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人も社会も変わり続けています！

■ 企業脳活／コーチング

■ パーソナル脳活／コーチング

■ 教師・保護者／教育コーチング

■ 乳幼児教育／３Ｄ幼児教育

■ さくらＦＭ／教育キャスター

■ 講演／セミナー

変化を追風に、新しい企業改革・新しい教育を実践

インダストリー 4.0 時代

一般社団法人新日本教育システム協会
〒542-0081 大阪市中央区南船場3-3-10エーゼービル５階　「プレスルーム」
一般社団法人新日本システム教育協会

TEL. 06-6243-3110     メールアドレス  info@sesa3110.jp

HP  sesa3110.jp

夢に向かってあなたもゴールにロックオンしませんか？

未来に向かって



　社会が大きく変化し、「インダストリー4.0」と呼ばれる時代に突入しました。インダストリー4.0

時代には、学校教育や会社運営の中に今までの視点と異なった「想像力」「創造力」「チームで協

力するコミュニケーション能力」が必要とされます。「人間本来の能力を発揮する時代の到来」と

も言えます。

　新日本教育システム協会では、企業、チームの業績や個人一人ひとりの潜在能力を発揮するた

めのお手伝いを致します。米国や世界のオリンピックチーム、NASA、米国国防総省も導入するタ

イスコーチング※1を基盤とし、最新の脳機能科学や認知心理学、集団発達の理論を駆使したプロ

グラムを行い、「クライアント様の本来の力」を引き出します。

　また、子育て中の保護者の皆様の不安にお応えするために、発育の理論と脳機能に着目した

「効果的な乳幼児教育」も行っております。「家族や会社が変わる話し方講座」「脳の発育に

沿った教育方法」等のセミナーは男女参画センターや医療機関などで開催し、好評をいただいて

おります。

　近年、脳機能科学の進歩により、ポジティブな考え方で人生を歩み、ワクワクしながら仕事を進

めることの大切さが解き明かされてきました。脳を味方につける方法を分かりやすくお伝えするこ

とが新日本教育システム協会の本義とするところであり、本協会のゴールでもあります。

　皆様の「真のゴール」は一体、何でしょうか。ワクワクして、内側から沸き起こって来るものは何

でしょう。情熱を持って新しい世界を想像してみてください。それこそが脳の機能を味方につける

第一歩なのです。さぁ、皆様とご一緒に「ゴールの達成」のために、進んでまいりましょう。

一般社団法人 新日本教育システム協会 私 たちのミッション

■皆様の能力を適切に引き出し、皆様が情熱をもってゴール

に向かう一助になるべくして当法人は設立されました。

■ゴールの達成のための手段として、コーチング、脳機能科

学、認知心理学などの手法を用い、活動を行っています。

■インダストリー4.0（第4次産業革命）の世界で皆様が能力

を伸ばし、ゴールを達成するために当法人をご活用いただ

ければ幸いです。

当協会の基礎プログラムは、世界のオリンピックチーム・

ＮＡＳＡ・米国国防総省も導入するタイスコーチングと最

新の脳機能科学・認知心理学が基盤となっておりますの

で、安心して導入いただけます。

　ゴール達成の手段であり、現状から抜け出し、新しい世界に向かう力を内側から引き出す技術の
ことです。脳機能科学、認知心理学をベースとした手法です。
　コーチングではクライアント自らが行うことを重視します。脳や心の機能を正確に用いることで、
クライアントが自らの内的な動機付けを高め、パフォーマンスを高めることに重きを置いています。
 また、コーチングは脳機能科学、認知心理学の観点から、教育やカウンセリングを再定義したもの
とも言えます。

【代表理事・内田愛プロフィール】
●公立小学校で教師として約３０年間、教鞭をとり、教育委員会教育セ

ンターで研究員・協力員として４年間務め、新規採用教員の指導にも

あたる。また、教育委員会「基底教育課程」作成に２５年間携わる。

元広島大学教育学部長片岡徳雄教授の指導のもと一人ひとりの個

性を伸ばす教育の研究を続け、成果を明治図書出版等に発表するな

ど、教育の発展に尽力。
●日本心理臨床学会常任理事の指導のもと文部省（現：文部科学省）の

委託助成「教育相談サークル」代表を10年間務める。
●世界のコーチングの元祖ルータイス氏のタイスコーチングの手法を学

びコーチ資格を取得。
●現在、さくらＦＭ教育キャスター・コーチングコーチとして関西を中心に

活動中。企業や学校関係者の脳活コーチングも行う。

※1タイスコーチングとは
　ルー・タイス（1935年、米国ワシント州シアトル出身、2012年4月逝去）はコーチングのメソッドを確立し、コーチングと言う言葉を生み出した元祖の人物で、
世界中の多くの企業、組織を成功に導いてきました。そして、元アメリカ心理学会会長のバンデューラ博士、セグリマン博士等のアメリカの大学や研究機関等
のメンバーがタイス氏と共に創り上げ、最新の脳機能科学と認知心理学などを基にしているのが「タイスコーチング」です。NASA、米国国防総省、各国のオリン
ピックチーム、米国上場企業フォーチュン500の62％の企業が導入し成果を上げたコーチングプログラムとしても有名です。

インダストリー4.0時代　
変化を追風に
新しい企業改革・新しい教育を進めます！

一般社団法人 新日本教育システム協会

代表理事　内田 愛

新しい教育が
チームや個人に変化をもたらす！

●個人や組織の自己効力感の向上も

コーチングを行うことによって生ま

れる成果であると言えます。

●コーチングは精神状態が大きく左

右するスポーツの世界でも大きな

成果を上げてきました。

●コーチングには多くのノウハウがあ

ります。

●コーチングは組織の目標達成のプ

ロセスに変化を起こすだけでなく、

社員一人ひとりの自己実現のサポー

トも行います。

●社員が自分自身のなりたい姿に向

けて、組織内でどのような自己実現

ができるかをサポートしていきま

す。個人も組織も幸福な状態になれ

るようにサポートします。

●組織目標を達成し、ビジネスにおける、成果を出

すことが目的とされています。　

●社員の意欲、やる気を引き出し、または引き上げ、

新たな価値を創造することに貢献することがコー

チングの大きな効果であり、目的です。

●コーチングの理論を理解すれば、上司から言われ

たことをただ実施するのではなく、部下や社員が

自分で考え、答えを出していきます。コーチングの

導入によって、部下や社員の潜在能力や主体性が

適切に発揮されることが期待できます。

コーチング
とは

コーチングの目的と効果

自己効力感の向上個人の自己実現1 2 3組織の目標達成



企業脳活コーチング

A I が活躍する時代の
脳の使い方、働き方改革！
—「ストレス対処・病気の予防」「子育て支援」にも対応しますー

脳活コーチングの特徴

ストレスや病気の予防と子育て支援の取り組み

○福利厚生として社員の子育てに寄り添う、新しい子育てを学び、

支援やサポートを受けられます。

○社員 が 安 心して 働 ける 環 境 を 作 ることにより、社 員と家族の

パフォーマンスを上げることを目指します。

○この会社で働けば幸せになれるという風土を作りましょう。

男女参画センターや産
婦人科で子どもの発育
支援や新しい時代の子
育てセミナーを 開 催し
ております。

information

3、企業内の言葉を変えることで、企業の環境が改革され、社

内環境を創造性豊かなものに変化させることができます。

企業脳活コーチングがどうして、今必要とされているのでしょうか？

1  これまでの産業に求められていた能力は、画一的で、測定可能な能力でした。

2  A I の進化により、社員一人ひとりの「ひらめき」「創造力」「独創的発想」が
    必要とされています。

3  グローバル化により、新しい発想ができるチームの育成が必要となっています。

企業脳活コーチングができる事

【子育て】
社員様のお子様の教育の悩みについて、
お答えする機会を作ります。
　ＩＱだけでなく、新しい時代の教育（４つ

のＱ）についてのお話を致します。

　男女参画センターや産婦人科でも行ってい

る「頭のよい子が育つ言葉の使い方」「新しい

教育」等の話を通して、脳機能に基づ いた新

しい子育ての方法をお話します。

【心の健康】
社員様の心の健康が保てるように「夢に向かってゴールにロックオン」のお話や

「ヒーローインタビュー」「感謝の日記」などのワークを行います。

ご家族で参加できます。

企業脳活コーチングの内容

ＡＩの進化・グローバル化したビジネ

スの場でこれから必要な社員・チーム

を変革させるための「エグゼクティブ

向けのコーチング」です。

社員一人ひとりのひらめき・創造力・

独創的発想が生まれる社内風土を育

てることを目的とした、「脳の機能を基

盤にしたコーチング」を体得していた

だきます。

クライアント自身 が 自らのゴ ー ル を

はっきり意識することから始まります。

次に、そのゴール達成のための方法を

コーチングをしながら一緒に探してい

きます。

■脳の機能を知る。
■ドーパミンを出す方法を知り、使いこなす。

■脳の機能を知る。
■ドーパミンを出す方法を知り、使いこなす。

■ゴールを考えてみよう！
■気づいてないものに気づく
　スコト－マ（心理的盲点）外し
■見たいものを選ぶ脳の機能活用で
　ゴールに向かう推進力アップ！
■環境を変えるポジティブ言葉にロックオン！

Ａ Ｉ の 進 化・グローバ ル 化した

ビジネスの場でこれから必要な

社員・チームを変革、創造するた

めの人材育成コーチングです。

会社のゴールから自分のゴール

までを考えていきます。

エグゼクティブとチー

ム 全 体 の エ フィカ

シーを上げ、やる気

を生み出し、挑戦する

意欲が生まれます。

ドーパミンを出し、海
馬や扁桃体の機能を
生 かして気 持ちをポ
ジティブに変え、創造
力 豊 かな発 想をする
ことができます。

脳の機能を生かした

組 織 運 営 で 働 き 方

改 革 が 大 胆 に 進 み

ます。

脳 の 仕 組 み を 理 解

することで 、自 分 や

チームの業績アップ

の 方 法（ やり方 ）が

分かります。

インダストリー4.0
への展開

それこそがパフォーマンスが発揮できる
環境となります。

■集団のなり立ち
■集団の機能　　　
■集団の発達の役割

■ゴールを考えてみよう！
■気づいてないものに気づく
　スコト－マ（心理的盲点）外し
■見たいものを選ぶ脳の機能活用で
　ゴールに向かう推進力アップ！
■環境を変える言葉遣い
　「ポジティブ言葉にロックオン！」

1、ＡＩの進化により、社員一人ひとりのひらめき・創造力・

独創的発想を大切にするために脳の機能を生かした、モチ

ベーション【内的動機づけ】の上げ方が理解できます。

2、ドーパミンを出す方法や海馬や扁桃体など、脳の働きを

理解して社員のセルフエフィカシーが向上しやる気を生み、

自発的に行動するようになります。新しい発想ができるチー

ムの育成方法がチーム全体に理解されます。そして、業績を

上げることが期待できるようになります。

エグゼクティブコーチング１ 人材育成のため         の脳活コーチング2 福利厚生3

脳機能 脳機能

コーチング
コーチング

集団の発達



■脳の機能を知り、コーチングを学ぶことが

あなたの力を引き出します。

■脳の機能を知り、コーチング理論を正確に

知ることで、ポジティブな心を持ち、セルフ

エフィカシー（自己効力感）を育てます。

○子ども達の知能・脳力をＩＱだけでなく、コ
ミュニケーション能力・プレゼン能力・創造
力・人と仲良くする力を育て、机の上だけで
ない立体的な広がり育つ教育を進めます。

○脳の機能と発達に合わせて、乳幼児期から
知能と心を育てる教育プログラムを男女参
画センターや産婦人科などの病院でも展開
中です。

○企業で働く保護者が安心して働ける環境を
作るために子育て支援活動をしています。企
業からの問い合わせも多数頂いています。

さくらＦＭ教育キャスター  内田愛

夢に向かって！ゴールにロックオン！
ゲストの生き方を脳の機能やコーチング理論で解説したり、
新しいお話をお聞きしています。

第1・第２
月曜日

17 時から

私たちは今、こんなビジネスも展開しています

乳幼児教育     ３Ｄ幼児教育

５つの機能に着目します。子どもの発達

に合わせ、ドーパミンを出しながら楽し

く意欲的に学び活動する教育法です。新

しい子育てを楽しくしていきませんか？

■脳の機能と発達に合わせて、乳幼児期から知能と心を育

てる教育プログラムを男女参画センターや産婦人科など

の病院でも展開中です。

■企業で働く保護者が安心して働ける環境を作るために活

動しています。

◎こういったお悩みをお持ちの方に子どもの発達と脳の機能、心理学に基づいた教育方

法を一人でも多くのお母様にお伝えしたく、この講座を開講することになりました。

◎３D 幼児教育は脳の機能の発達に光を当てるまったく新しい教育方法です。脳の機能

の発達を促し、教育の費用対効果を高めます。

◎保護者の皆様にも脳の発達段階について理解してもらい、脳の発達に適切な刺激、関

わりが行えるように支援、援助していきます。

◎「3 D 幼児教育」で学び、資格を取得したそれぞれの専門の担当者が新しい子育ての方

法を示し、一人で迷いながら子育てを行っている保護者の皆様により良い子育てをア

ドバイスします。また、子育ての資格を取得することもできます。

脳・発育発達に応じた教育と
インダストリー 4.0 に対応する
新しい知能を子ども達に育てます。

あなたの悩みを解き明かし、
真の力を引き出しゴールに
向かうお手伝いを致します。
「脳の機能を知って、脳の機能を使いこなす」ことで

何が変わるのでしょうか？

○成績を上げることができます。
○スポーツで成果を出すことができます。
○人間関係を改善することができます。
○チームを率いる能力を身に付けることができます。
○チームを効率的に運営できるようになります。

パーソナル脳活コーチングの特長

人間関係のストレスも
軽減できます。

エフィカシーを上げ、やる気
を引き出し、挑 戦 する意 欲
が生まれます。

気持ちをポジティブに変える
ことができて、創造力豊かな
発想をすることができます。

脳の仕組みを理解すること
で、自分の真にやりたいこ
とゴールが分かります。

パーソナル脳活コーチングが、なぜ今必要とされているのでしょうか？

1  脳機能を知ることで、あなたの人生はあなたが望むように変わります。過去からではな

く、未来から自分のゴールを考えることができるようになります。

２ 脳機能を知ることで新しいコーチングが生まれました。自分の夢、ゴールを叶える方法

が開発されました。インダストリー4.0時代の新しい自己実現の方法なのです。

パーソナル脳活コーチングができる事

馬場馬術オリンピック選手　黒木茜氏（写真左）、
キックボクシング元世界チャンプ　北山高与志氏、
関西大学教授　横山恵子氏、
関西大学教授　池見 陽氏、
ＮＨＫスペシャル、ルンタ等の映画監督　池谷薫氏、
西宮市教育委員会　宝塚市教育委員会
国学院大学人間開発学部創設者新富康央教授等

ゲスト

乳幼児・幼児教育基本コンセプト

3Ｄ幼児教育で子育てに自信を！

「こんな悩みにお答えします！」

３Ｄ教育

お子様が普通に発育しているか
わからない。

自分の子育てに自信がない。

お子様についつい怒ってしまう。

保護者の皆様が根拠のある心理学的言
葉がけを学び、生活の中で考え、使え
るようになります。

子どもへの言葉がけが変化すれば、子
どもが変わり、脳の発育に良い影響が
出ます。

言葉の大切さや、効果的な言葉がけが
学べ、言葉を上手に使えるように練習
していきます。

言葉の大切さが学べます

パーソナル脳活コーチング

身体的
発達

運動機能
の発達

認知的機能
の発達

心理社会的
機能

脳の機能


