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自分を成長させながら対人支援力を伸ばしたい方へ 

受講生の96％が『人生が変わった』と実感！ 
コミュニケーションスキルと人間性を磨きながら 
自分と周りの大切な人の人生をより豊かにする 
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入門セミナー ＆ プラクティスコース説明会 

 

「人の変化や成長を応援したい、問題解決をサポートしたい」 

そう思ってはいるものの…… 

・自分に自信がなく、どうしたらいいか分からない 
・コミュニケーションが苦手、関係性がうまく作れない 
・ただの業務的な指導だけじゃなく、メンタル面のケアも必要だ 

と感じることはありませんか？ 

人を指導・教育・支援する立場にあるならば、こうした関係性のつくり方や、 
それを支えるコミュニケーションスキルが必要だと感じているかもしれません。 

人を幸せにするコミュニケーションスキル 
身に付けたくありませんか？



ただ、コミュニケーションスキルと言っても、具体的には、何のことなのでしょうか？ 

一般的にコミュニケーションスキルとは、 

✔ 途切れることなくスラスラと会話ができる 
✔ 分かりやすく伝えたり、話やプレゼンが上手 
✔ 自分の気持ちや感情を素直に伝えられる 

このように「話す・伝える」ことだと思われがちですが、 
実は質の高いコミュニケーションで一番必要なのは「聴く」スキルです。 

文字で表すならば、ただ声や話を「聞」くのではなく、 
人と深くつながり、心の本音の声や感覚、想いを引き出すように「聴」きます。 

そして、そのためには「積極的に問うスキルと姿勢」が必要です。 

・自分はすでに、十分に人の話を聴いている 
・成長すべきなのは自分ではなく、相手ではないか 
・改善の余地はあっても、関係性は決して悪い方ではないと思う 

そう思われるかもしれませんが、以前、 
とある企業の管理職である女性からこんなお話を伺いました。 

「自分に"肩書き"があるせいで、 
　どうしても社員からは肩書きで呼ばれ、肩書きの立場として見られてしまいます。 

　それ自体は悪いことではないかもしれませんが、作り上げられた架空の自分として 
　会社では"こうあるべき"という社会通念のようなものを背負ってしまうんです。 

コミュニケーションスキルとは 
「伝える」ではなく、深く××スキルのこと

リーダーや肩書きを持つ方こそ 
「聴」ける人であるべき理由



 
　それが、社員との本音のコミュニケーションを防いでしまっている気がします。 
　 
　本当は、自分を大きくも小さくも見せることなく、 
　素の自分、自然体の自分、等身大の自分として、社員と対等に関わりたいんです。 

　そして、自分も、人も、一緒に良くなっていきたいと思っています。 
　 
　いつまでも目の前のことで悩み、今日どうするかを考えるのではなく、 
　一緒に未来を描いて、共有していけるようになりたいんです」 

この話に共感できるならば、ほとんどのコミュニケーションは、関係性や状況による本音
と建前などの「表面的」なものであるとご理解なさっていると思います。 

なぜなら、話し手は「この人に話してもしょうがない」と思っているからです。 

すぐにこちらの気持ちを決めつけられる、アドバイスをしてくる、心を開いてくれている
感じがしないなど、話し手には色々な思いがありますが、その関係性が続く限り相手が
深く「自分のことを理解してもらえた」という感覚を持てず、変化や成長もありません。 

それは「あなたの自己評価」ではなく「相手からあなたがどう見えているか、どういう存
在として思われているか」が重要で、特にリーダーの方こそ、相手にどれだけの影響を与
えているかに気づいていないからです。 

だからこそ、人を指導・教育・支援する方にとって、現状の限界や、 
心の壁を越えることが、どれだけ重要かお分かりいただけるはずです。 

「問う」＝「質問」です。 

「深く聴く」には「質問力」が必要であり、 
コミュニケーションスキルとは「質問力」のことなのです。 

あなたの一言で人生が大きく変わってしまう 
人を変化に導く「問うスキル」とは？



そして、質問力は「人生」をつくります。 

大げさだと思われるかもしれませんが、一つ試してみましょう。 
googleでこう検索したら、どんな結果が出てくるでしょうか？ 
 

検索結果には「自分が変われない原因」が表示されるはずです。 
では、このように検索したら？ 

今度は「自分が変われる方法」が表示されますが、 
これはインターネットだけの話ではありません。 

僕らの脳にも「検索エンジン」のような機能があって、 
それがgoogleと同じように答えを探し、その答えが「感情や思考」につながります。 

感情や思考は、行動をつくります。 
行動は習慣をつくり、そして習慣は人生をつくります。 

だからこそ「質問力」は「人生をつくる」のです。 

あなたの質問一つで、相手の人生が大きく変わってしまいます。 
だとしたら、あなたは、どんなキッカケをギフトしたいですか？ 

「じゃあ、質問力さえ身につければ良いのか」 

自分はなぜ変われない？原因は？

自分　変われる　方法自分はどうしたら変われる？方法は？

人を喜ばせるか傷つけるかはこれ次第。 
スキルと同じくらい重要な「姿勢」とは？



決してそうではありません。 

なぜなら、そもそも深く聴けない状態では、深い問いは出てきませんし、 
質問力は学ばないと身につかない「スキル」だからです。 

例えば包丁のように、美味しい料理で人を喜ばせる道具にも、傷つける道具にもなるよう
に、同じスキルを使っても、扱う人次第で結果は全く変わってしまいます。 

それはコミュニケーションでも同じ。 

・こう質問すれば、こう反応をするだろう 
・こうコミュニケーションをすれば、信頼させられるだろう 
・このスキルを使えば、こちらの狙い通りに答えてくれるだろう 

こんなふうに、まるで人を「ボタンを押せば動くロボット」のように扱い、 
スキルだけでどうにかしようとするのは、僕は絶対に嫌ですし、効果も出ません。 

だからこそ重要なのが「姿勢」です。 

姿勢とは、心の態度や在り方のこと。 
もっと広く言えば「人間性」です。 

例えば、人に関心や好奇心を持つこと、選択肢や可能性を諦めないこと、 
そういった心の姿勢や態度、人間性が最も相手に伝わります。 

これは精神論ではなく、バーバル（言語）コミュニケーションよりも、ノンバーバル（非
言語）コミュニケーションの方が、ずっと人に与える影響が大きいのです。 

知識を増やしたいだけなら、本屋に行けばいくらでも手に入ります。 

でも、深く聴く「コミュニケーションスキル」と「人間性」は、 
様々な学びを実践して、体験・経験を積んで「身につけ、養うもの」です。 

だからこそ、自分の変化・成長を通して、身の回りの人もより良くなっていくことを「実
際に起こしたい」のであれば、それを実現できるようになる当講座に参加することは一
生涯の価値があると思います。 



 

ただし、世の中には、多くのコミュニケーション関連のセミナーや研修があります。 

例えばビジネスなら「売るためのセールス術セミナー」や 
日常であれば「子どもの才能を伸ばす関わり方セミナー」など。 

どれもが価値ある内容なのだと思いますが、その一方で不調和も。 

「セールススキルを磨いて仕事は順調だけど、家族関係はボロボロ」 
「育児や家庭は上手くいってるように見えて、自分の心はストレスでいっぱい」 
「自分の心は満たされていても、職場や家庭では認められていない」 

本来のコミュニケーションスキルとは、人生全体に通じるものです。 

だからこそ、このように人生に不調和を起こすような 
「その場しのぎのコミュニケーションスキル」は、おかしいのです。 

そこで重要なのが「３つのコミュニケーション」となります。 

１つめは、仕事（職場・コミュニティ）でのコミュニケーション 

お客さまにセールスする、顧客と良い関係をつくる、職場やチームでの 
信頼関係をつくるなど、仕事やコミュニティでのコミュニケーションです。 

人によっては人生の半分以上の時間を費やしたり、人生の悩みの中でも特に多いのが「職
場の人間関係」であったりと、ここのコミュニケーションの質を高めることは、自己実現
やライフスタイルに大きく影響します。 

あなたが影響力を持ったリーダーである場合、 
ここはあなたが思っているよりもずっと重要です。 

「仕事」で、こんなふうに感じることはありませんか？ 

人を幸せにする前に、まず自分を満たす。 
そこで必要な３つのコミュニケーションとは？



✔ 同僚や部下に、どうしたら教えたいことが伝わるのかと頭を抱えている 
✔ ずっと同じ問題が続いていて、いつも悩みを言っている気がする 
✔ 部下の精神的なケアもしてあげたいが、そこまでの関係性になれない 
✔ 個性的で自分とは違うタイプの部下に手を焼いている 
✔ 頑固で融通の利かない上司や同僚、部下との接し方が分からない 
✔ 部下を褒めたり、成長していることを伝えても、言葉を受け取ってもらえない 
✔ 上から目線で指導するのではなく、自分も成長しながら一緒に成長したい 
✔ 肩書きや役職ではなく、等身大の自分として自然に関わりたい 
✔ 仕事の幅をもっと広げていきたいが、自分に何ができるか分からない 
✔ 信頼関係でつながって仕事ができるビジネスパートナーや同僚が欲しい 
✔ 何のために仕事をするのか、もっと大きなビジョンや未来のイメージを持ちたい 
✔ 年齢の離れた部下とも良い関係をつくって、やりがいを見つけさせてあげたい 
✔ 円滑なコミュニケーションがとりあえる会社、チームをつくりたい 

２つめは、家庭（家族・身近な友人関係）でのコミュニケーション 

仕事やコミュニティと同じ「他者」の中でも、特に身近な 
家族（両親や兄弟姉妹、パートナー、子どもなど）とのコミュニケーションです。 

「仕事で成功しても、身近な人間関係がうまくいかない」のは、 
家庭と職場では、全く違ったコミュニケーションが必要だから。 

「パートナーを作りたい」という方にも重要です。 

「家庭や身近な関係」で、こんなふうに感じることはありませんか？ 

✔ 仕事に集中できるように、周りの人間関係を円満、平和に過ごしたい 
✔ 両親や兄弟姉妹との関係性を良くしたい 
✔ 相手の考え方や違いを受け入れてあげられるようになりたい 
✔ 素の自分をそのまんま出せる家族や友人をつくれるようになりたい 
✔ 未だに思い出すくらい、過去にしてしまった後悔がある 
✔ 心のどこかで持っている、家族へのネガティブな感情をスッキリさせたい 
✔ 自分の子どもがノビノビと生きていくのをサピートできる親になりたい 
✔ 子どもが自分の夢や可能性を広げられるような関わり方をしてあげたい 
✔ 身近な存在だからこそ、コミュニケーションの質を大切にしたい 



✔ 自分は愛されてこなかった、愛してこなかった、愛せない、という感覚がある 
✔ 人が本当に悩んでいるとき、深く話を聴いてあげられるようになりたい 
✔ 心でつながっている、愛し、愛されているという感覚を持ちたい 
✔ 家族や友人にとって、大切だと思ってもらえる存在になりたい 
✔ 顔色を伺ったり、嫌われるんじゃないかと気を使いすぎてしまう 
✔ どんな時でも、私は良い関係性をつくれると自信を持ちたい 

３つめは、自分自身（心と身体の調和）とのコミュニケーション 

実は、最も重要なのが「自分自身」とのコミュニケーションです。 

「頭で考えていることと、心で感じていることと、実際の行動がチグハグ」 
になると、仕事も家庭もプライベートも全てにおいて満たされなくなります。 

だからこそ、頭と心と行動に一貫性を持ち、誰かと比べたり、自信の無さを言い訳にする
ことなく、人生に変化を起こしていける自分になれたとしたら、嬉しくありませんか？ 

「自分自身との関係性」で、こんなふうに感じることはありませんか？ 

✔ 頑張っているつもりなのに、理解されていない、認められていないと感じてしまう 
✔ 自分を変えたいけど変われない。どうしたら良いか分からない 
✔ 誰かのメンターやリーダーとして、人から頼られるような自分になりたい 
✔ 将来、自分が本当にどうしていきたいかが分からない、明確にしたい 
✔ 自分に自信を持ちたい、本当にやりたいことにチャレンジしたい 
✔ 人からよく見られたくて、認められたくて、自分を偽ってしまう 
✔ 人や感情に振り回されて疲れてしまう、客観的で冷静な自分になりたい 
✔ 何でもネガティブに考えてしまうクセをなくしたい、前向きになりたい 
✔ 人と自然体で関われるコミュニケーション力を身に付けたい 
✔ 特定のことに対する強い苦手意識や恐怖心をなくしたい 
✔ 夢や目標を自由に描いたり、そこに向けて行動できるようになりたい 
✔ ずっと繰り返しの毎日を生きている気がする、新しいより豊かな生き方をしたい 
✔ 自分のことを信じられるようになりたい、人を信じられるようになりたい 
✔ ずっと時間に追われているような気がする。いつも忙しい気がする 
✔ 自分のための学びをする時間が欲しい。そしていつかは、人の役に立ちたい 
✔ 周りの人と比べることなく「自分は自分」と生きられるようになりたい 



 

 

 

３つのコミュニケーションは、普通に生活していても、ほとんど満たされません。 

だからこそ、当講座では「知識を増やし、賢くなる」ことよりも、 
受講中に身につくスキルや、磨いた人間性を通して変化を実感し続けていってください。 

この講座では「NLP」と「コーチング」を融合させた学びを通して、 
コミュニケーションスキルと人間性が同時に磨かれる体験をご提供します。 

NLPとは、1975年にアメリカのカリフォルニアで生まれた 
「認知科学（心理学・言語学・神経科学・脳科学・哲学などを含んだ学問）」です。 

科学的には証明しきれていない方法論が含まれているにも関わらず、コミュニケーション
スキルや問題解決力、自己実現力などの能力開発だけでなく、心理療法やプロアスリート
のメンタルトレーニングへの応用など広い分野で効果が証明されています。 

仕事・職場 
コミュニティ

自分自身
家庭・家族 
身近な友人

NLPって何？コーチングって私に必要なの？ 
難しいことはよく分からないんだけど……



一方コーチングは、質問スキルを効果的に用いることで、 
人の才能や能力を開花させたり、変化や成長を促すコミュニケーション手法です。 

いわば、人のメカニズムを知れるNLPと、良質で効果的なコーチングの質問スキルや 
コミュニケーションスキルを同時に身につけられるのが当講座となります。 

一般的には「NLPコーチング」の名前そのものは広く知られていませんが、国内外で活
躍する多くの成功者（成幸者）たちが、密かに学び活用していることで有名です。 

これだけを聞くと「なんか難しそう。理解できるか心配」と思うかもしれませんし、 
実際、せっかく学んでも日常で活かせなかったら、学ぶ意味がありませんよね。 

だからこそ「菊池式」の特徴をお伝えしたいです。 

菊池式では、初心者の方でも不安なく、安心して学びに集中していただけるよう、 

✔ 大人数のスクール形式ではなく、新規受講生10名以下の少人数制で、 
　講師の目の前で分かりやすく学べて、安心して相談できる参加型の学習環境 
✔ 学んだ知識をその場ですぐに受講生のテーマと照らし合わせながら実践し、 
　ビフォーアフターを実感しながらスキルを感覚的に身につけられる体験学習形式 
✔ 国内外多数のNLPやコーチング、その他関連した教養の中から編集した、菊池式 
　独自のカリキュラムを、受講生の状況に応じて即興で提供するLIVEセミナー 

を心がけていて、受講生の９割は全くの初心者ですが、その９６％が講座受講中に 
「人生が大きく変わりました！」と喜びの声をシェアしてくださっています。 

その声の一部をここでご紹介します。（秘匿性が高く、匿名となります。） 
 

「菊池式」は学びを日常で活かせるよう 
学んだその場で実践して身につけていきます

「セミナーなんて受けたこともない」 
そんな初心者や主婦の方からも喜びの声が続々！



 



 







M.F 様（女性・セラピスト） 

NLPは、様々なトレーナーによって 
同じワークでも受講生が受け取るものは千差万別だと私は思います。 

今回はコースの情報が少ない中でも、私が受講を決めた理由は、国内外の様々な優秀なト
レーナーから受けた豊富な学びと、菊池さんのトレーナーとしての感性への興味です。 

まだ、コース途中ですが、本当に受講してよかったと思っています。 

1つは、NLPの豊富な知識。 
テキストのページ数は、終了時にはきっと 
NLP百科事典になるほどの厚さになることでしょう(笑) 

2つ目は、NLPの優れたワークとライブ感覚。 
菊池さんの講座は、例えていうなら、路上ライブ感。 

若いアーティストが持っている新鮮な感性と場を作るエネルギーに誘導されながらのワー
クで、受講生が自分の無意識に出会っていく実習ワークは、毎回、本当に新鮮な驚きと輝
きがあります。 

ゆずやコブクロのようにドームをいっぱいにできるビックアーティストは、すでに無名の
路上ライブの頃からそのエネルギーと才能を発していたようなパワーを感じています。 

きっと数年後、経験を積まれた菊池さんは素晴らしいトレーナーになる（すでになってい
ます）と思いますが、この新鮮な感覚は今だけではないかと密かに初期に受講できた優
越感を感じたりしています。(笑) 

それを共有できる受講生の方々の真剣なワークへの取り組みにも刺激を受けて、私も新
鮮な感覚で学ぶことができていますし、NLPの洗練されたワークは生物であること、そ
れをどのように料理し、提供するのかを理解とともに吸収したいと思います。 

菊池さんのコースは新鮮な今の受講をお勧めします！ 

K.H様（男性・コピーライター） 



菊池さんとの会話だったり、ブログを通して興味を持ち、 
楽しい体験ができると思ったので参加を決めました。 

参加してみて、普段から心掛けていることや思っていたことは、実は自分の可能性を制限
しているんだと気付きました。 

「大人だし恥をかきたくない」という意識があり、失敗を回避することに気が取られて、
新しいことへ挑戦することをせず、「楽しい」と言い聞かせて「楽しい」んでいるフリを
していたことに気付きました。 

セミナーの中に組まれているいろんな実践を通して、多くのことに気付き、どんなことで
もやれるという自信を持つことができました。 

誰しも、なかなか人に言えないけど悩んでいることがあると思います。 

このコースに参加すれば、それを自分の中で解決できるようになります。 
また、そばにいる大切な人を支えてあげられるようになることなど、自分が望むことを形
にしていけると思います。 

ぜひ毎日を楽しく過ごせるきっかけとして体験してみてください。 

M.S様（女性・会社員） 

会社や個人の成長の為にコースに参加しました。 

最初は不安がありましたが、 
回を重ねるごとに楽しく学ぶことができています。 

実践が多いので、自分で実際にやってみて初めて分かったり変化を感じることができるの
で、毎回が新しい発見があったりと、刺激を受けています。 

セミナー後、それぞれの生活に戻ってからも、実践してみて、納得できる部分や、また新
たな発見があったりします。 

また、一緒に参加をしている仲間との交流も魅力の1つだと思います。 



お互いに共有することで、他の人の視点からまた新たな発見があったり、共感しあえた
りするので、一緒に高め合いながら進んでいく感じがあり、とてもいい環境の中で学ぶこ
とができます。 

菊池先生をはじめ、一緒に参加する人達など、サポートや応援してくださるので、安心し
て参加して頂けたらと思います。 

K.K様（スタイリングコンサルタント） 

私は、ここ何年かで、心理学を学んできました。 

でも、心の仕組みは分かっても、なかなか自分が変わることができませんでした。 
いつか世界は変わる…と信じていましたが、いつ変わるの？といった状況が長い間続い
ていました。 

ですが、こんな状況でも、心理学を何も勉強していない人よりは変化していたと思いま
す。 

私は、もっと速いスピードで自分を変えたかったのだと思います。 

そのように思っている方は、自分の深い部分から変えることのできる、様々なワークを体
験することができるこのコースは、満足がいくものだと思います。 

私自身、受けて変わったな、と思ったことは、 
自分にはやり続けることができない、と思っていたことをやり続けていられること。 
何もできない自分のことを卑下することがなくなったこと。 
自分自身のことを心から信じ、愛せるようになったことです。 

こんなに充足感を感じられる生活ができていることに感謝しています。 

私は、このコースを受けて、自分はこんなに変わることができるんだ、という自信をつけ
ることができました。（ちなみに、私は元々疲れやすく、行動力が全然ありません） 

きっと、あなたの人生を変える12日間になることでしょう。 



参加されている人、また、その当日の雰囲気などに合わせて、その日、その回に学んだ方
がいい事をその場でアレンジして進めてくれるので、理解度が高まります。 
その結果、ともに学ぶ人も偶然集まったにもかかわらず、この人たちとの出会いが必然
だったように感じる事ができるので、「どんな人が一緒に学ぶのかな？」という心配は
払拭されます。 
また、NLPという学びの特性もあるのですが、菊池さん自身がコーチとしてニュートラ
ルでいてくださるので、押し付けられる感じや、導かれる感じはありません。 
NLPって一体何？という不安を持っている方でも安心して飛び込んできて欲しいです。 
 

NLPって難しそう、私には縁がないことだと思っていましたが、新しい学びなのに勉強し
てる感じがしなくて、肩の力を抜いて楽しく受けられたことが一番良かったです。 
また、ミルトンモデルなどの、聞いたことがない言葉づかいを分かりやすく解説してくれ
て、さらに日常生活で使えるように講座を作ってくれました。 
何でも訊いてください、と言われて、休憩時間でも、何気ない質問に気さくに答えてくれ
るところも良かったです。 
 

再受講の方が多い。だから… 
＊アットホームな雰囲気で、安心して学べる。 
＊NLPが奥深いことが実感できる。 
＊たつおさんの講座に信頼を寄せている人が多いことが感じられる。 
＊初めてでも、お手本がいるから真似ることができる。真似ると知らないうちにレベル
アップしている。 
 

たつおさんは、NLPを日常で実践してきたエピソードが豊富で、今もそれを体現している
ような気がする。だから、日常で使うことをよりイメージできる。 
少し主旨とはずれるけど、「変わっていいですか？」のフレーズが大好き。やはり、コピー
ライティングの技法なのか、キャッチーな言葉や表現が、より講座の内容を受講生に落
とし込んでいるのだと思う。 
 

今までいろいろなセミナーを受講しました。 
その中で、菊池さんのNLPコースが飛び抜けて優れている点は実践的であること。 
そして、それはソーシャル（会社など）、パーソナル（家族など）の別なく効果が発揮さ
れるのです。さらに、特筆すべきは、その応用の範囲の広さです。 



人間関係の悩み、自分自信のトラウマ、自分の長所を発見、子供の新たな才能の発見、ス
ポーツ、資格試験、などなど。 驚くことに、その効果は受講後２年をたった今でも発揮
しつづけています。 そして、受講直後よりも、より大きな成果を生み出しています。 
 

講義は、決まった流れで学ぶものだと思っていましたが、菊池先生は、当日のメンバーや
その時の生徒の様子をキャッチし、その日に合う内容で進めて下さる。 
集まる仲間が、身内のような存在だと感じるようになる、今までに味わった事のない、
なんとも不思議な講座です。常に冷静に、私達の話を聞いてくれる。 
フラット力は半端ない。私もそうなりたいと思う憧れの方です。 
 

いい意味で、「トレーナー」というのではなく、身近な存在として感じられる。 
参加者に対してとてもフェアで親身に考えてくださる。 
 

分かりやすい。どう分かりやすいかというと、ともすると抽象的な理論になりがちな
NLPを、うまく『要はこんな感じ。こんな感じに使います』という、より実践的な使え
るような「言葉落とし」が上手だと思います。 
・あとはワークが多い。体感する、言っていることが腹に落ちる感じがいいですね！ 
・菊池先生のNLPに集まる人は、いい人が多い。集まっている方のエネルギー、波動も
大事だと思うので、これもいいなーと思います。 
 

菊池先生は一人一人をとても大切にし、尊重して下さると感じました。そして、講座を通
して自分自身が何を求めていたのか（いるのか）とことん向き合わせて下さり、今までの
捉え方や受け取り方だけでなく、考え方を広げ、可能性や選択肢を増やし、実行させてく
れる。 
 

徹底した全肯定ゆえの安心安全の場であること。動じず落ち着いている度合いが飛び抜
けている。いい意味で積極的な介入が少ないので自己内省や主体性が加速する。事例が
日常の身近なものであり、親近感やユーモアがある。 
 

他のNLPコースを受けたことがないのでわかりませんが、いわゆる自己啓発系や目標達
成系セミナーと比べたら、満足度は雲泥の差があります。 



セミナーに行くときは、「さぁ、頑張って受けるぞ！」のような気張っている感じを持
ち、終わる頃には異様な疲れを感じるんです。 
それが、菊池さんのセミナーだと、セミナー開始して数分後には気張っている感じや緊張
感がほぐれ、自然体で受講することができます。 
そのおかげか、知りたかったことがしっかり身についていたり、興味がなかったことも
意外と覚えていて、日常生活に広がりを感じました。 
これは個人的なことかもしれませんが、受講を終えて気づいたのが『雑談力』が少しだけ
身についたように思います。相手に興味を持って話を聞くことができるようになったの
か、ちょっとした会話からいろんな話を引き出せるようになり、「会話が途切れた。何
を話したらいいんだろう…。」という怖さがなくなりました。 
以上の点を踏まえて、菊池さんのセミナーの良さは、人とコミュニケーションをとるとき
に感じる、自分の中の怖さや不安を取り除くことができるところだと思います。 
 

私はNLPのようなセミナーに参加するのは初めてだったので、他の人との違いとかはわ
かりませんが、達郎さんのNLPを受けて感じたことは、相手の意見や話に対し、受容し
て傾聴することの大切さです。 
私は上記を年齢や性別、職種、更に人種も関係なく行える事が大事だと思っていますが、
人によってはそう思っていない人も多い気がします。しかし、達郎さんはいつも皆さんの
話や意見を受容した上での肯定的意見を返していたので、ああ、そうゆうとこいいなー。
皆んなそうであったらいいのに。って思っていました（笑） 
 

菊池さんの話すトーンや間が心地好かったりしてました。 
そして、ワークをしていく度に、菊池さんは、これを、ここを、このことに、私がたどり
着く場所が見えていたのだと！本当に凄い人だと実感しました。それは、自分自身でたど
り着くまで講座の内容や沢山の言葉を選んで導いてくださってるのだと今感じています。 

以上のように、 
・セミナーなどに全く参加したこともない、初心者の方でも安心して参加できる 
・なのにNLPやコーチングをすでに学んでいる、中・上級者でも学びが尽きない 
・全国各地（北海道から九州まで）から多くの方がお越しくださる魅力 
・学びを自分に活かしたい方、誰かのために役立てたい方が大満足する内容 
・最年少で20歳、最年長で60歳の、男女問わず幅広い層からの支持 

など、おかげさまでたくさんの喜びと推薦のお声をいただいています。 



 

全12日間かけて、質問力をはじめとしたコミュニケーションスキルを身につけ、 
人間性を磨きながら、自他の人生により豊かな変化を起こしていきます。 

12日間は、大きく3つのパートで構成されています。 

第１部（１～４日目）：変化・成長のメカニズム／人間関係の構築法 
第２部（５～８日目）：未来を拓く言葉の力／過去と未来をつなげる 
第３部（９～12日目）：過去との和解／未来への新しい一歩を踏み出す 

さらにもう少しだけ詳しく見ていくと…… 

まずは人の変化や成長に関わり、深いコミュニケーションの基礎となる人のメカニズムに
基づいた「信頼関係」の築き方について学び、実際に重要な関係性を見直します。 

・信頼関係とはどう生まれるのか？ 
・人の変化、成長の原理原則とは？ 
・あなたとあの人が、なぜこうも違うのか？ 
・変えようと思えば思うほど人が変わらないのはなぜか？ 
・どうしたら深く人の気持ちに寄り添えるようになるのか？ 
・とても理解できない言動をするあの人には、どんな理由があるのか？ 
・両親や兄弟姉妹からもらった、幼い頃から無自覚に持ち続けている重要な感覚とは？ 
・なぜ同じようなことが繰り返し起こるのか？どうしたら起こらなくなるのか？ 
・自分の思考や感情、それに伴う行動を無自覚に縛りつける、心の制限とは？ 
・これからの人生で何を大切に生きていくか？ 
・自分自身の無意識で深い心の部分とどう会話できるのか？ 
・感情を生み出す"大もと"の正体とは？ 
・無意識と協力関係を築ける方法とは？ 

『菊池式NLPコーチング・プラクティスコース』 
では、どんなことが学べるの？

第１部（１～４日目）： 
変化・成長のメカニズム／人間関係の構築法



これらの学びを通じて、最初のわずか4日間で、他者とあなたの「心の核心」に触れ、 
変化と成長を起こす方法が学べ、実際にあなたの心の棚卸しを始めることができます。 

この４日間を受講した時点ですでに、あなた自身はもちろん、 
不思議なことにあなたの周りの人間関係にも、変化が起こり始めています。 

そして、その変化を楽しめていることにも、お気づきになると思います。 
 

特別な言葉の使い方を学びながら、あなたの未来のビジョンを描きます。 

ビジョンを描くと言っても、単に「将来どうなりたいですか？」という話ではなく、あな
たが「人生をかけて達成したい」と思っていたことさえも「通過点の一つ」にしてしまう
ような技術を身につけながら、実際にそのビジョンを体感いただけます。 

・無意識の力を高めながら、頑張らずに願望実現していく方法とは？ 
・どうしてわずか数分のインタビューだけで、その人の潜在的な才能が分かるのか？ 
・単なるモノマネではない、知性や才能を開花させるモデリング技術とは？ 
・物事を全く違った肯定的な見方で見られるフレーミング技術とは？ 
・言葉の真実を見抜く、常識や思い込みにとらわれない質問方法とは？ 
・重大なミスコミュニケーションをゼロにする、正しく聴く技術について 
・アドバイスするよりも遥かに効く、人が自分で気づき行動に移す聴き方とは？ 
・夢や目標、ビジョンが描けない人が陥るパターンとは？ 
・９つのステップで聴くだけでビジョンが明確になる質問テンプレート 
・自分だけでなく、周りの人も幸せにするビジョンの描き方とは？ 
・夢や目標を達成した未来の感覚を、今この場で味わえる魔法の体験とは？ 
・夢中になって相手が喋り出す、コミュニケーションのプロレベルの話法 
・人を肯定し、勇気付け、励ます、言葉のチョイスの重要なポイントとは？ 

また、この講座で目指す「深く聴くために問う技術」を身に着ける重要なパートです。 

このパートを終える頃には、あなたは「聴くスキル」において普通ではたどり着けないレ 

第２部（５～８日目）： 
未来を拓く言葉の力／過去と未来をつなげる



ベルに達していて、実際に日常でその成果を感じているでしょう。 

それと同時に、他者だけではなく、あなた自身、今までは聴こえて来なかった 
あなたの無意識にある、心の本心の声も聴けるようになっているはずです。 

いよいよ最終パート。 

これまでのパートでは主に「今」と「未来」について取り扱いますが、ここでは未来に向
かうために「過去」を深く見つめなおし、過去と和解し、未来への一歩を踏み出します。 

過去との和解とは、無意識に心のどこかで持っている 
「罪悪感」や「後悔」といった感覚を癒すことを意味します。 

和解なく未来に向かおうとすると、必ず過去に引っ張られます。 
そして過去に縛られ「延長線上の未来」にしか行けなくなってしまうのです。 

このことについて、もしかしたら今は理解ができないかもしれませんが、 
最終パートを迎えるころのあなたはしっかりと理解し、取り組んでいることでしょう。 

また、12日間の学びを統合する「コーチングセッション」を行いますので、 
身につけた知識や技術を総復習しながら、より実践的な学びへと落とし込みます。 

・過去のネガティブな体験をあなたの人生の「宝」に変える方法とは？ 
・人が苦手意識や恐怖心、トラウマを抱えるメカニズム、手放す方法とは？ 
・困難な問題や状況にも冷静に対処できるようになる、感情のトレーニング方法 
・対人関係でネガティブな影響を受けなくなる「心の護身術」とは？ 
・フラッシュバックやトラウマを癒しとともに手放せるセラピー手法の実践 
・どんな状況でも落ち着きと冷静さを取り戻せる「心の姿勢」の整え方とは？ 
・「聴く」を実践する、即興コーチングセッション 
・「変えよう」と思うことなく自然と人が変化していく、テクニックを超えた在り方 
・応援のメッセージを受け取り、未来への歩みの追い風に変える実践法とは？ 
・学びの総復習と疑問点の解消。学びを日常で活かすイメージを持ち、修了する 

第３部（９～１２日目）： 
過去との和解／未来への新しい一歩を踏み出す



以上のカリキュラムを通じて、NLPやコーチングの理論をメインとした学びから、人生
をより豊かにする質問力やコミュニケーションスキルを身につけ、日常で活かしながら変
化と成長を実感することができます。 

 

自己紹介が遅くなりました。 

12日間の講師を担当します、 
菊池 達郎（きくち たつお）です。 

簡単に僕のプロフィールを通じて 
自己紹介をさせてください。 

Be Coaching 株式会社 代表取締役 
NLPコピーライティング®開発者 
人生をより豊かにするコミュニケーションの専門家 

1987年9月 東京生まれ 

東日本大震災を機に「生きたい人生を生きよう」と神奈川・湘南での暮らしを始める。 
茅ヶ崎サザンビーチの近くで、妻・子・猫・犬と５人暮らし。 

わずか偏差値36の高校時代、野球部顧問の先生に憧れ、教師になることを決意し進学。 
駒澤大学で教育と心理学を学ぶ一方で、NLPやコーチングを学習する。 

学生時代から経営者・企業幹部・起業家・教育関係者・医療従事者など幅広くコーチン
グ実績を積む。教育実習中に部活動でコーチングを行い、部員がほぼ諦めていた都大会
出場に貢献した経験から、教師ではなくコーチとしてのキャリアを考え始める。 

大学卒業後、コーチとして起業するも月商はわずか8,000円。コーチングの技術や実績を
積むだけでなく、ビジネス的にも成功しなければ活動を継続できない現実を味わう。 

しっかりと安心・安全の場をご提供し 
あなたの学びと成果を最大化していただきます



その後、マーケティングやコピーライティングなどを学び、20代のうちに1,000人以上 
にコーチングやNLPのトレーニングを行い、コーチ業をはじめとした20業種以上で貢献 
した売上は億を越える。 

現在は、起業家や経営者、企業管理職、教員など、人材育成や教育に関わるリーダーを中
心に、NLPやコーチングの知識や技法を教えるだけに留まらず、人生をより豊かに変える
本質的で、かつ、実用的なコミュニケーション技術の指導を行なっている。 

メンターとの出会いで人生が180°転換した経験から、人が夢を持つ大切さと、独自のメ
ンター論を記した著書『元・偏差値36のプロコーチが教える成功とメンターの本当の話
「あなたの悩みはすべてメンターの仕業だった！」』がある。 

子どもたちが「ずっと学生がいい」と悲観することなく 
「あんな大人に早くなりたい」と夢を持って成長できる社会に貢献することが生きがい。 

夢は、公教育で子どもたちがコーチングを学ぶのを当たり前にすること。 
 

本講座（プラクティスコース）では、 
下記の３つの特典を無料プレゼントしています。 

コースを担当する講師の菊池達郎から、新規の受講生さま全員へ、 
マンツーマンでのコーチングセッション（60分）を1回プレゼントします。 

コースで学び、身につける多くのスキルの復習や、個別の質問なども遠慮なくすることが
できますし、せっかくのコーチングの機会ですので、個人的な悩みや課題を打ち明けてく
ださっても結構ですので、コーチングを通じて変化を実感する体験をなさってください。 

３つの受講特典に加え、100％返金保証 
リスクなく安心して学びをスタートできます

☆特典1☆ 
講師とのマンツーマンコーチング



 

受講生さまだけがの秘密のSNSグループへご招待いたします。 

グループ内でシェアされる最新情報やフォローアップ情報、同じ受講生同士のシェアなど
で有益な情報を手に入れることができます。 

またコース中、万が一、急な用事などで欠席してしまったとしても、安心して次回の準備
をするために講師に質問や相談をすることもできます。 

あなたの成果のために、積極的に活用してください。 

コース期間中に扱う主要スキルやノウハウを、動画で解説することで繰り返し学べたり、
NLPコーチングの参考図書をご紹介しているフォローアップサイトの閲覧権をプレゼント
します。 

受講が終わった後もずっとご覧いただけますし、スキルは繰り返し学ぶことで身につきや
すくなりますので、受講をより楽しむためにご活用ください。 

当講座に長い時間を割いてくださったにも関わらず、万が一、何の変化・成長も感じられ
なかったり、全く受講した意味がなかったと感じた際には、受講料を全額、返金します。 

あなたの受講の成果をお約束する覚悟と、それが可能であることの自信からです。 
受講のリスクは最小限に抑えていますので、どうぞ安心してご受講ください。 

☆特典2☆ 
秘密のSNSグループへご招待

☆特典3☆ 
特別フォローアップサイト閲覧権

さらに！受講の効果を感じなかった場合は 
100%返金保証します！



 

「菊池式NLPコーチング」の講座は、 
2日間のセミナーを6回に分けて行う、計12日間のセミナーです。 

もちろん通うのは大変ですが、12日間かけて学ぶからこそ、膨大な情報量（大辞典ほど
の情報が詰まったテキストをお渡しします）と学びがしっかりと定着し、日常で使えるよ
うになります。 

ただ、いきなり本講座に参加するのは、ちょっとハードルが高いかもしれません。 
そこで初めての方へ「入門セミナー＆プラクティスコース説明会」を行っています。 

・NLPコーチングの入門知識 
・他のスクールと菊池式の違い 
・あなたに本当に菊池式が役立つか 
・本講座の具体的なご案内 

などについて、安心のマンツーマン方式で丁寧にお話させていただきますので、 
本講座に参加する・しないを、スッキリとした気持ちで選べるようになります。 

もちろん「合わないな」と思われたら、本講座に参加する必要はありません。 
強引な勧誘も一切ありませんし、その場で決める必要もないので安心してください。 

入門セミナーは、 

・会場にお越しになるか 
・オンラインで受けるか 

の２種類からお選びいただけますので、忙しくて日程が合わなかったり、 
遠方で参加が難しいという方は、オンライン受講をオススメします。 

※オンライン受講はスマートフォン、タブレット、パソコン等で受講できます。 

でも、12日間って、ハードル高いですよね？ 
そこでまずは、入門セミナーにご参加ください

その不安、あっても大丈夫です。 
安心していただけるようにフォローします。



Q：NLPのことを全く知らないのですが、参加できますか？ 
A：「今日初めてNLPについて学ぶ」という方がほとんどです。 
そういう方が安心してご参加いただける内容ですのでどうぞお気軽にご参加ください。 

Q：入門セミナーに参加しないと、コースには参加できませんか？ 
A：入門セミナーに参加せずコースにご参加いただくことも可能です。 

Q：どんな方が参加されていますか？ 
A：男女比は4：6くらいです。年代は20代から還暦を迎える方まで幅広くいらっしゃい
ますし、北海道から九州まで様々な場所からセミナーにご参加くださっています。主婦、
会社員、学生、経営者など、社会的な立場も様々です。つまり、どのような方でも安心し
てご参加いただけるのですが、NLPに興味がある、コーチングを学びたい、自分をもっ
と高めたい、他人に貢献する知識や技術を身に付けたい……といった動機があれば、
きっとお喜びいただけることと思います。 

Q：本講座の12日間で休んでしまった場合はどうなりますか？ 
A：お忙しい中で全部参加できる方が珍しいです。お休みされた回は次期以降に無料で振
替参加できますので、参加できる回だけでもお越しいただき、何期かかけて修了するよう
な心づもりでいらしてください。また、お休みされた回の学びのフォローもきちんとしま
すので、安心してください。 

Q：本講座の受講費はいくらですか？ 
A：正式な受講費は、入門セミナーでお伝えしています。入門セミナーに参加されない方
は、直接お問い合わせください。一般的なお話だけさせていただきますと、NLPの資格
認定講座でも、受講料の相場は35～50万円ほどします。学ぶ期間も８～12日などバラツ
キがあります。しかし当セミナーは、ある工夫を施すことで、一般的に12日間の日程と
このクオリティーでは、ありえない価格を実現しています。決して「ポン」と出せる手軽
な受講料ではありませんが、得られる価値に換算すれば、お喜びいただけるはずです。 

Q：入門セミナーに参加せずに申し込むにはどうしたらいいですか？ 
A：下記の申し込みフォームをクリックして「本講座に申し込む」をお選びいただき、概
要欄に「入門セミナー不参加。概要を詳しく知りたい」と入力し、お申し込みくださ
い。折り返しご連絡をさせていただきますので、価格などの概要を詳しくお伝えし、検討
していただきます。本決定はその後となりますので、ご安心ください。 

Q：すでにNLPを学んだことがあります。割引などはありませんか？ 



A：他スクールでNLPを学ばれたことがある方には、特別割引をご用意させていただいて
おります。下記の申し込みフォームをクリックして「本講座に申し込む」をお選びいただ
き、概要欄に「NLP学習歴有り。概要を詳しく知りたい」と入力し、お申し込みくださ
い。折り返しご連絡をさせていただきますので、価格などの概要を詳しくお伝えし、検討
していただきます。本決定はその後となりますので、ご安心ください。 

この他、事前にご相談・ご質問されたいことがありましたら、下記の「今すぐ申し込む」
ボタンをクリックし、必要な情報をご入力いただいた上で、各種お申し込み・お問い合わ
せください。 

最後になりましたが、プラクティスコースを受講することで 
あなたが得られる体験や成果をまとめていきたいと思います。 

✔ 仕事・家庭・自分自身の３つのコミュニケーション力が身につきます 
✔ 自分のことを認められたり、もっと好きになれたり、自己肯定感が増します 
✔ 萎縮してしまうような相手とも、対等な気持ちで関われます 
✔ 肩書きや役職ではなく、人として信頼されるようになります 
✔ 達成したい未来を描き、実現に向けて行動できるようになります 
✔ チームや組織のリーダーとして、リーダーシップ力が格段に上がります 
✔ 両親や兄弟姉妹、子どもなど、家庭のコミュニケーションが円満になります 
✔ 人を尊重したり、信じたり、大切に思えるようになります 
✔ 自分を偽ることなく、素の自分、自然体の自分でいられるようになります 
✔ 無意識の思い込みに気づけるようになり、選択肢や可能性が広がります 
✔ 心のどこかで抱えている過去から引きずっている悩みが解消できます 
✔ 人の話を深く聴けるようになります 
✔ 心が満たされて、愛し、愛されているという感覚が持てます 
✔ 自分の価値観が明確になり、迷いや葛藤がなくなります 
✔ 目の前のことで精一杯にならず、前向きに未来を描けるようになります 
✔ 人の目や評価に縛られず、本当にやりたいことができます 

きっと、講座であなたは 
「今まで一番好きな自分」と出会います



✔ 人や感情に振り回されず、客観的に、冷静に対処できるようになります 
✔ 人から信頼される卓越したコミュニケーション力が身につきます 
✔ 学びを仕事に活かすことで、業績や成果がアップします 
✔ 強い苦手意識や恐怖心をなくし、チャレンジできるようになります 
✔ 過去に縛られたり、未来の不安に囚われることなく、今を生きることができます 
✔ 心でつながれる、安心できる、信頼できる人間関係がつくれます 
✔ 思考や行動をガラリと変える、プロレベルの質問力が身につきます 
✔ 表面的な技術だけでなく、前向きな心の姿勢や在り方、人間性が磨かれます 
✔ リラックスして楽しみながら、頑張らずに夢や目標が叶うようになります 
✔ あなたの周りに良い影響を与えられる人になります 

目指すのは「完璧な自分」ではなく、誰とも比べることのない「自己新記録」です。 

今まで通り、思い通りになること・ならないことがあると思います。 
でも、感情に支配されたり、囚われたりせず、自由に自然でいられる自分。 

そんな自分のことをさらに認められる、愛せるようになることで、 
「今の自分が、今までの人生で、一番好きだ」と思える体験になることでしょう。 

人に何かをしてあげるよりも、あなた自身が満たされながら仕事をして、 
身近な人たちを大切にし、自分自身を愛し続けることが、一番の貢献になります。 

その機会を「いつか、また。落ち着いたら」と先延ばしにするメリットがありますか？ 

数ヶ月、あるいは数年経ったときに、同じような悩みを持ち続けて無難に過ごしていたい
か、あるいは今はまだ想像もできない、今の延長線上にはない新しい未来を生きていたい
のか、あなたの心に聴いてみてください。 

今ここで深く耳を傾けるべき相手は、あなたご自身だからです。 
あなたからのお申し込み、お待ちしていますね。

講座の日程を確認して申し込む

https://03auto.biz/clk/archives/ygzdsy.html
https://03auto.biz/clk/archives/ygzdsy.html

