
ビジネスの方向性の迷い・売上低迷… 

社員・部下がいつまでも育たない葛藤… 

誰にも相談できない夫婦関係の苦悩… 

答えが見つからない子育ての苦しみ… 

この悩みを全て解決するのが… 

『7 つの習慣の実践』 
 

なぜなら、「7 つの習慣」には 

米国の歴代大統領である 

レーガン・ブッシュ・クリントン・オバマ大統領など 

33 人の国家元首をコンサルした思考体系だけではく 

 

国・文化・宗教・思想を超えて 

問題を解決し・成果を生み出し続ける 

『マインドセット・スキルセット・ツールセット』の 

全てが詰まっているからです 

 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

そもそも、「7 つの習慣®実践会」 

認定ファシリテーター養成講座で目指すこととは？ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

「7 つの習慣®実践会認定ファシリテーター」養成講座は 

資格を取得することだけが目的ではありません。 

知識をインプットすることだけが目的ではありません。 

 

ましてや、今あなたが抱えている 

ビジネスの悩み・人間関係の悩み 

夫婦の悩み・子育ての悩みを 

解決することが目的でもありません。 

 

なぜなら、人生でもビジネスでも 

7 つの習慣を実践すれば 

成果を出し続けられるようになるのは 

『当たり前だから』です。 

 

じゃあ、我々は何を目指すのか？ 

 



自分の問題解決・成果を出した先にある 

【実践する者のみがたどり着ける境地】 

 

それは年代・役職関係なく 

経営者であろうが、上司であろうが 

 

妻であろうが、旦那であろうが 

子供の悩みであろうが 

 

ビジネスの悩みであろうが 

夫婦関係・家族関係の悩みであろうが 

子育ての悩みであろうが 

 

悩みのジャンル一切関係なく 

誰のどんな悩み・相談・問題にも 

答えられる自分になり 

 

大切な人たちの 

「人生の流れを変え・守れる自分になる」ための 

スキルセット・ツールセット・マインドセットを 

手に入れていただくことに他なりません 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

成果を出すのは当たり前 

受講生のリアルな成果の一部を公開 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

なぜ国・年代・性別・役職・業種・業界問わず 

悩みを解決し、大切な人を守れるようになるのか 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

なぜ、「7 つの習慣実践会認定ファシリテーター養成講座」に 

参加された受講生たちは、誰の、どんな悩みでも 

解決に導ける自分になれるのでしょうか？ 

 

 

その理由は 

人類の歴史の中で 

永続的に繁栄・発展してきた 

国・組織・チーム・家族・個人が 

 

 

（１）どんな思想・考え方・ものの見方をしてきたのか？ 
 

 

（２）具体的にどんな行動 (習慣)をしてきたのか？ 
 

 

さらに、最重要である 

 

 

（３）その「結果」の裏にはどんな「原則」が働いたからなのか？ 
 

 

本講座ではこの「原則」 

すなわち、この世の中「全ての結果を支配」している 

「原則」を実践レベルで会得・体得していただきます。 

 

 



――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

世の中の「全ての結果を支配」する 

「原則」を体得していくからこそ 

このような悩みや相談に答えられる自分になれる 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

あなたは、大切な人・クライアント・社長・上司・部下に 

以下のような相談をされたら、どのように答えるでしょうか？ 

そして、なぜそのように答えるのか？その理由はなんでしょうか？ 

 

7 つの習慣には、 

なぜ、そのように答えるのか？ 

その悩み・現実の裏に隠された 

原則と反していることは何か？を全て紐解くことができるようになります。 

 

「自分だったら、どんな風に答えるのか？ その理由は何か？」と 

考えながらご覧ください。 

 

 

たとえば、、、 
 

・仕事では成功したが、心が満たされない。 

でも、何をどうしたらいいのかさえわからない。 

 

・目標を立てても、忙しくて実行できない。 

色々な時間管理のツールも導入し試したがうまくいかない。 

 

・努力はしているのに、結果に結びつかない。その原因すらわからない・・・ 

 

・いつも周りの言動に左右されてしまう。 



・効率化してもしても、いつまでたっても、忙しいばかり。。。 

 いつになったら、「自分の時間」を作れるのだろうか？ 

 

・仕事が忙しくて、家族との時間を犠牲にしている。でも、働かなければならな

い。 

 このジレンマに対する答えが見つからないから同じ毎日が続くばかり。 

 

・いつからか、家庭の雰囲気が冷え切っているのはわかっている。 

ただ、どうしたら家族の温かさを取り戻せるのかわからない 

 

・パートナーに愛情を感じない。 

結婚生活にもう嫌気がさしている。どうしたら？ 

 

・子供の言動に過剰に反応してしまう自分がいる。 

そんな自分に自己嫌悪になってしまう。 

 

・親としての自分自身を好きになれない。 

本当に「親」としてこれで良いのだろうか？ 

 

・子供に嫌われている。子供に好かれるにはどうしたらいいのか？ 

 

・子供の主体性を育てるにはどうしたらいいのだろうか？ 

 

・子供の責任感を育てるのはどうしたらいいのだろうか？ 

 

・子供と自分の考えが違い、衝突ばかりしてしまう。。。 

 

・子供が学校でうまくいってない。親としてどうしたらいいのか？ 

 

・子供が何を考えているのか理解できない・・・ 



・子供のやる気を引き出すにはどうしたら？ 

 

・子供とのコミュニケーションが取れなくて困っている 

 

 

ほかにも・・・ 
 

・仕事で周囲のメンバーから理解してもらえない。 

 

・ついつい自分の言葉で部下を傷つけてしまう。 

 

・メンバーが協力し合えない。いつもいがみあいばかりしている 

 

・壊れてしまった人間関係をもう一度、やり直したい 

 

・いつも自分のことばかりしか考えない人にどう対処したらいいのか？ 

 

・コミュニケーションがついつい感情的になってしまい、いつも対立してしまう 

 

・質の高いチーム・組織を作るにはどうしたらいいのだろうか？ 

 

・組織にチームワークが欠如している。 

 

・組織内のライバル心、かけひき、対立問題。不毛な時間でしかない。。。 

 

・生産性は高く仕事はできるが、人間関係に問題があるスタッフをどうすれば？ 

 

 

さらに・・・ 
 

 



・非効果的なミーティングが多すぎる。どうしたら？ 

 

・無責任なスタッフをどうマネジメントしたらいいのだろうか？ 

 

・創造性・革新性の欠如。いつまでも同じことしかやらないスタッフ 

 

・監視・管理しなければいけないスタッフが多すぎて、やるべきことが進まな

い・・・ 

 

・部下の評価をどのようにしたらいいのだろうか？ 

 

 

これらは一例ですが、 

「7 つの習慣®実践会認定ファシリテーター養成講座」を通じて 

こうした悩み・問題に対して「明確な答え」を示せる 

自分になることができるようになります。 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

なぜ今、7 つの習慣の実践者が 

時代に必要とされているのか？ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

-2020 年世界は一変した- 
 

「コロナ」をきっかけに 

人類史上初となるほど、ロックダウンによる人の行き来がなくなり、 



経済は停滞し、飲食業・アパレル業・旅行業をはじめとする会社の倒産。 

 

失業者の増加は止まることを知りません。 

誰もが知っているような会社であっても、 

倒産してもおかしくない時代。 

 

会社がいつ潰れてもいい時代に、 

一体「何を選択」し、どんな「行動」をとればいいのか？ 

 

また、自宅にいる時間が多くなったことで 

今まで明るみに出てこなかった夫婦関係・家族関係の悪化による 

離婚問題。子育て問題。 

 

 

人類史上の大きな転換期とも言える今だからこそ 

「正解がない」中で、どのように生きていけばいいのか？ 

 

今、誰もが迷い・苦しみ・葛藤し、 

「未来への不安」を抱えています。 

 

 

そして、 

未来への不安が大きくなればなるほど、「指針」がない時ほど、 

人々は、恐怖・不安・心配という感情に飲み込まれ 

過去の体験・価値観にしがみつこうとします。 

 

しかし、そこに「答え」はありません 

なぜなら、私たちが経験していない大変革期だからです。 

 

 



じゃあ、 

混沌とした時代に 

何が「答え」となるのか？ 

何が「指針」となるのか？ 

どうやって大切な人たちを守ればいいのか？ 

 

 

それが「7 つの習慣」の中に詰め込まれた 

「原則の実践」に他なりません。 

 

 

だからこそ、この原則を 

まずは、自分自身に徹底的に落とし込み 

行動を通じて、7 つの習慣の体現者となっていただくことで 

 

 

自分自身だけではなく 

あなたの周りの大切な友人・家族・組織メンバーを助け、導き、 

誰も答えが見出せない中で 

 

「確固たる指針」を指し示せる人が 

今、まさに時代に必要とされています。 

 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

こうした背景があるからこそ 

7 つの習慣®実践会認定ファシリテーター 

養成講座の体験セミナー＆説明会を開催します 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 



 

2020 年 9 月からスタートする 

第 5 期「7 つの習慣®実践会認定ファシリテーター養成講座」 

こちらの体験セミナー&説明会を開催します。 

 

＊コロナの状況も踏まえて、本講座でも 

全て zoom を使用しての開催となりますので、ご安心ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社提携団体  
一般社団法人 7つの習慣アカデミー協会 

人生とビジネスで成果を出し続けるのは当たり前 
大切な人たちを守る人類不変の原則を体得する 

 

 7つの習慣®実践会 
認定ファシリテーター養成講座 

第 5期体験セミナー＆説明会 



 

今回の体験セミナー＆説明会では…、 

  

✅ 書籍だけでは分からない成果を出し続けるにあたって 

外してはいけないポイントとは？ 

 

✅ すぐに効果を体感できる！「７つの習慣」実践ワークショップ 

 

✅ 7 つの習慣®実践会認定ファシリテーター養成講座が    

あなたにもたらす価値とは？ 

 

✅ なぜ、ここまで変化が起こるのか！？ 

受講生の人生とビジネスにおける成功事例・実例を紹介 

 

✅ なぜ、忙しい経営者・社長・起業家ほどこの講座に参加するのか？ 

ファシリテーターになることの意義と価値とは？活動内容の詳細とは？ 

   

✅ 協会がこれからミッション・ビジョン実現のために行っていく活動方針 

 

✅ 本講座のカリキュラムの詳細と日程や費用について 

 

などをお話させて頂きます。 

  

もちろん、 

「7 つの習慣をこれまで読んだことがないんですが…。」 

「一度読んだくらいで中身はほとんど覚えていません…。」 

という方のご参加も大歓迎です。 

 

 

  



「7 つの習慣®実践会」に 

興味を持たれるかどうかは別として、 

 

 

ご自身の人生とビジネスで 

成果を出し続けるのはもちろん、 

 

あなたの家族・友人・同僚・仲間たち、 

つまり、あなたにとっての大切な人たちを守れる自分になり、 

 

大切な人たちと共に 

死ぬ時に後悔をせずに喜びを感じながら、 

成果を出し続けるための「原則」が詰まった 

「7 つの習慣」の実践への第１歩のきっかけになれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は特別に

参加者限定で78万円の講座動画を

一部抜粋してプレゼント！



――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

体験セミナー＆説明会開催概要 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【オンライン開催日程】 

＊全日程同じ内容です。ご都合の良い日時でご参加ください。 

 

・7 月 29 日（水） 昼の部 13:00～16:00 

・8 月 7 日（金）  夜の部 18:30～21:30 

・8 月 9 日（日）  昼の部 13:00～16:00 / 夜の部 18:30～21:30 

・8 月 10 日（月） 昼の部 13:00～16:00 / 夜の部 18:30～21:30 

 

＊各回ともに、５名限定＊ 

 

【参加方法】 

オンライン開催 ZOOM セミナー 

＊インターネットで、全国どこからでも参加可能です。 

 

【参加費用】 

メルマガ読者限定価格 

10,000 円→ メルマガ読者割引価格 3,000 円(税込) 

 

＊今回は、第 5 期「7 つの習慣®実践会認定ファシリテーター養成講座」の 

体験セミナー＆説明会の位置付けですが、参加したからといって 

無理な勧誘はありませんので、ご安心して、まずは体験セミナー＆説明会にご

参加ください。 

 

【お支払方法】 

銀行振込・クレジット（一括） 

 

【主催】 



一般社団法人 7 つの習慣アカデミー協会 

「７つの習慣® 」は、フランクリン・コヴィー・ジャパン社（FCJ 社）の登録商標で

す。FCJ 社とのパートナーシップ契約に基づき、当協会は運営されています。 

 

 

メルマガ読者割引価格

参加費 10,000 円→3,000 円(税込)

フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社提携団体

一般社団法人 7つの習慣アカデミー協会

人生とビジネスで成果を出し続けるのは当たり前
大切な人たちを守る人類不変の原則を体得する

7つの習慣®実践会
認定ファシリテーター養成講座

第 5期体験セミナー＆説明会

https://88auto.biz/rjapan/touroku/sp/thread160.htm


――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ちょっとした「？」にお答えします 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

Ｑ．「７つの習慣」をきちんと読んだことがないのですが、 

   セミナーについていけるでしょうか？ 

 

Ａ． はい、大丈夫です。 

初めてでも分かりやすく学べるセミナーですのでご安心ください。 

 

 

Ｑ．今回のセミナーを受講し、本講座も受講したいと検討していますが 

「ファシリテーター」の活動をしたいわけではないのですが、大丈夫でしょうか？ 

 

Ａ．はい、活動する、活動しないは自由です。ノルマは一切ありません。 

受講生の方には、経営者・社長・起業家・会社員・主婦・６０代以降のリタイア層

など、多種多様な参加者が、全国から集まります。 

 

ファシリテーターとして活動することが目的ではなく、自己刷新の機会として活

動される方も多いです。 

その結果、本業の仕事だけでなく、家族の悩みの解消など多くのメリットがありま

す。活動の有無にかかわらず、共通するのは「7 つの習慣」を実践し、成果を出

すことはもちろん、自分以外の大切な人たちのためにも、自己成長意欲を持っ

ていることです。 

 

 

 

 

 


