
LIFE VISONを明確にし、
ほしい結果を⼿に⼊れるための

『思考の”見える化”
自己探求メソッド』



●イラスト思考シニア講師®
●トランス・フォーメショナル・コーチ®
●一般社団法人 国際まんが教育協会 理事
●笑顔のアトリエ 主催

「イラスト思考」の共同開発者であり、⾔葉×イメージ×
⾒える化を組み合わせた独⾃の「⾒える化コーチング」の
技術を、国内外での企業研修やプログラムとして伝えてい
る。また全国60校以上の⼩中学校でも、⼦どもたちの表現
⼒や共感⼒を⾼めるイラスト教育をのべ8，000⼈以上に提
供している。⾃⾝も「⾒える化コーチング」で⼈⽣が180度
変わった経験を通し、「世界は⾃分でいかようにも変化し
創れること」・「⾃分を⾃由に表現すること」をミッショ
ンにして、多くのクライアントに気付きと変化を与え、可
能性をひらき、⼈⽣の使命を全うするプロセスをサポート
し続けている。ライフワークとして、4コマ漫画「はちネ
コJAPAN」をハワイ州の新聞「⽇刊サン」にて連載中。

▼講師紹介

株式会社 ⽉笛クリエイションズ
開発・講師 まつだりえ



イラスト思考

神田昌典氏推薦！日本発のビジュアルシンキングメソッド。

「イラスト思考」はあなたの表現力・伝える力を劇的に高めてくれるだろう！



伝わらない→伝わる！。見えない→見える！。
分からない→分かる！。複雑→シンプル！。



イラストで
思考を見える化。

心を伝える技術。
心でつながる技術。

国内の企業・⼤学・⼩中学
校ですでに8000⼈以上が
体験！

海外３カ国でも企業研修や
授業に導⼊。
⾔葉や⽂化を超えて、⼈と
⼈をつなぐ⽇本発のコミュ
ニケーション技術に。



●トランス・フォーメショナル・コーチ
何気なく使ってしまっている、うまくいかない言葉使いや思考パターンを変えて、
手に入れたい結果のために、変容を促すメンタルトレーニング



●見える化コーチング・メソッドの開発
言葉✖イメージ✖感情を「見える化」することで
自分を理解し、自己実現を加速させ、結果を出す



「名前も仕事もない、私は⼀体、誰なんだろう・・・。」

約10年前、起業するために
貯めたお⾦が⼊った鞄を
バイクに引ったくられる・・・。

その⽇はちょうど、
前職を退職した⽇の夜。

警察から聴取されるも、
バックを持っていかれたので、
⾝分を証明するものがなく、
「私は何者なのか？」を
神様から突きつけられた。

⾃分を探求し、⾃分を変えて、
⽣きる⽬的を全うしようと誓う。



カギは、
自分を理解し
探求すること

• 脳科学
• ⼼理技術
• ⾒える化する技術

⾃分を客観視しながら
無意識の思考パターンや
⾔葉・習慣を変えていくと

なりたい⾃分になることが加速する



企業研修
キャリア開発・ビジョン構築
見える化コーチング

• 株式会社WOWWOWコミニュケーションズ
• 株式会社フランクリンコヴィージャパン社
• 株式会社アルマ・クリエイション
• 学校法⼈桃⼭学院⼤学（管理職研修）
• 株式会社アポロガス
• 株式会社メカ
• 株式会社エイビット
• 有限会社ヴォルテックス
• ⽇野倫理法⼈会
• ⼋王⼦市商⼯会議所
• 多摩信⽤⾦庫
• ⼀般社団ドリームマップ普及協会
• ⼀般社団法⼈全国保健室コーチング連絡協議会
• 120ワークプレイス・神⼾
• 熊本県書店組合（熊本県教育委員会協賛企画）
• 東京都⼋王⼦市教育委員会



大学教育

• ⾒える化の技術
• 学⽣向けキャリア教育
• ⽬標達成PDCA
• 職員研修

• 桃⼭学院⼤学ビジネスデザイン学科
正規カリキュラム導⼊

• 早稲⽥⼤学ビジネススクール講座
• ⼗⽂字学園⼤学



海外展開

• ⾔葉や⽂化の壁を超え
てイラストで伝わる！
• ハワイ
ハワイ⼤学授業
新聞社主催講座
• シンガポール
企業経営者向け研修
親⼦講座
• ミャンマー
⽇本語学校



自己探求★
思考の見える化
メソッドとは？



あなたの潜在意識から望むことが 明確になり
結果的にこれから実現したいことを発見できる！

•押し込めていた⼼と感情を解放することができる
•ありのままの⼼へ整えることができる
•⾃分の役割や使命が明確になり情熱を持って⽣きれる
•得意なこと才能を活かして貢献できる
•好きなことに没頭しながら活躍ができる



あなたはどんな
夢を実現したい
ですか？



▶ Ｍission （理念）
⼈の情熱を掘り起こし、
⾃分の⼈⽣に情熱を持ち続ける⼈たちを増やす

▶ Ｖision （ビジョン）
⼈それぞれが⾃分の役割にコミットし、
価値が循環する世の中をつくる

▶ Ｖalue （価値観）
結果：共に結果にコミットし、内側を明確にするサポートをする。
⾏動：⼀貫した集中⼒と習慣が最善の結果を創る。
情熱：⾃分の役割に責任を持ち、周りに分かち合う。
信頼：プロとしての⼈格と能⼒を常に⾼め続ける。
愛慕：⾃分にも他⼈にも愛を与え、共に豊かになる。



主な商品ラインナップ

▶イラスト思考アカデミー 60万円

▶思考の見える化・自己探求メソッド

（セカンドキャリアを見つけるための自己探求ラボ）

▶メンタル・トレーニング・コース（６ヶ月間） 60万円

▶ 教育コンテンツ制作 （年間契約） 240〜360万円

▶ 企業研修（年間契約） 360〜600万円



人が未来を
創っていく時の

悩みとは？

①本当にやりたいと思っている
ことがわからない。

②まわりの人たちの活躍が気に
なって進めない。

③新しいことを学ぶのに、
忙しく時間の限界がある。



３つの 「壁」 を越えるには？

①やりたいことを
⾒つけるには？

②まわりとの⽐較
をやめるには？

③学ぶ時間を

確保するには？

▼⾃分の価値を

明確にする

▼⾃⼰を探求し

迷いをなくす
▼オンラインでの
反転学習モデル



思考の見える化
★

自己探求
メソッド

あなたの

成功を実現する

４ステージ
（１２ステップ）とは？



思考の見える化・自己探求メソッド

成功の４ステージ（１２ステップ）

●STAGE１
⼼と感情を解放する

● STAGE ２
⾃分の在り⽅を探求する

（⾃分の中にある宝物を掘り起こす）
● STAGE ３

⾃分の軸を決める
● STAGE ４

⾔葉と思考パターンを変容させる



●ステージ１
心と感情を解放する

⾃分の中にあるモヤモヤや、置き去りにしている感情に向き合っ
て、
根っこから取り除いて吐き出すことが、まずは重要です。

部屋を⽚付けずに、新しい物を購⼊しても、置き場がないように、
脳や⼼のスペースを⽚付けてから出ないと新しいものは吸収しにく
いのです。

また、「草むしり」と同じで、
根っこをきちんと処理をしておかないと
また同じ思いが⽣えてきてしまいます。

まずは、⾃分の感情を開放することが⼤切です。



●ステージ２
自分の在り方を探求する
（自分の中にある宝物を掘り起こす）

⾃分の中にある価値は、⾃分で掘り起こすことが可能です。
１・健在意識では気がついていない、
潜在意識からの「内側の声」を聞き、⾒える化すること
２・起きている出来事からフィードバックを受け、
「未来からの視点」で意味を捉えること

この２つを読み解いていくと、
⾃分の在り⽅が明確になり、
⽣きていくことに情熱を感じられるようになります。

＊最も鍵となるステージ



●ステージ３
自分の軸を
決める

⼈には、それぞれ
「⾃分が作りたい世界」が必ずありま
す。

好きなもの、得意なこと、才能、相⼿の
ために何ができるのか、
ワークを通して気がついたことを
⾔語化し、⾒える化することで

「⾃分探し」を終わらせ、
明確なビジョンを描く⼒を⾝につけま
す。



●ステージ４
言葉と思考を
変容させる

何気なく「無意識のレベル」で使っている

うまくいかない思考や言語パターンを知り変化をつける

同じことを学んでも、
結果が出る⼈と出ない⼈には、
ここに差があるのです。
⾃分のやりたいことが明確になるのがゴールですが、
さらに、それを達成するために加速させる思考法を
⼿に⼊れます



結果コミット型
１２のステップ

• １潜在意識の声を聞くイラストレーション
• ２感情を解放するイラストレーション
• ３モヤモヤから抜け出すための整え⽅
• ４物語から⾃⼰価値を⾒える化する
• ５ネガティブの中にある宝物を知る
• ６選んだ⾔葉から本当の望みを構成する
• ７究極のバックキャスティング
• ８得意と才能の発掘
• ９好きを突き詰める
• 10⾃分が望んでいることを統合する
• 11うまくいく⼈・うまくいかない⼈の
思考と⾔葉

• 12⾃分のLIFE VISONへ



結果を
手に入れるために
「学ぶ時間」を
確保するには？

⾃分⾃⾝が結果を出すと決める！

オンライン動画システムを活⽤！
（好きな時間に学ぶ仕組みを活⽤）



反転学習の４つのステップ

知識を学ぶ 応⽤する

実践する
フィードバッ
クを受ける



「続かない」を解決して、

あなたの望む
成功と成長を手に入れる

学習システム



結果コミット型
の目標達成
90日間
プログラム

• １ オンライン動画講座

• ２ 各項⽬のチェック＆アドバイス

• ３ 結果の出るワークシート

• ４ 個別コーチング
（必要に応じて６回まで）

• ５ グループコンサルティング



あなたはどんな
夢を実現したい
ですか？



決めた
未来しか
実現しな
い。

• ⼼からの「決断」だけが未来を作る。
• ノウハウは考えなくても良い。
• ノウハウはできている⼈に教われば
OK。



得られる価値＆結果

主体的に⾏動する⼒を⾝につけられるようになる
⼼が穏やかに、整える⽅法が⾝に付く
不必要な不安恐れを⼿放すことができる
⾃分⾃⾝を探求していき、理解することで、
今後の⼈⽣でやりたいことが明確になる
他⼈に振り回されずに、⾃分で未来をつくる軸ができる
⾃⼰分析が深まり、⼼から望んで⽣きることにフォーカス
するようになる
年収や仕事の結果に影響を与えるセルフイメージを
コントロールすることができる
叶えたい望みや、達成したい⽬標にあった⾏動を
意識せずに⾃然にできるようになる



得られる価値＆結果

知らず知らずのうちに⾝についてしまってい
た役に⽴たない⾔語パターンや、思考のパ
ターンを変えて
うまくいく⾔葉や思考のパターンを知り、実
践できる
周りとの⼈間関係やコミュニケーションに変
容が起きる
⾃分の⼈⽣を「主⼈公」として、切り開いて
いくことができる
⾃⼰表現がスムーズになり周りからの評価が
さらに良くなり、成果が変わる



提供するのは
知識ではなく結果。



本日から3回以内のお申し込みに限り

2020年9月21日から開始
スタートアップ 特別半額

300,000円(税抜表示)
＊この金額に消費税がプラスされます

やりたいこと・LIFE VISONを見つけ、自分軸を創るという

「結果保証」として、最大６ヶ月までサポートします



分割でのお支払いも
可能ですが手数料が
上乗せする形になります。

●１１万円（税抜表示）✖

3回払い
この⾦額に消費税がプラスされます。
各種カードによるPayPal決済可能です。
銀⾏振り込み（3回払い）も可能です。


