●一般講演（８：３０〜１７：２０）
時間

8:30
|
9:20

9:30
|
10:20

10:30
|
11:20

11:30
|
12:20

講演者

プロフィール

講演タイトル

概要

苫米地式コーチング
認定コーチ
(株）敬人 代表
林 敬人

上智大学新聞学科卒業後、出版社勤務、
大手塾講師を経て、（株）敬人の代表。
苫米地式コーチング認定コーチとして活
動しながら、書く力をつける「電話で
GO!中高生のための小論文教室」、ディ
ベートを中心とした「論理教育サークル
寺子屋１０」を主催。

人生を変える変身
コーチング
立て直そうとして
はいけない！あな
たは悪くない！

会社生活、家庭生活、事業がうまくいかない。学校生活が
うまくいかない。体調が悪い。なんとか立ち直らなければ。
そんな焦りは、禁物です。なぜなら、「立て直そう」とすれ
ばするほど、過去のありもしない幻想にしがみつき、前進で
きなくなるからです。就職、転職、昇格、受験、出産をコー
チングをした林敬人が、人生を変える技を解説します。

苫米地式コーチング
認定コーチ
高崎 仁

パーソナルコーチング認定コーチ、認定
ライフコーチ、コーポレートコーチング
認定コーチ、認定教育コーチ、タイスブ
ートキャンプ特別認定、認定ヒーラー、
CCCP認定講師、PX2ファシリテーター 私とコーチング
etc．コーチング理論を極めようとしてい
るうちに、たくさんの認定がついていま
した。PX2やコーチングは未来を創る仕
事だと思っています。

自分の経験とコーチングとの関係や、コーチングを通じて
目指すものについてお話ししたいと思っています。

苫米地式コーチング
認定コーチ
渡部 みわ子

苫米地式コーチング認定コーチ。脳機能
科学と認知心理学に基づいた世界最先端
の苫米地式のコーチング技法を駆使しク
ライアントの無意識を書換える事でゴー
ル達成のサポートをしているマインド形
成のスペシャリスト。

苫米地式コーチン
グ

世の中にはコーチングと呼ばれているものが氾濫していま
すが、それはプロの目からみると本物と偽物の違いが一目瞭
然です。と言うのも、それが見分けられる様になったのは苫
米地式コーチング認定コーチになり7年目と言う経験値が要
因の一つと言えます。コーチングサミットでは「本物のコー
チングとは何なのか。」を惜しみなくお話しさせていただき
ます。

苫米地式コーチング
認定コーチ
フラクタルコーチング
代表
阿部 太助

ルーキーながらも多くのクライアントの
人生の変革を促し、その実績を評価され
コーチングサミット2016にて登壇。炭
素循環農法を実践中。自然界（田畑）の
生命現象を観察し抽出した『自然界の法
則性』をコーチングで活用し、理論・モ
デル・技術を革新中。

WANT-TOだけの
人生へ移行するマ
インドの使い方
ノット・ノーマル
な人生へ劇的に変
革する実践ポイン
ト

【WANT-TOだけの人生】もしくは【HAVE-TOだらけの
人生】。これらは結果に過ぎません。
結果をいじっても因を変更しないと結果は変わりません。つ
まり、『HAVE-TOなことをしない』と決意し実行しても無
意味ということ。では、どうやって因を変化させるのか？
未来からの時間の流れを体感し人生を変革する方法をお伝え
します。

時間

講演者

プロフィール

講演タイトル

概要

INSPIRE（インス
パイア）
人が内側から進化
する瞬間を引き起
こす

人は外側から何かを押し付けられることで進化するわけで
はない。自身の内側から何かが立ち上がってくるとき、その
人は進化する。このありようを、元祖コーチLou Tice は
「Inside out」と呼んだ。コーチの役割は、関わることでそ
の人が内側から進化する状況を創り出すことだ。関わるのは
外側からだが、あくまでその人の内側からの進化を促す。こ
の矛盾の飛び越え方を一緒に考えよう。

苫米地式コーチング
認定コーチ
TICEコーチ
高嶋 芳幸

認知心理学をベースにした現代文指導講
師、コーチングを導入した教育アドバイ
ザーとして、長年に渡る豊富な臨床経験
を積む。現在は活動を全国に広げ、プロ
コーチとして活動する姿を通して多くの
人をインスパイアし続けている。リバテ
ィーコーチング主任講師・主席研究員。

苫米地式コーチング
認定コーチ
左近士 祐子

鋭い洞察力と研ぎ澄まし続けている直感
力で、生命の力、人の持つ潜在能力を存
分に発揮させ、人間関係、愛、お金、健
康、ビジネス、様々な分野をクライアン
ト本人だけでなく、関わる周囲の人たち
をも豊かにし、美しい世界を創る人たち
を世界に多く広げている。

意図的に「イイ未
来」を創造するマ
インドの使い方

今ある目の前の不満をどうにかしたい。自分にはもっと何
かをやれることがあるのではないのか？将来への漠然とした
不安。悩むことは人としてなんら問題はないことです。問題
は現状に対する違和感。つまり現状に変化をもたらすきっか
けであり自らの望むこと望むモノを手にできるという合図。
その合図はマインドの使い方次第で自在にできるのです。

苫米地式コーチング
認定コーチ
齋藤 順

苫米地式認定コーチ、気功師。全ての人
がコーチングを実践する社会を目指しセ
ッション、セミナーを行う。ロンドンや
オーストラリアからも依頼があり活動範
囲は広い。コーチング、気功に定評があ
り医療従事者やコーチからの信頼も篤
い。

コーチングと科学
的なアプローチ
テクノロジーとし
てのコーチングと
内部表現書き換え

コーチングは科学的な営みであり、再現性があることが特
徴です。つまり誰もが正しいプロセスを経れば、必ずゴール
達成が可能ということです。科学的に成功するためのマイン
ドの使い方を講演します。

マインドの使い方を実践することで自分
よりも周囲に影響を及ぼすことに感銘を
15:30 AUTHENTiC Coaching 受け、苫米地博士、マーク・シューベル
|
- T.I.C.E.コーチ
トよりルー・タイスのコーチングを学び
16:20
益井 貴生
プロコーチとなる。クライアントが自身
のマインドを上手く操縦できるように導
くコーチとして活動。

人生を変える『た
った1つの言葉』
「言葉の習慣」が
人生を変える!

人生を変える『たった1つの言葉』とは? なぜ、私たちは
ネガティブな感情が起こり、自分の行動を限定してしまうの
でしょうか? あなたが普段、どのような言葉を使っているか
で、人生の進む方向が決まります。言葉の習慣を身につけ、
「どうやって未来を切り開いていくのか」を一人一人にお伝
えします。

12:30
|
13:20

13:30
|
14:20

14:30
|
15:20

時間

講演者

プロフィール

19歳のハワイ旅行で海外デビュー。日本
の教育で英語を習得するという環境か
16:30 自分も周りも成幸するグ ら、自由自在にボーダーレスに活躍する
|
ローバルリーダーコーチ マルチリンガルへ。世界を舞台に成幸し
17:20
椎根 慶子
たいリーダーのためのコーチとして多く
のクライアントさんのマインドに変革を
起こしている。

講演タイトル

概要

世界を舞台に活躍
するリーダーのた
めのコーチングと
は
世界最高峰のグロ
ーバルコーチング
がここに

現状の外側を目指すとは活躍する場にも制限を設けないこ
と。ゴールが大きいほど、世界がコンフォートゾーンになる
ことがあたりまえに。グローバル化が急速に進む今、真の世
界人、グローバルリーダーの存在が求められている。本プレ
ゼンテーションは日英両言語にて行います。This
presentation will be conducted English-Japanese
bilingual.

●基調講演（１７：５０〜１８：５０）
時間

17:50
|
18:50

講演者

プロフィール

苫米地式コーチング
認定マスターコーチ
青山 龍

苫米地式コーチング認定マスターコー
チ、ブレイニー株式会社代表取締役社
長、経営コンサルタント（元外資系コ
ンサルタント）、青山龍スクール代
表、ＴＰＩＥディプロマ認定、ＰＸ２
プロジェクトディレクター・マスター
ファシリテーター、
WorldPeaceCoaching主催者。

講演タイトル

全方位で結果を出す
次世代コーチングの
本質
IQを飛躍的に向上さ
せる理論と実践方法

概要
コーチングは科学的根拠のある理論体系です。自分自身の
クライアントで、コーポレートコーチングを導入した企業に
おいて圧倒的に高いパフォーマンスを発揮し続けています。
スポーツの領域においてはコーチングを導入し短期間に圧倒
的な成果を出しています。今回の講演では最新の実績・事例
を交えてコーチング理論と実践方法、教育現場、コーポレー
トの組織への導入方法と実践についてお伝えします。

●特別講演（１９：００〜２０：３０）
時間

19:00
|
20:30

講演者

プロフィール

認知科学者
苫米地 英人

認知科学者（機能脳科学、計算言語
学、認知心理学、分析哲学）。計算機
科学者（計算機科学、離散数理、人工
知能）。カーネギーメロン大学博士
（Ph.D.）、同CyLab兼任フェロー、
米国公益法人The Better World
Foundation日本代表、米国教育機関
TPIジャパン日本代表。

講演タイトル

次世代の心の操縦術

概要

（非公開）

