「内なる真の自己」を開花させる学校

アイダモン体験談

アイダモンを通じて、実現したいのは、

天才性が開花する
「内なる花火祭り」な世界。

内なる自己を統合する旅路。
アイダモンで扱うのは、
「 自己実現」の先にある、
「 自己統合」という概念です。
内なる自己の陰と陽が統合されたとき、「真我」とも言える自己の存在が分
かり、開放することができるようになります。アイダモンでは「真我」は、
Vision を実現する使命を帯びている存在である「Role」と、Vision を体現
する生き方により影響を生み出す存在の「Being」の２つを開いていきます。
Role が開かれ発揮されたとき、天才性といえる才能が開花します。そして、
Being が開かれ解放されたとき、命の火が踊り、魂が大笑いするような、
「内
なる花火祭り」となり、真の自己からのエネルギーが溢れ出すのです。

WOW ! STORY of 18 persons

TSUBOTA JUNKO
アイダモンに参加したことで、自分が何者で、本当

した内的自己を日常の中で意識するようになりまし

に大好きなことが何なのかとかどんなことにわくわ

た。他にも自分の内面を磨くために使えるツールや考

くするのかを実感しました。これまで頭でしか考えて

え方がたくさんあります。

いたことが、そうか！そうだった！と実感が伴って、

アイダモンの魅力は、まず生田さんのbeing魂爆裂

自分のエネルギーが
格段に上がった！

ぐんとエネルギーが上がった気がします。自分の内側

なトークです。人のエネルギーって論理や理屈を超え

のエネルギーに本当に繋がれたなあと感じられるこ

て、感動するし揺さぶられます。それをアイダモンで

とが一番大きな成果でした。

痛感しました。生田さんのトークから伝わるエネル

日常の中で、もやもやすることや葛藤が出てくると

ギーに魅了されます。なんかよくわかんないけど「こ

インサイトマップを書きます。そしてインサイトマッ

の人スッゴイ！」って気分になります。一緒に学んだ

プに落とせる葛藤を日常に見つけるとわくわくする

仲間なら誰もが共感してくれるでしょう。それと、プ

ようになりました。書くことで自分も気が付いていな

ログラムも内容もいつも進行形。いつ行っても新鮮な

かった無意識にあるものが暴かれるので「あー自分っ

発見があります。

てこんなこと思ってたのか！！」と。インサイトマッ

よく言う話ですが、学びは学んでからがスタートで

プの魅力のひとつは自分一人ではなかなか至れない

すが、アイダモンでは昨日話してたことがもう今日に

深いところまでをMECE的に自己探求できること。書

は新しくなっているぐらいに進化が速いんです！

けば必ず発見があります。それとアイダモンで発見

坪田 順子 さん
国際コーチ連盟ICFプ認定ロフェッショナルコーチ（PCC）
CRIジャパン応用コース終了 / システムコーチング応用コース終了 /
CTIコーアクティブ・リーダーシッププログラム終了 / ワークライフバランスコンサルタント
TLC（ザ・リーダーシップサークル）認定プロティクショナー / 米国ギャラップ認定ストレングスコーチ
人材派遣会社にて人材開発、飲食店、医療、美容小売業などのコンサルティングを担当。接客やスタッフ教育を行う。2000
年

プロフェッショナルコーチとして活動をスタート。企業の風土改革、管理職やリーダーむけの研修講師や対話会の

ファシリテーターとして活動。組織の関係性向上、個人の在りたい姿の発見・実現を通してモチベーションを高める（ア
ライメントコーチング）支援と、思いこみに目を向け、自ら変革を起こしていくリーダーの育成・支援に力を注いでいる。
コーチング実績：2500時間以上、管理職との1on1コーチングは1200名以上
研修講師実績：株式会社リクルート、
ソフトバンクモバイル株式会社、
株式会社ファーストリテイリング、
日産自動車株式会社

他多数

著書：
『ポジティブシャワー』 扶桑社
掲載記事：日経ビジネス、日経ビジネスウーマン、日刊工業新聞、朝日新聞、他多数

アイダモンを通じて、自分の内側の状態が明確にな

RYOSUKE NISHIDA

の表現）の感覚が鋭くなり以前よりもコミュニケー

り曖昧だった考えや心の整理ができるようになりま

ションが円滑で本質的な会話ができるようになって

した。現実的な現象のみならず感情や思考、氣やエネ

きました。

ルギーの存在を否定せずに受け入れられるように
なってきました。
アイダモンに通って実際に日常で変わったことは、
アイディンティティ（Being/Role）が明確になり常に

アイダモンの一番の魅力は、やはりアイディンティ
ティ（Being/Role）の明確化です。自分のあり方に大き
なインパクトを与え、まるで新たな世界に目覚めたよ
うな感覚を得ることができました。

Being（ど真ん中の自分）を感じながら生活ができるよ
うになったことです。
その結果、いつも自然体でいることができるように
なり周囲からのフィードバックも大きく変わりまし
た。特にノンバーバルコミュニケーション（言葉以外

西田 竜右 さん
アルモデザイン代表（http://almo-design.jp/）
営業コンサルタント、研修講師、ストレングスコーチ、フィッシングインストラクター、薔薇アンバサダー
日本大学理工学部建築学科卒業後、建築設計事務所を経て渡米。帰国後、不動産会社入社をきっかけに営業に転身。法
人営業部にて外資系企業TOPとの商談に従事。
2001年、テレマーケティング会社に入社。強みを活かした独自の理論を駆使し3カ月でTOPセールスとなる。その後、
マネージャーとしてメンバーの育成と並行し自らは37カ月連続TOPセールスを記録。広くBtoCの商材に精通する。
2005年、営業コンサルティング会社に入社。セールスプロモーション推進部にて新規事業の企画・営業に従事。その
後、コンサルティング事業部にて営業支援サービスの基礎をゼロから構築。メンバー採用・育成の一方で企画・営業に
も従事。
2008年、営業・企画コンサルティング、アルモデザイン設立。多様な業界（通信、IT、金融、飲料、製造、自動車、法曹界な
ど）のナショナルブランドで営業支援を中心に幅広く活動中。
講師として企業研修に年間100日以上登壇。営業コンサルタント、ストレングスコーチとして様々な企業の現場で
チームビルディング・営業を実践。結果に直結し現場で活かせるをモットーとしこれまでに2万人を超える人材育成
に関わっている。週末はフィッシングインストラクターとして活動中。

まるで新たな世界に
目覚めたような感覚

WOW ! STORY of 18 persons

「私とは何者か」
という一見
小難しい問いに楽しく向き合える悦び

WOW ! STORY of 18 persons

ATSUKO YAMASHITA
アイダモンを通じて「自分は自分で『創造』していく

自分の中に対立を生み出している要因やブロックを

存在である」ということをしっかりと感じることがで

自然に見つけ出すことができるようになりました。生

きるようになりました。今までは「自分とは何者か」を

活していると、なんだかんだ葛藤はいつも生まれ続け

探求しながらも、いつも自分以外のどこかに答えを求

るので、インサイトマップの存在はとても心強いで

めていましたが、アイダモンに通うようになってから

す。

主体的に自分自身と関わり「本当になりたい自分を創
造していく」という意識が生まれました。

そして何かに対してアドバイスが欲しい時には、自
分の中の声と会話する「インナーダイアログ」を書く

アイダモンでは「私は何者か」を作り上げていくた

ようにもなりました。不思議ともう一人の自分に問い

めに必要な構成要素やその見つけ方を一つ一つ丁寧

かけると思いがけないような結構いい答えをくれた

に説明してもらえます。今までの自分を振り返りなが

りするんですよね。自分自身と向き合う時間をしっか

ら、また未来の在りたい姿を描きながら、その要素を

りとることで、すっと気持ちが通って、今まで以上に

見つけ出し、自分が大切にしたいものを納得感を持っ

楽しく過ごせる日が増えてきました。

て選ぶことができます。まだ全部の要素を選びきれて

アイダモンの魅力は、
「私とは何者か」という一見小

はいませんが、それぞれのパーツが統合されたとき、

難しい問いに大爆笑しながら楽しく向き合いつつ、論

どんな自分になるのか今からとても楽しみです。

理的に自己創造していけるところ。誰かが決めた言葉

アイダモンに通い始めてから圧倒的に変わったの

に自分を当てはめていくのではなく、
「これが私だ！」

は、自分の中の対立や葛藤、矛盾に対するもやもやと

と思える真の自分を、自分で名付けて作っていけると

した想いが急激に少なくなったことです。今までも自

ころもすごく面白いです。

分の中の葛藤をノートに書き出したりすることは
あったものの、インサイトマップを使うようになって
からさらに対立する物事について「いい・悪い」ではな
く、全体を冷静に俯瞰することができるようになり、

山下 貴子 さん
区役所職員（教育関係）
神奈川県出身。東京外国語大学大学院卒。インドネシア、ベトナム、カタールの初中高等教育機関にて日本語教師として
現地の子供たちに日本語を教える。帰国後、都内のインターナショナルスクールでIB教育に携わる。2015年6月より現職。

YAMADA MAKI

私はこれまで、外部からの「こうあるべき」を演じて

「陰極まって陽」を思い出し、頭の中で簡易なインサイ

ばかりで、自分の本当にやりたいことがわからなく

トマップを作成することにより、大事なもの、大事な

なっていました。ですから、どんな職業が向いている

ことを見極めるようになりました。

か？という答えを探していました。
アイダモンで自分の在りたいBeingを描いた時、そ

アイダモンの魅力は自己探求に用いるツールが、
とにかく面白く、ワクワクが止まらなくなります。

の陰に、自分らしさを無視して演じてきた苦しさがあ

アイダモンでは、他にはない深い探求ができるの

ると気づきました。ただ、その時に、
「もうあんな過去

で、本当の自分らしいアイデンティティが見えます

は嫌だ」と、過去を否定することはなく、アイダモンの

が、それだけでなく、生きるのがラクになる、自分の器

中庸の精神が活きて、頑張ってきた自分のおかげで今

量が大きくなるなど、自分の在り方を考え直す最高の

描けるものがある、と自分を許すこともできました。

機会になります。すでにアイデンティティが明確な方

それからは、職業にこだわらず、何をするにしても

であっても、多くの学びや気づきに心を震わす経験を

自分らしい使命を発揮したい、と思えるようになりま

されると思います。

した。
自分のエンジンになるものが明確になったため、
いつもそれを思い出し、勇気と自信を持って能動的に
生きるようになりました。
また、私は何に対してもジャッジしがちでしたが、

山田 真紀 さん
講師（Human Bliss代表）、コーチ、作家
短大卒業後、約16年間、全日本空輸株式会社に在籍し、客室乗務員として政財界のVIPフライ
トやPR活動に携わった。また、チームコーディネーターとして、人財育成・評価を担当。退職
後は、講師、コーチとして独立。育成経験を活かし、研修では、ビジネスパーソンに必要な感
性、ノウハウを伝え、成長し続ける人財を育成している。
著書「あなたの魅力を爆発させる方法」では女性の内面を磨く方法、人間関係を良好にする
方法などを伝えている。
Human Bliss

http://h-bliss.com/

自己探求に用いるツールが
とにかく面白く、
ワクワクが止まらない！

WOW ! STORY of 18 persons

体系化された自己探求コンテンツ
論理的・感覚的、両方のアプローチがある

WOW ! STORY of 18 persons

KEI FUJII
「等身大の自分が何者である。」かを宣言できるよう

いうほど盛りだくさんです。そして、それらが"自己探

になりたいという想いでアイダモンに参加しました。

求"というテーマを軸に体系化され誰もが再現できる

自分が自分に対して、何者かわかってなかったのが、

ように構築している点が素晴らしいです。論理的に理

全ての始まりでした。今は、以前よりもかなり「自分が

解したい人にも、感覚的にわかりたい人にも、どちら

何者か。等身大の自分がどんなものか。」を語れるよう

もカバーできるように設計している辺りは、同じよう

になってきていて、以前よりもかなり"キモチイイ”生

な仕事に携わっている者としては、まさに脱帽です。

き方を実践できているという、実感があります！

そしてアイダモンのもう一つの魅力は【仲間たち】

アイダモンに通って「視座が変わった」という実感

です。
「等身大の自分」を一緒に探し、共に励まし合う

があります。特にインサイトマップでは、
「悩んでいた

仲間たち。参加している人達のバックグラウンドは

葛藤自体は、その大きな目的を気付かせてくれるため

様々です。自分の倍を生きているような人生の大先輩

のトビラのような存在」というのは自分の中でのパラ

や、自分とは全く別のフィールドで輝いている人、自

ダイムシフトです。そのことにハラオチし、そのよう

分と同じような悩みを抱えてる人、などなど。そんな

な捉え方ができるようになったことで行動自体も変

仲間たちがアイダモンでの学びを「共通言語」にして、

化し始めたことが一番大きな変化です。

つながっていく。しかも、アイダモンでの学びを通し

アイダモンの魅力はたくさんありますが、まずは

てつながる仲間達だからこそ、うわべだけの付き合い

【コンテンツ】です。インサイトマップをはじめ、
「情熱

なんかじゃなく、ハラの底から「等身大の自分」をシェ

のエネルギーの高め方」や「呼吸法」といった日常です

アして、その自分と向き合っていく過程も含めて共有

ぐに使えるテクニックに至るまで、
「これでもか！」と

し、共に成長できることが悦びです。

藤井 啓 さん
株式会社プレセナ・ストラテジック・パートナーズ

プリンシパル

筑波大学大学院卒業後、日本アイ･ビー･エム株式会社にて、テクニカル・セールスとして、顧客課題に対するITソリュー
ションを提案していく技術営業業務に従事。新製品のプロダクトリーダーや社内業務改革リーダーなどを併せて担当。
お客様、営業・技術担当者を対象にした、セミナー・研修講師は100回を越える。
2012年、退職を機に世界一周の旅に出る。世界一周航空券の存在を知り、ビジネスクラスで南米、アフリカ、中東を中心
に、90日間、5大陸13カ国を周遊。アフリカ最高峰 キリマンジャロ山頂にて初日の出を拝む。帰国後には、世界一周に旅立
ちたい人向けのスクールでの講師や、書籍出版、バックパッカー用カバン開発などにも携わる。
2013年、プレセナ・ストラテジック・パートナーズに参画。ビジネススキル系科目の講師、営業、教材開発に従事。年間登壇
数は100を越える。 他にも、早稲田大学オープンカレッジ講師など。
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アイダモンはセミナーの中で「対話」のワークが非
常に多いのが特徴です。
パートナーや仲間と一緒に受講することで、双方の
「自己統合」を支援し合うことができます。その切磋琢

A.まず僕がアイダモンの体験会に参加して、その時に
「価値提供する分野を集中することで突き抜ける」と
いう言葉が強く響きました。2人とも次のステージへ
向けて「人生のシフトチェンジ」を起こすタイミング
だったから、これは一緒に受けたい！と思いました。
（敦史さん）

磨した関係性の中で、お互が、本当の本来の自分であ
るという「真のアイデンティティ」をベースにした、全

Q. 実際にお二人でアイダモンを受講されていてどん

く新しい次元のパートナーシップやチームワークを

な点が良かったですか。

築けることが期待できます。
アイダモンはそのような方々をサポートしたいと

A.アイダモンは知識のみならず、体験型（ワークがた

いう想いから、パートナー、御夫婦、お仲間、お友達、家

くさん！）なので、場を共有することが本当に大事だ

族など、大切な方と一緒に参加される場合や大切な方

と思う。共通言語増えて理解し合えることがとても

をご紹介頂いた場合は、様々な特典をご用意しており

嬉しいです。
（由美子さん）

ます。
詳細はアイダモンWEB上にて。

僕たちは、普段から別々に経験したことを共有するん

（http://wowway.co.jp/idamon/）

ですが、アイダモンを説明するのはユニーク過ぎて大

御夫婦で参加。体験型だからこそ二人で
参加することでよりお互いを理解しあ
えるようになった。
Ｑ. なぜ御夫婦で一緒にアイダモンを受講しようとい

変（笑）だと思います。体験型の要素も強いですし。で
も、一緒に参加してるから説明する必要もないので単
純に時間の節約にもなり、その分お互いの対話の時間
などを大切にしています。(敦史さん）

うことになったのですか。

小泉 敦史 さん 由美子 さん
プロデューサー
大学卒業後、旭化成にて注文住宅のコンサルティング営業に従事。独立後、光通信系代理店で【非店舗、紹介専門】でソフ
トバンクモバイルiPhone販売全国1位を取得。起業９年目を迎えた現在、
「光を強めて、結びつける」をコンセプトに、年
100日、世界を飛び回りながら リーダー層の世界観を拡げブレークスルーを起こす機会を提供中。

大切な人の
「自己統合」
を
お互いに支援し合うことで育まれるもの

統合アイデンティティベースの
パートナーシップ＆チームワーク

ATSUSHI KOIZUMI / YUMIKO KOIZUMI

WOW ! STORY of 18 persons

HIROAKI UKAWA

自己探求や内省のワークを楽しくでき
自然と答えが出てくる所がユニーク

生きてると様々な葛藤があり、何かを決断する時に

ザインのサポートをするような仕事をしています。対

なんかよくわからないモヤモヤが出てきたり、不安が

話の中で葛藤もたくさん出てきますが、そんな時にイ

出てきたり、恐れが出てきたりします。

ンサイトマップを活用したりします。葛藤を紐解いた

そういった、
「なんかわからないけどモヤモヤする」も

時に見えてくる自分の思いに、気づきを得て、迷いが

のが、アイダモンのツールを使うと、面白いように見

消えたり、モヤモヤがクリアになったりしていく感じ

えてくる感覚がありました。見えてくることで、自分

があって、すごく重宝してます。

の本当の望みとか、自分が本当は一番避けたかったこ

アイダモンはアイデンティティー、つまり「自分は

ととか、自分らしさを表すものとかが見えてきてまし

何者か」を探求していくプログラムです。そういうこ

た。

とを目的にしたプログラムは世の中にいくつもある

同時に関わる相手の中にも葛藤やその奥にある真

と思います。そんな中でアイダモンのユニークさは、

の望みとか、避けたいことも想像することが出来てく

ツールの豊富さだと思います。特にインサイトマップ

る感じがありました。最近は葛藤が減ってきて嬉しい

は秀逸で、深く考えずとも書き込んでいくと、自分の

やら物足りないやら（笑）いずれにしても迷いが減り

心の内が見えてくる感じがあります。その上で対話す

ました。

るので、対話が深まりやすい。面白く自己探求できる

わたしは、人が自分のキャリアを考える時に、対話

感じがすごくいいです。

相手になって、その人のキャリアデザインやライフデ

鵜川 洋明 さん
ミラクカンパニー株式会社

代表取締役

1996年、株式会社ファンケル入社。在籍の17年で化粧品直営店舗事業の統括、新業態開発、ファンケル銀座スクエア館長
などを歴任全国約１５００人の美容部員の人事制度改革や研修制度改革をなども手掛ける。
2013年、企業の中で感じる違和感がどうにもぬぐえず、
「これからは個として幅広く自由に個人や企業と関わりあいなが
ら新しい働きかたを模索したい」との思いから同社を退社し、ミラクカンパニー株式会社設立 http://www.meraq.net/
情報編集やマーケティング・コーチング等の手法を融合し再編集した独自のビジョンメイキングやキャリアデザインノ
ウハウ“VISIONARY WORK DESIGN”を確立。個人及び法人向けに、キャリアデザイン、チームビルディング、リーダーシッ
プ、ビジョン構築等のテーマで、個別コーチングやワークショップ型研修、コンサルティングなどを提供。
また可能性を拓くきっかけをつくりたいという思いから、児童養護施設の子供たちの自立支援、ASEAN地域での学校づ
くりや貧困地域の女性たちがつくるシルクブランドの支援なども行う。
・ＣＤＡ：キャリアディベロップメントアドバイザー
・ワークショップデザイナー
著書：
「自分未来編集」(電子書籍)

http://amzn.to/1dRev4l
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SAKAMOTO KATSUTOSHI

ティが明確になり、何を大切にしたいのが分かったの
で、自分の軸が定まり、やりたいことに一直線に向っ
ている状態になりました。それに伴って、やりたかっ
た仕事のオファーも急増し、ますます自分の行きたい
人生を生きられている感覚を得られております。
自分がやりたいと思ってるけどやれていないこと
などの葛藤がある時にインサイトマップを活用して
ますが、その状況をインサイトマップで俯瞰出来るの
で、自分の思考・感情のパターンに気づけるようにな
りました。
自分自身のBeingやcore roleを見出した時に変化が
起きたと感じています。 例えば、
「自由自在ライフト

全部旅するようにやろうという感じで、そこから旅行
にまた行きだしたり、もっと自由にやろうと思って写
真を積極的にやるようになりました。
あと、Energizerという役割を発見して、仕事柄、場
にエネルギーを生み出すということを意識するよう
になってから、いいセッションができるようになりま
した。あとは、常にエネルギーに溢れている状態に
なったせいか、人が集まるようになってきました。
アイダモンの魅力はコンテンツの斬新さと効果
感！そして生田さんのトークの面白さと講師力、そし
てこだわりの基準の高さ！素晴らしい同士との相乗
効果！だと思います。

ラベラー」というBeingが出てきて、やりたいことは

坂本勝俊 さん
ビジネスコーチ/研修講師
青山学院大学経営学部卒業後、株式会社コーセーに入社。
国際事業部にてアメリカ・東南アジア等の海外市場マーケティングを８年間担当し、新規ブランドの導入や多国間に渡
るブランドプロモーションなどで海外事業の売上げ拡大に貢献する。営業時代には 全国１位の成績を獲得し、ベストオ
ブイヤーとして表彰される。
2011年にプロコーチとして独立。
経営者から起業家、大手企業のマネージャーや営業マンなど様々なビジネスパーソンに対するコーチングを行ない、ビ
ジネスコーチングの専門家としてクライアントの売上拡大・目標達成を多数サポートしている。
マーケティングや営業で成果を上げて来た経験も活かしながら、クライアントの強みや本当に取るべき行動を潜在意識
レベルから引き出し、いつのまにか自然と行動したくしてしまうコーチングを得意とする。
＜主なコーチング及び研修実績＞
三菱ふそうトラック・バス株式会社様

/ サントリーフーズ株式会社様 /

株式会社富士通様

/ キヤノンシステム＆サ

ポート株式会社様 / JリーグJ2所属ゼルビア町田様 / プルデンシャル生命保険株式会社様 / ㈱コーセー・アルビオン総合
労働組合様 ㈱TＩＳ様

/ ㈱白寿生科学研究所様

/ ㈱協同制作様

/ NPOブリッジフォースマイル様

他多数

自分軸が定まって、やりたいことに一直線。
やりたかった仕事のオファーも急増！

アイダモンを受講したことで、自分のアイデンティ

本当の自分と出会ったら
パワーが乗ってきて、
BIGオファーの仕事もやってきた！
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HIROAKI SOUMA
アイダモンに参加してから、自分のエネルギーの出
力が上がったのを感じます。その理由として、自分が

にも多くのワークがあり、どれもクオリティが高く、
学ぶことがとても多いです。

実現したい「ビジョン」、そのビジョンを実現するため

アイダモンで学び体験することにより、本当の自分

の「コアロール」、ビジョンの体現者である「コアビー

と出会うことができます。かつての私がそうであった

イング」が明確になったからだと思います。

ように、日々の葛藤で憂鬱な毎日を送っている人、自

「インサイトマップ」では陰陽を俯瞰して見ることに

己啓発で行き詰っている人、自分の生き方を明確にし

より、自分では気づいていない内面の深いところにア

たい人などには、特にお勧めしたいです。また、自己統

クセスすることができ、葛藤の根本原因を発見し、ひ

合というワークに来る参加者は、変人ばかりで(笑)、と

も解くことができるようになります。また、
「 エモー

ても魅力的な方達です。ここで出会う仲間と意気投合

ショナルカラー」によって自分の感情特性、行動特性

すれば、すごいことができるかしれませんね。

を診断することにより、自分の強み、弱みを明らかに

加えて、生田さんの講義が最高に面白い(笑)。生田さん

することができます。コミュニケーションにおいて

の身振り手振り顔振りを駆使した講義は、さながらエ

も、相手のエモーショナルカラーを意識し、そのカ

ンターテイメントを見ているようで、参加者の笑いも

ラーに応じた対応をすることによって、円滑に物事を

絶えません。私も講師の仕事をしていますが、とても

進めることができるようになります。さらに、アイダ

刺激を受けております。

モンでは、体感覚を大事にしており、呼吸のワークが

ぜひ、アイダモンで本当の自分に出会ってくださ

あります。私のお気に入りが「赤の呼吸」で、実践する

い！そして、アイダモンで学んだ同志として、世界を

と全身に力がみなぎってくるのが分かります。この他

一緒に良くしていきましょう！

相馬 裕晃 さん
公認会計士 監査法人アヴァンティア マネージャー 会援隊 隊長
会計士試験合格後、資格予備校の財務部の勤務を経て、監査法人アヴァンティアで会計監査、コンサルティング業務に従
事。 3.11をきっかけに、目の前で起きた惨状と何もできない自分の無力さから「なぜこの時代に生を得たのか？」とい
う激しい葛藤と苦悩を経験。直後の5月にMG(マネジメントゲーム)、戦略MQ会計の開発者である西順一郎先生と運命的
な出会いを果たし、自分の天命が「会計維新」であることを悟る。
MGや実学としての会計教育を通じて、日本を支援するために、会計士の同志とともに「会援隊」を立ち上げ、2012年より
セミナーを中心とした活動を開始。
現在は、MGやTOCなど体験型のセミナーを軸として、社員の経営力、会計力を底上げして経営改善をする教育型のコン
サルティングに注力。クライアントが日本を代表する製造業や地方銀行などに広がってきており、
「会計維新」実現に向
けて邁進中。
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SAKAMOTO KATSUTOSHI

アイダモンを通じて自分の内面の捉え方がより具

使っています。ある方策を使った時に、周りの人達が

体的になりました。
「気」
「情熱」
「心」」
「思考」と内面を

どうなっているのか、また自分はどんな表情をしてい

分解して考えていくことで、自分の状態をより精度高

て、どんな言葉を発しているのか、そしてそれはどう

く捉えることが出来るようになりました。パフォーマ

やって実現していったのか、時間を前後に動かしなが

ンスや動きが鈍っている時に、どの部分がうまく働い

ら、方策決定のヒントとして活用しています。

ていないのかも気付けるようになりました。

アイダモンの特徴は、陰陽（マイナスとプラス）の
二面性を理解した上で、それらを俯瞰した視点を見つ

することで自分の感情と行動のつながりの理解が深

けていくことだと捉えています。陽の部分しか見えて

まり、どういう行動を取っていくことが自分をいい状

いなかったり、陰の部分しか見えていなかったりと、

態に保てるのかを学べたことは大きいと感じていま

物事の捉え方に偏りがある自分に気付けるごとが魅

す。

力です。

アイダモンを学び、自分の身体への向き合い方が

その他にも自分の内面を整理したり、深く考えたり

変わりました。以前は思考で考えた結論を優先してお

するための思考法やツールが用意されているため、自

り、自分の中に違和感はあっても、それが説明できな

分がどんな人生を進んでいきたいのかを明確にする

いために無視をしていました。アイダモン受講後はど

手助けをしてくれることがお薦めですね。アイダモン

んなに小さな意思決定であっても、自分の体が受け入

に参加している皆様も、エネルギー量の多い方ばかり

れていないこと、違和感が生じていることを大切にし

で刺激を受けることも、アイダモンの受講する魅力の

て、自分の気や情熱が高まる選択をするようになりま

１つです。

した。
またビジュアライゼーションを仕事の方策検討に

中野 修二 さん
株式会社Good Try JAPAN 代表取締役（ http://goodtryjapan.com/）
中学生・高校生向けのグローバルキャリア教育プログラムの企画・運営
早稲田大学 理工学部化学科卒業
早稲田大学・大学院 理工学研究科 生命理工学専攻卒業
株式会社リクルート入社 HR事業部、ブライダル事業部
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（分社化による）
株式会社Good Try JAPAN の経営に参画。代表取締役に就任。

自分の気や情熱が高まる
選択をするように

これと同時に自分のエモーショナルカラーを把握
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AKIKO KOIZUMI
アイダモンを通じて、自分が自分を何者と定義するか

方は何通りもあると自然に思え、葛藤がなくなりまし

で思考や行動が変わり、生き方にも影響するという

た。その後、自分の大切にしたいところがはっきりし

ことを学びました。アイダモンの中で自分は何者

ているお蔭なのか自分と家族と仕事のバランスが無

か？を問い続けた結果、これまでぼんやりしていた

理せず自然にとれている感じがしています。

自分の本当に大事にしたいものや自分の核になるも

毎日の生活における変化としては、自分についての

のの輪郭がはっきりとしてきて、これからやるべきこ

理解が深まったことで, 以前よりも自分を大事にしよ

とが明確になってきました。

うと思うようになり、自己肯定感が上がった感じがし

葛藤を紐解いて
「人生全て塞翁が馬」を実感

また、インサイトマップで迷いや葛藤を紐解いてい
くことで 「人生全て塞翁が馬」を実感しました。

ています。
日常の悩みや葛藤がでてきても、インサイトマップを

例えば昨秋に大きな葛藤がありました。息子が小

活用することで自分自身の中で起こっていることを

学校最終学年ということもあり、
「家族のために時間

俯瞰してみることができるので、その都度、落ち着い

を使いたい自分」と「より可能性を広げて成長したい

て対処ができているように思います。

自分」の間で葛藤していました。そんなときに「忙しく

アイダモンの一番の魅力は、自分自身を理解する為

働く」
「仕事を減らす」で インサイドマップワンを

の方法が具体的にわかるところ。そして、自分自身の

じっくりやってみたところ、
「一緒にいる時を大事に

ど真ん中で生きることを実践している 生田さんか

する」
「それぞれの世界を大事にしながらお互いのこ

ら、実践している中での出来事を教えてもらえること

とを大切に思う家族」
「活力のある新鮮な毎日」
「家族

だと思います。

も自分も活かして輝く悔いのない人生」というキー
ワードが出てきました。どちらを選択しても、向かい
たいところは「自分も家族もイキイキ輝く愛とワク
ワクに満ちた人生」だとわかれば、その方向への行き

小泉 暁子 さん
コーチ
CDA（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）
ソニー株式会社でで21年間勤務。その中で製品開発事業部の商品化プロジェクトでリーダーや 事業戦略の立案・プロ
ジェクトの推進、社内外イベント運営を経験する。その後、人事として主に人材育成、女性活躍推進を担当した。現在は
キャリアカウンセラー・プロコーチとして活動しながら、株式会社もくてきの新規事業に携わる。

FUJINO TAKANORI

葛藤の中に実はエネルギーの源泉がある！
アイダモンを通じて学んだことは、自分の中にある
葛藤を探ると、そこに実はエネルギーの源泉があると
いう発見です。善悪ではなく陰陽で物事を捉えると、
悩みとは苦しみではなく、エネルギーの源泉を見つけ
出すヒントであるということに気付きます。

あるべき行動をとることができるようになってきた
と感じています。

「目に見えにくいもの」を発見するプロセス
がここにある

アイダモンではインサイトマップ、メタアップ、ビ
ジョン、ビーイング、ロールという概念で「目に見え

アイダモンで身についた「陰陽視点」

にくいもの」を発見するプロセスが気持ちよく準備さ

陰陽視点を身につけると、物事を中庸に見つめる心
持ちを得られます。たとえば、ディスカッションにお

れており、この道のりはまさにアイデンティティを
発見する「旅」であると言えます。
仕事で成果を出そうとがんばっているから人こそ、

いて意見のぶつかり合いが起きたとき、どちらが正し
いかという善悪視点ではなく、どちらの考えにも陰

葛藤も多く感じるはず。
「がんばる道のり」の先にあ

陽があるという視点でみることができると、評価や判

るのは、
「アイデンティティを発見する道のり」です。

断にとらわれずに、ただそのままにそれぞれの意見を

わたしもまだその道のりの途中ですが、
「がんばって

受け取ることができます。そのとき、自分のBeing（エ

いて、仕事も成果が出ているのに、なんだか心が苦し

ネルギーを生み出す自分自身のありかた）を意識する

い」というビジネスパーソンにこそ このアイダモン

ことで、囚われのない心で自分の感情に気付き、ただ

の旅に出てほしいと思います。

藤野 貴教 さん
株式会社働きごこち研究所

代表取締役

アクセンチュア、人事コンサルティング会社を経て、東証マザーズ上場のIT企業において、人事採用・組織活性・新規事業
開発・営業MGRを経験。2007年、株式会社働きごこち研究所を設立。
「 ニュートラルメソッド」を基に、
「 働くって楽し
い！」と感じられる働きごこちのよい組織づくりの支援を実践中。
「今までにないクリエイティブなやり方」を提案する
採用コンサルタントとしても活躍。現在の研究テーマは「人工知能の進化と働き方の変化」。グロービス経営大学院MBA
（成績優秀修了者）。
2006年、27歳の時に東京を「卒業」。愛知県の田舎（西尾市幡豆町）で子育て中。家は海まで歩いて5分。職場までは1時間
半。趣味はスタンディングアップパドル（SUP）。朝の海が大好き。
コーポレートサイト：株式会社働きごこち研究所

http://hatarakigokochi.jp/index.html

パーソナルサイト：藤野貴教のあたまの中 http://fujinotakanori.jp/

「がんばっていて、
仕事も成果が出ているのに、
なんだか心が苦しい」
そんなビジネスパーソンにこそ、
このアイダモンの旅に出てほしい！
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アイダモンのツールを活用すれば
コーチングの質がブレない
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DAISUKE URAKAMI
今までは葛藤がないことがいいと思ってましたが、

考え方は、仕事の人間関係に非常に役立っています。

アイダモンを通じて、逆に葛藤があることがいいとい

仕事仲間を見るときに「この人は何色かな」という視

うことに気づけたこと、考え方が逆転したことが大き

点ができて、相手の色によって使う言葉を変えるよう

な気づきでした。

になりました。例えば緑タイプの人には、繋がりを大

葛藤の中から出てきたエネルギーは本当に強いな

切にするような、情に寄り添うような感じでコミュニ

と感じます。今まではプラス志向で、できない自分は

ケーションをしていきます。すると、以前よりも相手

ダメと思ってましたが、
「それもよし」という感覚が新

が素直に自分の言っていることを受け入れているよ

鮮です。

うに感じます。

また、アイダモンの中心にあるツールであるインサ

さらにアイミングを受けた時には、さらに深い部分

イトマップには、コーチングをする上でも非常に大き

が開いて、普段プレゼンを聴いている人からも「今日

な可能性を感じます。コーチングはコーチの資質に

のプレゼンは全然違う」と驚かれたほどでした。アイ

よってしまうことが多いのですが、インサイトマップ

ミングはさらなる深い自分にアクセスでき、まっすぐ

を使うことで、コーチングの質がブレないという点が

立っている感覚を手に入れることができると思いま

面白いと感じています。

す。

アイダモンで学んだ、人を4色で見る「カラーズ」の

浦上 大輔 さん
一般財団法人 日本ペップトーク普及協会専務理事
一般社団法人日本朝礼協会理事
チームフロー認定トレーナー
北海道大学卒業。2006年 介護最大手の株式会社コムスンに入社、健康事業に関する新規プロジェクトを立ち上げる。
2009年 StretchPoleの株LPM代表取締役、一般財団法人日本コアコンディショニング協会理事長に就任。
「健康革命」を掲
げ3000人の志の高いチームをつくる。2012年 勇気づけのショートスピート「ペップトーク」の第一人者岩崎由純ととも
に一般財団法人 日本ペップトーク普及協会を設立。2013年 世界最高峰のコーチングスクールの平本あきお氏、宮越大樹
氏からコーチングを学ぶ。スクール期間中に250人にコーチングをし最速記録を更新し、現在は1000人の人生を勇気づ
け応援したいと夢実現1000人コーチングを行っている。
2014年 株式会社てっぺんの大嶋啓介氏と出会い、日本朝礼協会を設立し理事に就任。朝礼という習慣化の仕組みを活用
した組織活性化を行っている。
ペップトーク研修実績
あずさ監査法人、NTTdocomo，本田技研研究所、プルデンシャル生命、住友生命、財務省関東財務局、大阪市教育委員会、
医療福祉法人アルペン会、その他多数

WOW ! STORY of 18 persons
これまで葛藤の存在をあまり気にしていませんで
したが、アイダモンを通じて、葛藤に気づき、それを統
合させることによって本当の目的を 見つけることが

SAKAMOTO KATSUTOSHI
を明確化することによる パワーの凄まじさを実感し
ております。
これまで様々なセミナーに参加してきましたが、

できることを学びました。また、InsightMapを使い、

アイダモンのコンテンツは今まで受けてきたセミ

潜在意識を可視化することにより 自分の本当の望み

ナーよりも ダントツで分かりやすく実践的であり、

に気づくことができるようになりました。

毎回が驚きの連続でした！ アイダモンの魅力は、誰
でも簡単に使えるツールを用いて 自己探求における

確化することにより、運氣と氣運が上がってきまし

様々な気づきを得ることができることです。自己と

た！ たとえば、日本のベスト５位に入ると言われる

は何か、自分はどこにむかうべきなのか？葛藤を統合

マッケーッターと 出会い、ジョイントベンチャーに

し、ミッション、ビジョンを 明確化したい方にオスス

より全くリスクなく １０００万円の広告費を投資い

メです。コンテンツは誰にでも分かりやすく論理的か

ただき、自分のセミナーをプロデュースして頂ける

つ実践的であり、日常の生活に落とし込むことがで

という話が舞い込んできたり、出版して１億部のベ

きます。

ストセラーを目指していたところ、まさに１億部の

何よりも自己のビジョンやアイデンティが明確化

ベストセラーを仕掛けるマーケティングコンサルタ

することに より運氣と氣運が上がり、人生が劇的に

ントと 偶然出会ったりと、自己のアイデンティティ

変わることは間違いないでしょう。

高橋宏和 さん
量子力学コーチ ei-Academy 塾長
慶應義塾大学大学院に進学し、ケンブリッジ大学教授のベン・ローズ博士の「量子脳理論」をヒントに 量子力学を応用し
た人工知能プログラムの研究開発を行い、修士課程を卒業。大学院卒業後、全世界で26拠点を持つ年商1000億の外資系
上場企業でシステムエンジニアとして勤務。
人生の使命は「世界中の人々に夢と希望を与え、誰もが自己実現できる社会を創ること」であることに気づき、学生時代
から学び続けてきた成功哲学やコーチングが「量子力学」で 説明できることを解明し、翌月から「量子力学コーチ」として
活動を始める。
量子力学を活用して人生を より豊かに幸せに生きるためにどうしたらよいか、自己実現や能力開発に関して人財育成の
セミナー・研修や講演活動を行いながら、主に経営者や個人事業主向けにパーソナルコーチーングを行っている。
2013年5月に世界一流の経営者やコーチを育成するための「イーアイ・アカデミー」を開講し、一流の経営者マインドを教
える塾長となる。
コーチングにより半年で売上を5倍、1年で10倍にした実績を持つ。
ei-INFINITY公式サイト

<http://ei-inﬁnity.com/>

自分の気や情熱が高まる
選択をするように

アイダモンに通い、自己のアイデンティティが 明

以前よりあまり迷いがなく
仕事を進められることが多くなった
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YOKO EJIRI
今までの自己開発プログラムや自己啓発システム

いう基準で自分が判断すればいいのか、選択すればい

では、ネガティブなことをできるだけポジティブに

いのか、第三の道を考えることも含めて判断基準が明

持っていく、ネガティブなことを改善していくという

確になったからだと感じていて、これがより確信を

方向のものが多い中で、
「陰きわまって陽となる」の言

もって動くことができるようになれば、より自分らし

葉通り陰陽のエネルギーを統合することができれば、

く力を発揮できるのではないかと思っています。

持ち合わせている自己最大の力を発揮できるという
考えが新しい発見でした。

自己分析に関しては、通常非常に時間がかかり、そ
して時間をかけても明確に導き出す為の時間や内容

また、どんな些細な葛藤でもポジティブとネガティ

の濃さが人によってかなりばらつきがあるように感

ブな葛藤が最終的に統合するためのきっかけとなり、

じますが、ツールを使いいくつかの手段によって客観

どのような葛藤でも統合点では「ほぼ同じことが導か

的に自分と向き合うことができるアイダモンでは、比

れる」
「同じ方向に向かう」ことに気づくことが出来、

較的短時間で明確な自己分析が出来るかなと思いま

葛藤で悩んだりストレスに感じていたことから開放

す。また、参加者によるチームでのワークが多数あ

されるきっかけとなったと感じています。ちょっとし

り、実際に身体を動かして体感したり、お互いに話し

た葛藤にぶつかった時に、冷静に向き合えるというの

合いながら進めることが出来るので、より理解が深

は非常に大きな変化だと感じています。

まっていくと感じています。何より、一緒に自己探求

さらに、以前からなんとなくそうじゃないかと感じ

できる仲間がいるということがお互い助け合って楽

ていた自分のあり方、体現したいVISONが明確になっ

しく自己分析・自己開発に向かい合えるので心強いで

たことで、何かを選択する時、行動する時の迷いがな

すね。

くなり決断が早くなったと感じています。それはどう

江尻 容子 さん
楽天株式会社

楽天市場事業

副部長

阪神大震災を経験したことから自分で決めた人生を歩むと心に決め、ファッションやインテリアに興味があったことか
らカタログ総合通販のセシールに就職し、地方でインテリアファブリックの仕入・在庫管理を経験後、東京支社の立ち上
げのタイミングで転勤しファッションカタログの企画とマーチャンダイザーを担当。10年前に転職し現在の楽天に入
社。web企画のプランニング・ディレクションを5年半担当、その後サイト内の広告に関する業務、大型キャンペーン企画
運用、プロジェクトマネジメントを経て、現在は新たに顧客満足度を改善するための業務に取り組む。同時に、独学にて
コーチングや心理学を学び、色彩心理診断士を取得。現在はプログラムで明確になったRoleを活かし、新たな業務へチャ
レンジしているところです。
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SYOUJI HAYATO

アイダモンは、自分の内面を体系的に楽しく探究出

葛藤があると出来るだけ何かにメモしてインサイ

来て、さらに探求のプロセスが本質を見抜いているの

トマップをやるようにしています。出てきた結果、全

で、やるたびに新たな発見、気づきがあります。

てが頭で考えて納得出来る内容ではないですが、自分

プと自己対話の技術です。

の内面を知る事が出来るので重宝しています。
アイダモンの魅力は自分の内面を体系的に楽しく

インサイトマップで葛藤の奥にある潜在的な望み

仲間とともに探究出来て、さらに探求のプロセスが本

や恐れを俯瞰・統合することで自分の内面を知る事が

質を見抜いているので、本当の自分らしく人生を歩む

出来て、良い部分(陽)だけでなく悪い部分(陰)も含め

ために自己確立を目指すのであれば、とてもお勧めの

て自分でありどのように歩んでいくか気づく事が出

学校です。

来るようになりました。必要なら行動のための判断基
準にも使えます。

自己探求の旅路を歩んでる人、これから歩む人、と
もにこれからの人生を歩む上で役立つ内容が沢山あ

また、自己対話の技術で自分の内面と会話をするこ
とで新たな発見や気づき、問題の解決になることもあ

ります。統合アイデンティテ実現するならぜひアイダ
モンへ!!

ります。
アイダモンに通って起きた変化としては、自分のア
イデンティティが少しづつ理解出来てくると、
「自分
はこう」っていう軸が出来てきて、さらにそういう自
分を肯定しても良いんだって感じる機会が増えまし
た。

東海林 勇人 さん
小田急電鉄株式会社

電気主任

建築系の専門学校卒業後、個人住宅の設計業務を目指し住宅メーカーに就職、
その後、電気設備のメンテナンス会社へ就職し技術者として会社規模の拡大に奮闘し現職へ移る。私生活では４児のパ
パ。男の子4人の父として日々奮闘している。仕事やセミナーで平日夜及び休日の一部を使う事が多くなり、家族との時
間を確保するため、早朝5：30起床し若干の家事を手伝い、その後15~30分程度、子供とバスケット及び、サッカーをして
時間を共有するようにしている。子供には夢や志をしっかり持って、社会のため人のためになる様、そこに向かって自分
で判断して生きていける青年になってもらいたい。

自分の内面を体系的に
楽しく仲間と共に探求できる

個人的にインパクトが大きいのはインサイトマッ

自分や相手の
「本気度」が分かるように
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HIDETO YUI
私は管理職なので、人のやる気を出すこと、人を元

になってきました。

気にすることに興味がありました。そのためコーチン

そして、今までは無理にポジティブになろうとして

グの勉強もしているのですが、結果を出す人は、自分

いたところがあったのですが、アイダモンを通じて

の軸（芯）を持っている人だと感じるので、自分も何か

自分自身の中で葛藤や矛盾が渦巻いていたことにも

支えとなるコミュニケーション哲学のようなものが

気がつきました。行動が進まない、やる気が出ないと

欲しいと感じていました。

きには、インサイトマップをやってみる。腹、胸、頭の

そんなときにアイダモンと出会い、ここで学ぶこと

どこで呼吸しているかを観察する。そうすると、
「い

で、自分の軸を見つけることや、人のやる気を引き出

いんだこれで」とそのままの自分を許せるようになっ

す力が上達するのではないかという期待を持って受

てきました。

講することを決めました。

アイダモンは、
「自分自身のミッションや使命を明

アイダモンを通じて学んだことのなかで最も大き

確にしたい人」
「 部下のパフォーマンスを最大化させ

かったのが「腹、胸、頭による呼吸」です。これを意識す

たい人 」
「部下の行動促進を最大限に発揮させたい人

ることによって、自分や相手の本気度が図れるように

」に最適なプログラムだと思います。

なってきました。
通勤時間に歩きながら丹田から声を出す発声ト
レーニングをしています。そうすると、自分の中でも
うなづきのトーンが下がってきて、より相手の丹田に
響くような、相手の話を促進するような、うなづきが

私自身は、
「自分がやりたいことをやって社会貢献
したい」という想いが強まってきました。アイダモン
を通じて出会った「自己統合」の考え方を探求して、
「人生良かった」と心の底から言えるようになりたい
と思います。

できペーシングの力が進化した気がします。これに
よって、相手が本気でやる気が出たのか、やりますと
言ってやらない状態なのかということが分かるよう

油井 秀人 さん
富士通エフ・アイ・ピー株式会社
ＩＴサービス戦略・リファレンス推進室 主席部長
愛媛大学大学院修了後、富士通エフ・アイ・ピー株式会社入社。ＳＥとして環境問題を取り扱う業務に従事。国立公害研
究所（当時）でUNIXに携わりインターネット接続の知見を得て セキュリティサービスを立ち上げ、本格的にセキュリ
ティ業務を担当する。その後、社内のセキュリティ統制に従事し現在に至る。
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YOUKOU NISHIDA

禅や瞑想とは異なる、
楽しい内観アプローチ

「アイダモン」との出会いは、１年前息子が、生田知久

来に活かすための貴重なものであることをインサイ

さんという凄い発明家にあったことを熱く伝えてく

トマップで再認識できます。良きことも悪しきことも

れ、生田さんが爽やかで満面の笑顔で、アイダモン誕

包括的学びで如何に活かすかを考え実行することが

生のお話やアイダモンについて話してくれました。な

ますます楽しくわくわくします。

んだか楽しそうでもっと知りたくなりました。

アイダモンを体験していくと、日常のリラックスタ

これまで私は内観の世界へのアプローチは禅や瞑

イムにふと「～こんな仕事いいなぁ」と閃いたイメー

想や独自な手法で取り組んでいましたが、
「アイダモ

ジから「あぁ～こんな感じで楽しい」と過去の類似し

ン」体験は、なんだか楽しいワークショップ。参加者が

た体感が蘇りビジュアライズに浸っていたら、すぐそ

自分自身の潜在能力に目覚めスムーズにありたい自

の後で同じ現実体験の仕事をするということもあり

分へのアプローチが出来る、素晴らしツールと体感演

ます。

習が揃っていると感じました。
何より信頼できるのは生田さんが自分自身の体験
から編み出され、繰り返し第三者にも体感できるツー

アイダモンの一番の魅力は、学ぶのでなく体感しな
がら、借り物でなく自分自身の潜在力と自身の独自性
が活かされる点だと思います。

ルと解説になるようにブラッシュアップされている
ことです。机上論理でなく再現性の在る機能するプロ
グラムであるところが凄いと思います。
自分自身はこれまでの体験や感情経験や価値観も
含め全て、その人の独自性でありそのことが、今と未

西田 陽光 さん
一般社団法人次世代社会研究機構・代表理事
1997～2013年、非営利の政策シンクタンク「構想日本」運営委員兼パブリシティ担当ディレクター。
2003年～（社）日本家庭生活研究協会の常務理事として日本初の「男性のワークライフバランス」事業着手で男性の家庭
参画推進の数々の啓蒙推進企画を実施し昨今のイクメンブームを導く。
2003～2005年、市町村サミット実施運営企画プロデュース。
2013年10月～一般社団法人次世代社会研究機構代表理事に就任。
2013～2014年「特別養子縁組推進キャンペーン」、
「子育て知事同盟」応援企画。
2015～2016年「女性のリベラルアーツ講座・シリーズ」企画。児童福祉法改正緊急企画。
「ポリシーサロン」主宰、
「未来の
官僚育成・政策研究会」主宰。地域活性企画。大阪市立大学や岩手県立大学や東京大学政策学部の特別講座、人事院研修、
基礎自治体・教育委員会講座など研修等講師。中央省庁・地方自治体・メディア・各団体からの企画相談アドバイス。

EXPERIENCE of I’ming

I’ming体験談

西田 博明 さん

（株）おもしろい研修 代表

なるほど！という驚きと
深い納得感

一人で考えるよりも
遥かに深いところまで

僕は、自分のBEINGがいつまでたってもでなかったんですが、

一人で考えるより、遥かに深いところまでたどり着けます。

個別にアイミングを受けて、やっと出すことができました。

１００％のビジョンやビーイング、ロールが見つかると、自

出てきたときは、なるほど！という驚きと、深い納得感の両

分の人生がイキイキするように感じます。私の場合は一人で

方でした。BEINGを呼び起こすと、体が温まって、芯が通るの

はなかなかしっくりくるロールが見つからなかったのです

が感じられます。研修やコーチングなどの仕事をするとき

が、アイミングで見つけられた時にはとてもすっきり！納

に、ブレなくなったり、迷ったときに、自分のあり方や役割
に立ち戻れるので、安心感があります。そして最近、
「どっし
りした」とか「男らしくなった」、とか「顔色いい」とか、雰囲気

佐藤 幸子 さん

プロフェッショナルコーチ

得！でした。それから日々の中で、
『確かにロールが活躍して
いる』と思う場面に出会うと楽しくなります。

が変わったと言われます。

「これだっ！」って思える
ビジョン、使命が明確となった

加藤 大 さん

会社員・コーチ

「内なる自分は偉大だ！」
自分に対する愛と尊敬の念

アイミングを受けて、
『これだっ！』って思えるビジョン，使

アイミングを通じて、どんどん自分の中から面白い、宝物の

命が明確となった点に満足しています。具体的には、
『誰かの

ようなものがいっぱい出てきて本当にいろんなことを想像

為よりも、自分の為に』という行動の動機が、
『自分も含めた

しているんだなと自分のことながら驚きです。アイミングの

他者の喜び』を大切にしたい！と思えました。

ビジョンやアイデンティティはアイダモンからさらに進化

また、日々の生活が、よりシンプルになっています。それは、

し、
「 これが私のビジョンとアイデンティティ！」と心底、実

自分が実現したい世界が『どの様な世界なのか』がより明確
になった事で、ますます『自分がどうしたいか？』に気づける
様になれたからです。

矢部 敏明 さん

公的支援機関人材アドバイザー

感できました。日常生活の中ではビジョンを意識しながら、
アイデンティティから「今日はどんな自分で在ろうか！」と
いうふうに思考するクセがつきました。拠りどころがあると
最強ですね！

内なる自己を統合し、
内なる花火祭りな毎日を♪

wowway.co.jp

