朝の6時起き、そ
して7時からのランニング習慣だった。
朝のクリアな状態で走ることが脳を活性化し、そこから得たアイデアを実践することでプロジェクトを予定通
りのリリースに導く。
この経験から、プロジェクトを成功に導くのは、マネジメント技術だけでなく、朝の時間の有効活用と、良習
慣の実践が鍵であると気づく。
現在は、朝4時起きで手に入れたジブン専用時間を活用し、通常の3倍の速度で目標達成するためのメソッ
ドを確立。3つの力×3つの問い掛けで高密度な人生を獲得できる。
このメソッドにより、行動計画の策定と実行を支援し、目標達成まで伴走する。
夢は、自分が誰よりも挑戦的な目標を設定し、自らが行動することで周囲をモチベートすること。
究極の目標は、F1ドライバーのコーチとなり、日本人初のワールドチャンピオンを誕生させること。その結
果、すべての日本人がモチベートされ、すべての大人が夢を持ち、お互いがその夢に向けた行動を助け合
える社会を創造したいと考え日々挑戦中！
コーチからのメッセージ
自分がコーチとして関わらせて頂きたい、ぜひお役に立ちたいクライアント像についてお伝えしたいと思い
ます。
実は、自分の思い描いているクライアント像は、少し前の自分の姿なんですよね。
それは、目標を抱きつつも、日常の忙しさに引っ張られ、その目標に近づけず悶々とした日々を送っている
方。
しかも、そこから離れようと力をかけて努力しつつも、伸びたゴムに引っ張られるように、また日常に戻され
てしまう日々を送り続けている方。
それを何度も繰り返しているうちに、自分はこの日常の引力から脱出できずに目標に到達できないのでは
ないかと不安に感じ始めいてる方。
でも、いつかは目標を達成したいと強くこだわりを持っている方。
そんな方がクライアント像にあるのです。
そんな方々が、目標の姿をもっと大きく生き生きと描き、理想の姿のイメージを強くするとともに、そこに行く
ために何をすればいいかのアクションに気づく。
そして、アクションが決まったら、日々目標に向かって迷いなく行動する。
ちょっと諦めかけていたけど、無事再び走り出し、ゴールに到達することができる！
そんなコーチングを提供させて頂きます。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
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変革リーダーシップコーチ/ポジティブインテリジェンスコーチ

松田美幸
INVITATION LLC 代表 （カナダ・バンクーバー在住）
・ICF 国際コーチング連盟認定 ACC
Center for Executive Coaching 認定エグゼクティブコーチ
ポジティブインテリジェンス（PQ）コーチ
ハーバード・メディカルスクール・マクリーン・コーチング研究所
フェロー
日本アクションラーニング協会認定アクションラーニングコーチ
タイプコーチインフルエンスコース修了
30年にわたり日本の産官学民の組織変革、戦略経営、人材開
発、マーケティングに携わった経験を活かし、個人の自己変容やチーム開発の伴走をさせていただいてい
ます。成人発達理論、ポジティブ心理学、認知行動科学、脳神経科学などの科学的な知見、リベレイティン
グストラクチャーやアクションラーニング、ポジティブインテリジェンスなどの実践的な手法を組み合わせ、ク
ライアントのポテンシャルを最大化し、幸せな人生に寄り添えることに、心から感謝する日々です。
・変革リーダーシップコーチ：リーダーが持つ「情報感度、直観力、独創力、行動力、突破力」を最大限に活
かし、「洞察・着想・コミュニケーション」に変化をもたらす伴走者であり、壁打ちパートナーです。上場企業
の社外取締役をはじめ、多様な経営トップの参謀としての豊かな経験や、政府の重要審議会の議員・委員
経験などに加え、自身が組織のトップとして変革をリードした経験を活かして、業界・業種・規模を問わず組
織や市場を理解し、クライアントに寄り添います。
・ポジティブインテリジェンス（PQ）コーチ：より良い人間関係や成果を得るために必要な「ポジティブインテリ
ジェンス」を高めることで、幸せな人生やキャリアを手に入れるためのコーチング。認知行動心理学、ポジ
ティブ心理学、脳神経科学、パフォーマンス科学などの研究に基づき、自己認識力やメンタルフィットネスを
鍛えることで、その人が本来の力を発揮できるように支援するアプローチで、自己変容やチーム開発を後
押しします。
・チーム開発ファシリテーター：チームメンバー各自の自己理解と相互理解を高め、チームとしての課題発
見力・課題解決力を伸ばし、主体的に成長し続けるチームへと導く、伴走者であり、プロセスデザイナーで
す。産官学民のさまざまな立場で、チーム開発やリーダー人材育成のプロジェクト、参加者が主体的に参
画するワークショップや研修、グローバルなカンファレンスなどの企画・運営をリードした経験を活かして、
革新的なプログラムを共創していきます。
【イノベーション人材＆女性リーダー育成プログラム開発と運営の主要実績】
・イノベーションスタジオ福岡（福岡地域戦略推進協議会）
・イノベーション創出力を持った女性リーダー育成プログラム（公立大学法人福岡女子大学）
・WINK 次世代女性リーダー育成プロジェクト （九州経済産業局）
・女性管理職ネットワーク WE-Net （女性の大活躍推進福岡県会議）
・ふくおか女性いきいき塾（福岡県男女共同参画センターあすばる）
・女性リーダー育成に向けた諸外国の取組に関する調査研究会委員 （内閣府男女共同参画局）
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株式会社コーチ・アイエヌジー 代表取締役
ホールシステムコーチング®共同開発者

生嶋幸子

Sachiko Ikushima

・国際コーチング連盟マスター認定コーチ（MCC）
ホールシステムコーチング®認定プロフェショナルコーチ
国際コーチング連盟（ICF）会員
米国 NLP 協会認定 NLP™トレーナー
米国 NLP 協会認定 Art of NLP トレーナー
自社開発したホールシステムコーチング®が2014年国際コーチ連盟
(ICF:本部アメリカ)からコーチ・トレーニング・プログラム（ACTP）とし
て日本で3社目に正式に認定される。
2000年よりコーチとして活動。エクゼクティブコーチング、企業向け
プロジェクトコーチング、プロコーチ養成スクールなどを中心に人と組織の変革を行う。
100年プロジェクトを立ち上げ、We メソッド®コーチングを通して、 We ハーモニーとハッピーワールドの実現
に寄与する活動を開始する。
2017年国際コーチ連盟(ICF)カンファレンス(ワシントン D.C で開催)でアジア人唯一のスピーカーを務める。
関西女性初の国際コーチング連盟マスター認定コーチ。
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コーチ

高橋美希
・ひふみコーチ認定プロコーチ
1990年岡山生まれ、岡山育ち。
現在は、海と山に囲まれながらペットのめだかと、のんびり生活
しています。
元美容部員で、目の前のお客様が喜ばれる姿が大好きでし
た。
大学入学前にメイクの方法を教えた方は、その後も何度もご来
店してくださり、就職活動も一緒に口紅を選び、内定の報告に来てくださったことを今でも覚えています。
カウンセリングでお客様の肌悩みを解決するために、日常生活や習慣を紐解くことで、表面的な悩み以外
にもっと深い心の理由があることに気が付きました。その方の理想を描きながら、「できること」「できないこ
と」を一緒に探しながらお客様の日常を彩れることにとても喜びを感じていました。
その後、お客様の歩幅に合わせた接客がとどき、リピーター獲得 No.1になります。その結果26歳にして店
舗責任者を任され、マネジメントを通してスタッフの「在りたい姿」やお客様との関わり方を伝えていきました。
一人のスタッフがどんなスタッフで在りたいかを描き体現していく様子にとても心打たれました。
2018年にさらに接客を深めるために転職。
現在も接客業に従事し、目の前のお客様に何ができるかを考え体現することに喜びを感じており、さらに
多くの方の背中を押したいとコーチングを始めました。
一歩踏み出したい方、埋もれてしまった自分軸を見つけたい方と関われると嬉しいです。
趣味は読書、謎解き、名探偵コナンが好き。
2022年６月よりひふみコーチ株式会社にてひふみコーチ認定。
コーチからのメッセージ
コーチングをしていると、自分が大切にしている価値観や心の違和感に気が付いていきます。そうして見つ
けた自分の気持ちを紐解いていくと、目の前の課題に対して、新たな視点が見つかり止まっていた時間が
動き出していきます。新たな自分を知った瞬間、それは子どもの時に感じた、純粋なワクワクに似ているよ
うに思うのです。
一緒にワクワクを探すお手伝いができたら嬉しいです。
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パーソナルコーチ

井上正夫
・ひふみコーチ Co., Ltd.認定プロフェッショナルコーチ
ひふみコーチング入門編ファシリテーター
IKIGAI マップファシリテーター
海外駐在12年(インドネシア7年、中国5年)を経て、現在は富山
在住。
企業内にて、業績管理、収益改善プロジェクト推進を実施。
ひふみコーチ Co.,Ltd.認定プロフェッショナルコーチとして活動
中。
大学卒業後、入社した企業にて経理マンとして働き、富山・東京
での勤務を経て、
インドネシア・中国へ海外赴任。
当初、海外でのダイナミックな業務内容や経営に近い立場での仕事にやりがいを感じていたが、
やらなくてはいけないことに追われる日々の中で、
「このままでいいのか」「自分のやっていることは社会のためになっているのか」など モヤモヤした気持ち
を抱えながら働いていた。
転職や起業など環境を変えることを考えるようになる中で、「コーチング」を知り、
コーチとの対話から、自分の内側にある理想の状態や思いを言語化することができ、
日々の行動変容に繋がり、モノの見方や考え方が変わっていった。
自分の想いを大切に行動することによって、モヤモヤした気持ちもなくなり、本業での結果にも繋がった。
現在は富山にて業績管理を担当。ビジョン実現に向けた収益改善プロジェクトを推進する。
コーチングに出会い、自分自身の想いを大切にすること、
さまざまな可能性を信じて行動することができるようになり、
自分の人生を自分でつくっている実感を感じられるようになった。
同じように現状を打破したい、モヤモヤした気持ちを抱えたビジネスパーソンの 課題解決にコーチングを
活かしていきたいと思い、
ひふみコーチ Co.,Ltd 認定プロフェッショナルコーチとなる。
グローバルな視点も活かし、会社員として働きながら、
大切なものを大切にして、やりたいことをやりたいようにやる、
そんなパッションで生きる人を増やすため、
プロコーチとしてビジネスパーソンのビジョン実現のサポート中！
ひふみコーチ株式会社の事業のひとつである
Will からはじめよう
～LIFE SHIFT プラクティショナー認定プログラム～
の中では、コーチング担当として、モヤモヤしているクライアント（一生懸命、働いて、生きて、Will を忘れて
しまったあなたへ）をサポート。
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「私ならできる！」と信じられる力-自己効力感を高めるコーチ

山本愛
・国際コーチ連盟 認定コーチ（ACC)
Gallup 認定ストレングスコーチ
キャリアコンサルタント
海外旅行好きの1978年生まれ。
転勤族の家庭に生まれ育ち、入学した学校を卒業したのは大学が
唯一。小学校5年生から高校1年生まで約5年間アメリカで育った帰
国子女。大学在学中には1年間北京に留学し中国語を習得。
大学卒業後はトヨタ自動車に就職。当時本格進出したばかりの中国
市場で合弁パートナーとの事業交渉や現地販売モデルの商品企画
に携わり、30代前半に駐在員として北京の子会社に3年間出向を経
験。主に現地のトレンド調査に基づく新コンセプトの商品企画を担
当。
日本に帰任後は2度の産休・育休をはさみながら、競合他社との協業プロジェクトに従事。複数社の関わる
交渉担当窓口として、社内外の関係者との折衝や契約交渉業務に携わる。
夫の駐在に伴い、16年間務めたトヨタ自動車を退職。駐在員妻として三度目の北京住民となったものの、
北京在住通算6年目の2020年にコロナに見舞われ緊急帰国。
現在は日本でストレングスファインダーも活用した自己効力感を高めるコーチングを行っている。
名古屋市在住。2014年、2016年生まれの娘2人の母親。
【私とコーチング】
新卒で入社したのは自動車会社という「超」がつく男性社会。女性の総合職がまだ少なかった時代に入社
し、ほとんどロールモデルがいない中でも、独身時代は大企業の中枢で新聞の一面を飾るような仕事に携
わることができるやりがいを感じながら仕事をしていました。ところが初めての育児休暇で環境が一変。誰
からも認められず、家でただ子供の世話に追われている自分を活躍している同僚と比べて無力感を覚え、
社会からの疎外感に苛まれました。そんな中で私の心ががらりと変わるきっかけとなったのが、クライアン
トとして出会ったコーチングでした。
置かれた境遇は全く変わらないのに、コーチと対話することで心が晴れやかになった。そんなコーチングの
パワフルさ、面白さに魅力を感じ、職場復帰した後本格的にコーチングを学び始めました。そして、仕事だ
けでなくプライベートでもこのスキルが活かせることに気づき、コーチングマインドで子育てにも軸が持てる
ようになり、家族関係も改善しました。
コーチからのメッセージ
自己効力感という言葉をご存知でしょうか？「自己効力感」はカナダの心理学者バンデューラが提唱したも
ので「個人がある状況において必要な行動を効果的に遂行できる可能性の認知指す」と定義されます。端
的に言うと「私ならできる！」と自分を信じられる力のこと。
自己効力感を上げる方法も具体的に分かっていて以下の４つがあります：
1. 達成経験：自分自身が過去に成功した経験
2. 代理的経験：他の誰かが成功しているのを見る
3. 言語的説得：「あなたならできる」と励まされる
4. 生理的情緒的高揚：（お酒・その場のノリなど）勢い！
このうち1.達成経験が最も強力だと言われています。小さくても成功体験を重ねていくとどんどん自信も強
化されてより高い目標にチャレンジできるようになります。どんなに小さな成功体験でも類似の体験でもい
いのです。
最初からあきらめてしまったり、目標を立てても、達成できなくなるとなかったことにしてしまう。そんなルー
プから抜け出して、目標達成や課題との向き合い方を見直し、実際の行動に移してみませんか。
コーチングを受けていただくにあたり一つだけ条件があります。それは、あなた自身が変化することに100%
責任を持っていただくこと。コーチだけではあなたの人生を変えることはできません。あなたが変わりたいと
願い、それを実現するために行動できるかが全てです。
コーチはあなたを全力でサポートし、そのゴールに向かうために伴走します。
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無条件の愛コーチング
Hawaii Life コーチ

Kaori Teixeira
・ひふみコーチ認定 プロフェッショナルコーチ
ひふみプロコーチ養成講座講師
グリーフ&トラウマケア
IKIGAI Map ファシリテーター
講演会ファシリテーター
中高とテニス部のキャプテンを務める
20才エアロビクスインストラクター
23才 CBC テレビ局番組担当 AD
26才父がある日突然亡くなる
あまりのショックから
[悔いのない人生を送りたい]
そう強く思い夢の島ハワイへ移住
[ハワイでの経験20年在住]
Hawaii コスメトロジーライセンス取得
美容師、ネイル、フェイシャル
ヘアーメイクアーティスト,イベント
ツアーガイド、会社経営、フラ、歌
やりたい事全てにチャレジ
2016年 KHT Hawaii でグリーフケアのファシリテーターになる
東日本大震災で被害に遭った日本の子供達とハワイでキャンプをしながらグリーフケアの体験を目の当た
りにし大きく心を揺さぶられた
2017年 KOAHINE との出逢い
しなやかで強いハワイの女性達が立ち上げたグループ KOAHINE と出逢い、家族のような存在になる. 毎
週集まり生き方や在り方の勉強をする 何者でも無い私を無条件に愛してくれた
メンターと呼べる女性達から学んだ事は今の私の強さとなり軸になっている
2018年 人生の棚卸しをする
自分は小さい頃からいつも、人の悩みや相談を受けていた。手紙を書いて励ましたり、力になりたいと常に
願っていた事を思い出す。心理学や人生哲学を学んできた事など点と点が繋がり線となった先にコーチン
グとの出逢いがあった。
2019年 ひふみプロコーチ養成講座を受けコーチを生業とし現在に至る
日本とハワイとブラジルを行き来しながらマイコーチである夫と旅をするように今を暮らす
好きな言葉
Love your life you live Live your life you love
コーチからのメッセージ
天才をとことん研究して分かったある共通点があります。それは、天才の横にはいつもありのままを無条
件に愛し続けてくれた母親がいた事です。
無条件の愛のパワーがそこに在ります
ハワイで私が無条件に愛され内から変えられた経験を一人でも多くの人に体験して欲しいです。あなたが
ありのままで生きたい未来は？
人生は選択の連続です
最後にその先にあるものを受け取るのは他の誰でもない、あなただから
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ひふみコーチ認定 プロフェッショナルコーチ

船戸愛
ノベル・セラピスト講師
レイキマスター
ゼニスオメガプラクティショナー
宇宙のトレンドど真ん中、東経135度兵庫県明石市出身。カナダバ
ンクーバー在住。
大阪の広告会社でコピーライターとして活動。ファッションから嗜好
品まで、さまざまなジャンルでの広告制作・ブランディングを担当。
2007年、アメリカ サンタモニカへ移住。
2010年、カナダ バンクーバーへ移住。コーチング、カウンセリング、ヒーリングを学ぶかたわら、絵本、小
説、エッセイなどの作品を創作。
2017年～『起業ひふみ塾』での広報を担当。
ローカルのアーティストやビジネスオーナー、また起業ひふみ塾内でのインタビュー数は200以上。また、カ
ナダ在住日本人に向けたイベント開催は数知れず、2016年 本田健さんの初北米講演会も主催。
ライター、ファシリテーター、イベントオーガナイザーとして、「人の心に光をあて、その人の才能が輝くステ
ージ」を創り出してきました。
北米移住後、目に見えないものを言葉で可視化するチカラが開花。コピーライターとしての「ことだま力」、
コーチ・広報としての「人の最高の姿を取り出す力」を掛け算したオラクル×コーチングを提供中。
コーチからのメッセージ
人は、誰でもアルケミスト。
想い描いた最高の人生を自分の力で創り出すチカラを持っています。
「平穏な今」に 迷い続けるのをやめ「本当に望む未来」に 挑戦すると決めたとき
その瞬間からあなたが 真のあなたを生きるための「魂の冒険」が 始まります。
【Soul Journey Coaching】は
直感を使って物語を引き出す「ノベル・セラピー®」
潜在意識の声を受け取る「オラクルカード」
あなたの魂の旅に伴走する「コーチング」を通して
「人生の宝物を見つける」サポートをします。
さあ、出発の準備を。
宇宙はもう、あなたに囁きかけています。
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Be a Smile 代表／あなたの″ユニークさ″に着目し、あなたの″自
己効力感（自分はやればできる！）″を育む言語化コーチ

山田真伸
・国際コーチング連盟（ICF）アソシエイト認定コーチ（ACC）
・一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
・Gallup 認定ストレングスコーチ
・理学療法士
北海道出身の神奈川県在住
2男1女のお父さん
2004年に大学を卒業と、理学療法士としてキャリアを積む中で、
2016年にマネージメントスキルを学びたいと思っていたところ、コー
チングと出会う。2020年6月にコーチングオフィス Be a Smile を立ち
上げ、プロコーチとしての活動を開始し、現在は、研修講師、執筆活
動、パーソナルコーチ、そして理学療法士として活動中。
私のあり方、「私自身が笑顔で、周りの人も笑顔にできる存在であり続ける」
そして、私のビジョン、「一人ひとりが笑顔で、自分の選択に肯定感を持てる世界をつくる」
このことを達成するために、3つのバリュー、
「よい状態に戻れるキッカケを」「あり方を体現できるキッカケを」「夢や理想を言語化するキッカケを」
を掲げて日々活動しています。
私のコーチとしての土台にあるのが、ファウンデーション（自己基盤）です。私自身ファウンデーションに取り
組み続けることをライフワークとしており、私にとってファウンデーションは、「自分らしい豊かな人生を送る」
ための効果的な手段だと捉えています。
私自身のファウンデーションを整えていく中で、私が大切にしている価値や強み、才能に気がつくことがで
き、その中で、「あなたの″ユニークさ″に着目し、あなたの″自己効力感（自分はやればできる！）″を
育む言語化コーチ」として、老若男女問わず（小学生から大人まで幅広く）コーチングサービスを提供してお
ります。
山田真伸からのメッセージ
最初に、この質問を少し考えてみてください。
「今、あなたらしい"人生"を、"笑顔"で楽しんでいますか？」「あなたの、"あり方"を考えたことがあります
か？」
誤解して頂きたくないのが、コーチングは万能で、それを受けたからと言って、上記の質問の答えが全て
"YES!"となるわけではないということです。
コーチングは、あくまでも人生を豊かにする、手段の一つです。コーチング以外にも、人生を豊かにする、
手段は沢山あります。ただ、コーチングを受け、ご自身の言葉で言語化することによって、人生のあり方、
それぞれの方のフィールドでの目的・目標が明確になり、ご自身の行動が促進され、得たい成果を得られ
るようになってきます。もちろん、コーチングを受けなくても、そのことを達成することはできますが、達成す
る速度は早まり、それにより他の得たい成果もより多く得ることが出来るようになってきます。
コーチングセッションを受けた翌日、いや、その直後から、"思考が変わり、行動が変わる"そんな体験をし
ていただけると、私自身、とても嬉しいです。
人生は一度きり、そして、一度のコーチングセッションも、人生においては二度とない大切な大切な時間で
す。
コーチングセッションを通して、まずは目の前の"目標"をクリアーしながら、その"目的"、さらには目的の先
の"あり方"に目を向け、「自分で考えて、自分で決めて、自分で行動する。そして自分らしい人生を送る。」
そして、「自分の人生の主人公は、自分。」
あなたらしい人生を言語化しながら歩むサポートを、コーチとして全力でサポートさせて頂くことを約束いた
します。
私自身もコーチをつけ、コーチングを学び続けています。
そして、これからも私自身も私らしい人生を楽しむために、私自身への学びは続けていくことも併せて約束
いたします。
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持ち味発見コーチ

八島あつこ
・ひふみコーチ株式会社認定 プロフェッショナルコーチ
産業カウンセラー
小学校教諭一種免許状
10代の頃から様々な人の違いや個別の対人サポートに興味を
持つ。大学で学校教育と心理学を学ぶ。
卒業後は、大人の障がいのある方へのキャリア相談に従事（計
12年。面談人数700人超）。2013年、産業カウンセラーを取得。
2014年～保育園に子を預け、仕事との両立に奮闘。
2020年、コロナ禍のステイホーム時期にコーチングを受け始め
る。はじめは夢や理想を描くことへの苦手意識が強かったもの
の、コーチングを受けながら内省していく中で、自分のやりたいことへの行動を自分で選べるようになって
いく。人の話を聴く仕事のキャリアを生かしつつ、自身が前向きに・健康的に変化していったコーチングで
人と関わっていくために、2021年、ひふみコーチ株式会社認定プロフェッショナルコーチに。2022年から、持
ち味発見コーチとして本格的に活動開始。
東京都在住。二児の母。
コーチからのメッセージ
コーチングを受けることや、コーチ養成講座で学び実践していくことで、私の中に新しいＯＳがインストール
され、人生に指針ができ、ワクワクに向かって進みやすくなったと感じています。
もっと早くコーチングと出会っていたら・・・
人生の様々な決断が主体的になされたり、
くよくよする時間を、別の楽しい時間にシフトさせたり、
子育てのモヤモヤから自分の大切にしていることに気づいたり、
・・・そんなことがもっと早くなされていたかもしれないと感じます。
過去の私のように、育児やキャリアの中で「こうあるべき」の気持ちが大きくなり、自身が心から感じる「私ら
しさ」が見えにくくなっている方にコーチングで寄り添いたいという想いから、その方の持っている「持ち味」
を発見し、生かしていくことをセッションで大切にしています。
あなたの持ち味を生かして心から満たされた人生へ
あなたのひとつずつのチェンジに
パーソナルライフコーチングで寄り添います
ご興味のある方からのお問い合わせをお待ちしております。

403

コーチ

ヴィランティ牧野祝子
国際エグゼクティブコーチ
PCC by Fowler International Academy of Professional
Coaching
「可能性の蓋」を開け、ポテンシャルを最大化することに情熱を
かける国際エグゼクティブコーチ
東京生まれ。米コロンビア大卒、仏 INSEAD ビジネススクール
MBA 修了。イタリア・ミラノ在住。障害児を含む3児の母。20年
国内外10ヵ国で、途中出産育児により3年ほどキャリアを中断し
ながらも、米系戦略コンサル、仏系化粧品会社、英系酒販会社、
伊系ファッションなど多業種で、戦略構築から現場の実働まで国際的キャリアを積む。また、海外企業でも
マイナーな女性のシニアマネジメントのポジションや後輩社員のメンターも多く務めた。その後、メンター経
験や豊富なビジネス経験とノウハウを活かし、国際エグゼクティブコーチとして独立。
女性として自分の価値の高め方が分からず自信がなくなったり、障害児の娘が産まれてキャリアを諦めた
り。相談相手もおらず孤独な時期もありながら、それでも何とかキャリアを繋ぎ、世界中の素晴らしいビジ
ネスリーダーたちやバックグラウンドや常識の異なる部下・チームから多くを学び成長の機会を得る。彼ら
から習得した世界スタンダードのビジネススキルを、日本の枠に捉われないグローバルな視点で伝え、日
本のビジネスパーソン、特に女性のキャリア構築のお役に立ちたいと日々活動中。女性キャリアの「ステー
ジアッププログラム」主宰。国際エグゼクティブコーチ、企業研修講師、コンサルタントとして、法人・個人を
問わず、活動をしている。
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北野まなみ
・ひふみコーチ認定プロフェッショナルコーチ
ひふみコーチ株式会社 起業ひふみ塾 自分ビジネス構築関連担
当・ファシリテーター
プロジェクトインキュベーター
看護師保健師国家資格
鹿児島県生まれ。鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻を卒業
後、同大学病院にて看護師として就業。2013年、退職後 ワーキン
グホリデーでカナダへ。その後、多様性と自然豊かな国カナダに魅
了され移住を決意。永住権を取得。 現在は、プロコーチ、Web 制作、
個人ビジネス立ち上げ支援、プロジェクトの企画運営支援を提供す
るフリーランス。
2019年～「やさしさ」をキーワードに、社会課題へのポジティブなアプローチを実現する場づくりとして「地球
に社会に人にあなたにやさしいプロジェクト E-Project」を立ち上げる。オンラインフェスを毎年開催し、社
会課題への接点を緩やかに持ち続ける機会を創出している。また、アフリカザンビア HIV 孤児院支援、国
内外災害支援、NPO/ソーシャルビジネル団体支援なども継続して行なっている。
2020年～ひふみコーチ株式会社 自分ビジネス構築関連コンテンツを担当。ファシリテーターとして、コーチ
ング的な関わりを基軸とした個人ビジネス構築支援を行う。「はたらくって楽しいと思える社会を作る」という
思いのもと ひとりひとりが自身の可能性や感情、価値観を大事にしながら社会で活躍できるような支援を
行っている。
2021年～「哲学的雑談ルーム」を発足。思考を深め、自らの言葉で表現する楽しさと面白さを体感する場
づくりを行う。コーチングという枠を超えた、本質を問い直すちからを育むためのイベント開催や発信を精力
的に行っている。
現在は、カナダと日本の2拠点で生活。
趣味は、セルフコーチング、ジャーナリング。
週末は、バンクーバーのカフェで自分会議をすることが癒し。
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海外在住日本人女性のための NY ライフコーチ

Chika Bullock
・国際コーチ連盟 ICF 認定コーチ ACC（Associate Certified Coach）
・米国 CTI 認定 CPCC（Certified Professional Co-Active Coach）
・Positive Intelligence メンタルフィットネス コーチ (PQ Coach)
・幼稚園教諭、保育士資格
「子どもの役目は彼・彼女自身の人生を生きることであり、心配性な
親がこんなふうに生きるべきと考えた人生や、教育者の目的にかな
った人生を生きることではない。」これは私が高校時代に出会ったイ
ギリスの最も古い自由学校「サマーヒル・スクール」創設者
Alexander Sutherland Neill の言葉。
その信念に惹かれ、できるだけ人生の最初に関わりたく、幼稚園教諭免許と保育士資格を取得。しかし、
現実には少子化を背景にした園の生き残りのため、子供の個性を伸ばす事より学ばせる事に重点を置く
傾向にあり、進路を180度転換、広告代理店に勤務。
広告代理店では、営業およびマーケティング両方の立場から主に大手小売り業をクライアントに持ち、仕
事の一環として研修で訪れた NY に心を奪われ、住む夢を７年がかりで実現、滞在予定１年が15年以上経
った現在も NY に在住。
何の保証もないまま移住した NY では、NPO、不動産会社、IT 企業でマーケティング、広告、営業サポート
リーダー等の仕事に携わり、プライベートでは国際結婚と離婚を経験。挫折の中人生について深く見つめ
直し、本来やりたかった事を思い出し、英語に大変苦労しながら2018年よりアメリカの「The Co-Active
Training Institute」にてコーチングを学びはじめ、他にも「 Co-Active Leadership Experience」「Positive
Intelligence」コース修了、2021年ライフコーチとして起業。現在は日米在住および日米での企業勤務経験
も活かしながら、主にアメリカ在住の日本人女性に、プライベートセッション及び、心を味方につけるメンタ
ルフィットネスプログラム「Positive Intelligence」を提供。
コーチからのメッセージ
「あなたに"本当の意味"で自分を大切に、おもいきり生きて欲しい」
はじめまして、NY 在住のライフコーチ Chika と申します。私がコーチングを通じて気がついた事は、「今まで
どれだけ自分を大切に扱ってこなかったのだろう」という事です。自分は欠けた存在ではなく、自分である
だけで価値があるという事、人に認められるために何かをするのではなく、人のために自分を犠牲にして
生きるのではなく、自分の望む人生を生きて良いのだという事です。
看護師のブロニー・ウェアが患者さんにインタビューした著書「死ぬ瞬間の5つの後悔」
1. 自分に正直な人生を生きればよかった
2. 働きすぎなければよかった
3. 思い切って自分の気持ちを伝えればよかった
4. 友人と連絡を取り続ければよかった
5. 幸せをあきらめなければよかった
多くの人は人生の終わりに、自分にとって本当に大切なことが見えてくるそうです。そして、それを後回しに
してきた自分に憤りを感じ、後悔を抱く。死を目の前にした人の後悔の根本の原因は、自分の本心に向き
合わなかったことにあります。
私がコーチングをする理由、それはあなたが「あなたの本当の心の声」に耳を傾け、「あなた自身」に思い
やりをもち、「あなたのありのまま」を受け入れ、あなたにとって「何が本当に大切か」に気づき、あなたが
「本来の自分で心豊かに生きたい人生を、活き活きと生きる」お手伝いをしたいからです。
まずはコーチとの相性を確認するためにも、無料体験セッション(コンサルテーション＆ミニセッション計60
分) をぜひ受けてみて下さい。ご連絡おまちしています。
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一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
Gallup 認定ストレングスコーチ
国際コーチング連盟アソシエイト認定コーチ(ACC)

土信田由利子
・日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー
・国家資格キャリアコンサルタント、・2級キャリアコンサルティン
グ技能士
現在は、コーチングやキャリア相談を通して、『後悔の少ない人
生の歩み方』をサポートしている。
大学卒業後、日本航空株式会社にて、キャビンアテンダントとし
て21年間乗務。2010年に早期退職。退職後はコーチング、カウ
ンセリング、心理学などを学ぶ。
医療機関、高額商材を扱う企業様向けにビジネス、接遇マナー講座を提供、コーチングスキルを盛り込ん
だコンテンツと手厚いフォローアップで、
自ら考え動く社員の育成に力を注いでいる。現在は、コーチングやキャリア相談を通して、『後悔の少ない
人生の歩み方』をサポートしている。
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久保田恵子
・国際コーチ連盟 認定コーチ（ACC)
・生涯学習開発財団認定マスターコーチ
Achology ライフ・コーチング
Achology NLP プラクティショナー
Achology CBT プラクティショナー
1971年生まれ
1983～1990 中学・高校をアメリカ・ミシガン州で過ごす。
1994～2005 大学卒業後、外資系金融機関の東京オフィスにて11
年間勤務。
金利デリバティブのミドル・オフィスで、リスク・マネジメント、トレ
ーダー・サポート、プロジェクト管理を担当。ロンドン、ニューヨークとの連携にグループリーダーとして5年従
事。為替 e コマースのミドル・オフィスでは、アジア・リージョン担当。
2005～2011 夫の転勤のため退職、ニューヨークで6年、3人の子供を出産。
2011～2019 夫の転勤のためロンドンへ。
8年間、育児に奮闘しながら、学校や地域でのボランティア活動に参加。
2018年にコーチングの学習開始。
2019～ サンフランシスコに引越。コーチ・エィアカデミア ACTP 修了。
「私とコーチング」
４０代半ばで出会ったコーチング。
知る前と後で、私の人生観 世界観が180度変わった、とても意味深い経験となりました。
活力と前を向く勇気をもらい、主体的・自律的に思考・行動できるようになりました。
私が得られたもの、自らに起きた変化は３つです。
１）ずっと悩んできた「自信のなさ マイナス思考 感情の起伏」に対して原因や理解を深められ、解決して
いくための新しいツールを入手できたこと。
２）世界中にいるコーチ仲間と出会い、自分が悩んでいたことは、皆も同様に悩んでいるのだと、気づいた
こと。新しい繋がりができたこと。
３）『なりたい自分像』を思い描き、実現に向けて具体的なアクションが取れるようになったこと。自分をより
効果的、寛容にマネージできるようになり、家族との関係、育児も大きく改善されたこと。
コーチングでは、よく「自分にとって大切なものとリソースは 既に自分の中にある、いつからでも学んでい
ける」と言われます。
私自身まさしくコーチングを通して、このことに気付かされました。
「コーチとしての夢と願い」
一人でも多くの人が、より幸せに、生きやすく、そして望む人生を送ること。
自分の良さ、強さ、自分らしさに気が付いて、いきいきと生きること。
そんな人が一人でも増えて、より希望と勇気にみちた社会になっていくことを願います。
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出口郁子
・国際コーチング連盟（ICF）プロフェッショナルコーチ（PCC）
・NPO 法人ヘルスコーチ・ジャパン（HCJ）認定ヘルスコーチ・メンタ
ルコーチ
日本プロフェッショナル講師協会（JPIA）認定講師
大学卒業後、(株)日本航空国際線 CA として乗務。
在籍中は、客室乗員訓練部にインストラクターとして3年間所属し、
新人訓練や昇格訓練、各種訓練内容の構築業務に携わる。管理職
昇格後は、配下 CA の人材育成や全 CA のサービス品質向上に携
わる部署に所属。
2010年（株）日本航空を早期退職。
2012年より接遇やマナー、コミュニケーション、リーダーシップ、部下育成などをテーマとする研修講師とし
て活動を開始。
2014年より NPO 法人ヘルスコーチ・ジャパンでコーチングを学び始める。
2020年よりコーチング実践道場「以心伝心」で学び始める。
現在、エグゼクティブコーチ、パーソナルコーチ、企業コンサルタント、研修講師として活動中。
コーチからのメッセージ
常に心がけているのは「クライアントの最大のサポーター」であること。
人生100年と言われる時代になりました。
今後、仕事を通してより良い人生を実現していきたいという人のサポーターでありたいと願っています。
人は誰でもなにかしら荷物を背負っています。
経営者なら会社の存続、事業の拡大、従業員の雇用、経営者以外の方なら金銭、人間関係、家庭内の問
題など、人は様々な荷物を背負って生きています。でも、そんな状況でも前に進もうとしています。
自分も周りも Happy になるためにどうすれば良いかを考えている人、仕事を通して自己実現をしたいと考え
ている人、自分が本当にしたいことは何かを探している人。そんな方々の応援をしたい。セッションの最後
には、クライアントの胸に希望が灯り歩みだす、そんな時間にしたいと思っています。
今のその先にあるワクワクするもの、輝いているものを、私と一緒に見つけましょう。
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あとがきにかえて「普及期を迎えたコーチングの新展開」
コーチングバンク代表取締役 原口佳典

さて、コーチングについてお話させていただく前に、皆様、商品寿命曲線とか、商品需要曲線といったも
のを、お聞きになったことがあるかと思います。こういう図になります。

最初の部分が導入期、続いてぐぐっと伸びているところが成長期、安定成長に入ったのが成熟期、最後
にもう普及してしまってあんまり伸びなくなっているのが衰退期です。
それでは日本でコーチング、というものが今、どの段階なのか、ということを考えてみたいと思います。
次のグラフを見てみてください。これは、「コーチング」というキーワードで検索される書籍の発行年度別
にグラフにしたものです。書名やサブタイトルに「コーチング」という言葉が入っている書籍の数ということに
なります。2006 年は 9 月中旬までの数字です。これを見ますと、2002 年から急激にコーチング関係の書籍
が出版されていることが分かります。

資料「コーチング」というキーワードで検索される書籍の発行年度（Amazon.co.jp ）
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書籍の内容を見ますと、1970 年代から 1998 年まではスポーツコーチングの書籍ばかりです。1999 年に
やっとビジネスコーチングの書籍が登場しています。 ちなみにこの書籍のリストはサイトの方に掲載して
おりますので、ご興味ある方はチェックしていただけると面白いかと思いますが、2000 年を超えますと、病
院・教育・医療・ＳＥ、そして自己実現や恋愛など、ありとあらゆる書籍が登場してきます。意外に思われる
かもしれませんが、日本のコーチングの歴史というのはここ数年のことなのですね。
コーチを名乗る人が増えた。しかし、コーチングのマーケットはどのくらい拡大したのか、というと、今は成
長期の入りたての部分です。まだまだ市場の成長余地はあるものの、普及までにはいたっていない。今は
そのような状況かということが想像できます。
これだけたくさんの書籍が出てきていますと、当然のように、企業研修の現場でも、「コーチング」という
言葉はかなり普及しました。名前は知っている。どうやら「聞く」ことらしい。「承認」とかもあるらしい。なるほ
ど。よさげな研修プログラムはないのかな？ ということで、つきあいのある研修機関旧来の研修機関が研
修プログラムを作って一日研修をやる。で、スキルを知ったり、タイプ分けをしたりする。カードをもらった。
興味があったので簡単な本も読んだ。俺はもうコーチングはばっちりだ。・・・でも、仕事の時にはそうは言っ
てられないよね。上司がわかってないからさー。うちの会社も業界も古い体質だからなー・・・みたいな。
イメージでお伝えすると、現在は、こういう状態ではないかと
思います。コーチングというものを、なんとなくわかった気になっ
ている人が増えている。人事の方は社員教育に最先端のテクニ
ックを導入して、ちょっと嬉しい気がする。今はそんな状態かと。
一方、経営者やコーチング研修に予算を出す方の本音としま
しては、で、コーチング研修で売上は上がったの？ 利益は増
えたの？ ということなのですが、特に大企業だと研修の効果と
いうのはなかなかすぐには出なくて当たり前、といったことはあ
りますが、中小・中堅企業やベンチャー企業などでは、すぐに結
果を求めますし、見ればわかる、ということもありますしね。なか
なかシビアです。まあ、成果については、研修の普及に対する
割合としましては、なかなか実際に計測できる成果を上げられ
たところは少ない、というのが現状ではないかと思います。まあ、
当たり前ですね。
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なぜ当たり前かと言いますと、多く、世の中で提供されているこうした研修が、経営風土や企業文化を変
更させるようなやり方をしていないものが多いからではないかと思われます。マナー研修にしても、業界研
究にしても、個人に対するティーチングが主体です。そういう研修は、いわゆる研修機関というのは慣れて
いるんですね。
まあ、接客や営業にコーチングを活かす、ということでしたら、個人のスキルアップでもいいのですが、組
織全体のパワーアップを図ろうとか、マネージャーやエグゼクティブを育てようということでしたら、ちょっとこ
の手の研修で期待するのは間違いかな、と思います。しかし社長や経営幹部自ら社員研修に参加するか
というと、そういう会社というのはなかなかないですね。ですから、これは別に研修機関だけが悪いわけで
はないと思います。
コーチングを企業風土に入れようと思った場合には、この言葉を覚えていただきたいと思います。それが、
「インナーマーケティング」という言葉です。
マーケティングという言葉は皆さんお聞きになられたことがあ
るかと思います。簡単に言ってしまいますと、顧客がいる市場
を見極め、市場とコミュニケーションを取ることですね。「インナ
ー」というのは、「中」ということですから、簡単に言いますと、社
内に対するマーケティング、ということになります。対象が顧客
ではなく、従業員や取引先などのステークホルダーになるわけ
です。
大企業になると社員や部署の数が膨大になりますので、なか
なかトップの考え方を社内に浸透させるのに時間がかかります。
企業の中でコーチングを大事にしようと思っているのでしたら、
このインナーマーケティングを施策として行わない限り、コーチングが企業文化になったりしないわけです。
では、誰が、コーチングをインナーマーケティングに載せるのか・・・もちろん、それは経営陣の意識なり、指
示だったりするわけです。
トップの方が思っているほど、従業員の方は企業理念とかトップの思いをわかってはいません。朝礼で言
うとか、イントラネットのトップに掲載するとか、そういうアリバイ作りのような方法ではなく、もっと組織に浸
透させる方法で、トップの考え方を示さなくてはいけません。たとえば、社内にコーチングを専門とする役職
を作って将来の会社を担う人材をそこに登用するとか―――つまり、ここにいらっしゃる皆様ですね（笑）―
――社内報でコーチングの記事を載せるとか、そういうところからでいいのです。継続してメッセージを送り
続ける。そういうことを意識してやっていただきたいと思います。
良く聞きますのは、まずは試しにコーチングを受けてみたい。まあ、コーチングの研修や養成機関は高い
ですからね（笑。でも、どうやってコーチを探せばいいのかわからない。
私がこのたびコーチングバンクを立ち上げましたのは、そういう方に少しでもたくさんの、個性豊かなコー
チが世の中にいることを知ってもらい、選んでもらえるサイトがあればいいな、そう思ったからです。コーチ
ングバンクにはいろいろなコーチが登録しており、御社にあったプログラムを提供できるコーチが必ずいま
す。まずはお気軽にご相談ください。
（2006 年 9 月 21 日 コーチングバンク開設セミナーご挨拶より抜粋）
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