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長縄 真吾
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発表者自己紹介

⚫愛知県生、神奈川県育ちの51歳。

⚫大学卒業後、IT会社で1年半営業職勤務。海外修行を経て国際
協力の政府機関（JICA）にて25年間勤務。

⚫ベトナム・ミャンマー・グアムでの海外駐在経験、外務省・大
学への出向経験あり。

⚫2018年12月神戸転勤、現在は中小企業の海外展開支援業務に
従事。

⚫2020年5月診断士登録、10月コーチング研究会入会。

⚫2021年4月副業許可取得。補助金申請支援、コーチング等の診
断士業務を開始。
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本日の内容

０. チェックイン(Good and New)

１．NLPとNLPプロコーチ認定プログラムの概要

２．プログラムで学べる主な手法・スキル

３．NLPコーチングの世界をワークで体感してみよう！
（１）パワフルクエスチョンゲーム
（２）クライテリア（価値基準）の特定と階層化
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チェックイン：Good and New
（５分間）

⚫4人グループで、自己紹介＆最近のご自身のよい
できごと（Good and new）を共有してくださ
い！（一人 1分）

⚫よい出来事のお話のあとは拍手👏👏👏と質問
もぜひ！

（同じメンバーで後ほどワークを行います）
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I. NLPとNLPプロコーチ認定
プログラムの概要
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受講のきっかけと動機

●コーチングを学ぶきっかけ
・2020年9月：職場の管理職研修としてコーチング研修受講
・10～12月：職場の有資格者より計４回の個人コーチング受講
・10月～： 大阪診断士協会コーチング研究会参加

●受講の動機・目的
・診断士としてコーチングスキルを高めたい
・管理職として上長・部下とのコミュニケーションを円滑にしたい
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受講の準備・下調べ

●コーチングスクールの下調べ
・無料コーチングセッション、友人等のつてで計5名から
体験談をヒアリング、比較検討
（コーチエイ、CTI、銀座コーチング、NLP）

●NLPを選んだ理由
・コーチングスキル向上以前にコミュニケーション力全体
を高めた方がよい！
→NLPコーチング＆NLPプラクティショナーの同時受講を
決意
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（参考１）コーチングスクール比較
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資格・実施団体名 沿革・特徴 修了者数 料金の目安 ICF認定

COACH A（コーチ・エイ）

・2000年に日本初の認定コーチ育成プログラムとして

ICF認定。日本のコーチング草分け的

・ビジネス・法人向けに強み

修了者1万人以

上、在籍コー

チ100名以上

リーダー110万円

プレミアム165万円 ◎

CTI（Co-Active Training

Institute）

・世界最大のプロコーチ養成機関（6万人以上）

・コーチングを自分の生活や仕事に活かしたいという

人からプロ志向まで幅広いニーズに対応

認定コーチ数

900名（日

本）、1万人

（世界）

コアコース：80万円

上級コース：83万円
◎

銀座コーチング

・全国35か所に拠点。少人数・リーズナブルな料

金。・多様な受講形態（週末・平日・オンライン）

・企業向け、官公庁向け研修、子育てコーチング等多

様なメニューあり

修了者約2万人 約40万円 △

NLPコーチング

（日本NLPラーニングセン

ター）

・NLP特有のコンセプトやスキルをコーチングに応用

・心理的な構造、脳の機能を学び、表面的な変化だけ

でなく無意識レベル（潜在意識）での変化を起こす

修了者数不明

（推定300名程

度？）

基礎：48万円

上級：50万円
△

出所：各社ウェブサイトより発表者調べ



（参考２）ICF（国際コーチ連盟）のコーチ資格
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ICFプログラムカテゴリ 概要 団体名

ACTP

（Accredited Coach Training Program）

ICF認定プログラム。修了者はPCC

（Profeffsional Certified Coach）資格認定可

能

コーチエイ、CTI

ACSTH（Approved Coach Specific Training

Hours）

ACTPに関連する単品プログラム

ICFの資格取得に必要な時間として申請可能
銀座コーチングスクール

＊CCE（Continuing Coach Education)

継続コーチ専門教育：

ICFの認定資格を更新する人のための上級ト

レーニング（ACCの3年ごとの資格更新に必

要）

日本NLP協会

出所：ICFウェブサイト



NLPプラクティショナーコース＆
NLPプロコーチコースの概要
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プラクティショナー（251期） コーチング（15期）

日程 10日間（月2日（週末）×5か月間） 10日間（週末中心、2月と4月）

スタイル リアル＋オンライン選択式 コロナ禍のためオンラインのみ

講師 日本人
米国人

（逐語通訳つき）

料金 341,000円（税込） 477,400円（税込）

自主学習

・練習

ビデオ受講4日間（LABプロファイル）

４～5名チームでの自主練習（任意）

毎日終了後1時間の自主学習

３名チームでの自主練習（3時間×２）

参加者層

（印象）

コミュニケーション力を高めたい層が

幅広く受講。30～40代中心。

NLP経験者や他スクールで学んだコーチ

有資格者も参加。40代～50代中心。



NLPとは？

詳しくはこちら：
⚫NLPとは？ - NLP-JAPAN ラーニング・センター 公式サイト・神

経言語 プログラミング (nlpjapan.co.jp)
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・Neuro （神経）
・Linguistic （言語）
・Programming

（プログラミング）

https://www.nlpjapan.co.jp/about-nlp.html
https://www.nlpjapan.co.jp/about-nlp.html


NLPを学ぶメリット（実現できること）
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NLPプロコーチ認定プログラムの特徴：

トランスフォーマティブ・プロセス（変容）
心理的な構造、脳の機能を学び、表面的な変化だけで
なく無意識レベル（潜在意識）での変化を起こす

13コーチング | NLPプロコーチ認定コース | 米国NLP＆コーチング研究所公認 (nlp-coaching.co.jp)

https://www.nlp-coaching.co.jp/?_ebx=8hz1463ns.1607131021.7g07j24


認定資格
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（全米NLPコーチ協会認定資格） （日本NLP協会認定資格）



II. NLPプロコーチ認定
プログラムで学べる
主なスキル・手法
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コースの流れ

〇講師によるレクチャー
↓

〇講師によるデモンストレーション
↓

〇グループ（ペア）でのワーク
↓

〇振り返り・Q＆A

＜1サイクルで2時間～3時間＞
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コーチングモデル＃１：GROWモデル
⚫ゴール（Goal)

➢ 「何が欲しいですか？」「ゴールの達成はあなたに何をもたらしますか？」

⚫現実の確認（Reality Check)
➢ 今はどのような状況ですか？ 何をこれまで達成しましたか？

⚫オプション・解決策（Option）
➢ ゴール達成のために何ができますか？ 手伝ってくれる人はいますか？
➢ あなたをゴール追求から止めているものはなんですか？

⚫意志（Will）
➢ 「ゴール達成のために最初にやらなければいけないことは？」「ゴール達成に向けて最後まで全力をささげられると感じます

か？」

・コーチング組立ての基本形（サー・ジョン・ウィットモア）
・望ましい状態（Goal）を起点に目標と行動を具体化
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コーチングモデル#2
トランスフォーマティブ（変容）

NLPコーチング

⚫手順：

①クライアントの意図（現在の状態）を抽出

②望ましい状態を特定（メタアウトカム）

③エコロジーテスト（有害な結果や障害の有無を
チェック）

④現在と望ましい状態を比較

⑤介入開始：ビリーフ（信念・思い込み）評価
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★ラポール(信頼関係)構築：傾聴スキル

⚫バックトラッキング

・クライアントの発言をコーチが繰り返す

（理解度の確認）

⚫ペーシング

・相手の話すスピードや表情、しぐさに合わせる

⚫VAK（視覚・聴覚・身体感覚）

・五感すべてを意識して、相手の表情やしぐさからもメッセージを読み取る

（キャリブレーション）

・相手のVAKの優位な部位を意識したコミュニケーション
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★質問の技法（パワフルクエスチョン）
⚫オープン/クローズド・クエスチョン

オープン>クローズ

⚫前提とマインドリーディング
発言における前提条件（事実）と、マインドリーディング（主観・憶測）を区別する

⚫メタアウトカムを引き出す質問
ex. 「そのゴールの達成はあなたにとってどれだけ価値がありますか？/」

「そのゴール達成から何が得られますか？」

⚫パワフルクエスチョン
⇒新しい洞察や行動へとクライアントを動かしたり、クライアントが考えたこともなかっ

た方向への探索（クエスト）を引き起こす
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★ステート（心身状態）のマネジメント

⚫過去の成功体験や、将来のよい結果を具体的・詳細
にイメージし、その状態にすぐ入れるようにする

⚫アンカリング：刺激と反応の組み合わせ（例：梅干し→よだれ）

⚫コーチステート：コーチがコーチングを行う心身の状態を整える

（人とのつながり、好奇心、自信、etc)

⚫モデリング：お手本となる人・行動を思い描き、その人になり切る

⚫サークル・オブ・エクセレンス：望ましいステートをサークル（輪）の中にイ
メージし、輪に出入りする

⚫ ダイナミック・スピン・リリース：ネガティブな思考、感情、身体的症状をス
ピンさせて解消（例：「痛いの痛いの飛んでけ～！」）
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★クライテリア(価値基準)の特定と階層
化
⚫目的：特定の状況におけるクライテリア(価値基準)を
特定。それらを具体的なバリュー(価値観)に結びつけ
る

＞クライテリア：特定のコンテクストで大切だと思う
こと（コンテクストによって変化）

＞バリュー：人生すべてにおいて大切だと思うこと
（不変）
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（参考：長縄のワーク結果）
「80歳までのセカンドキャリア」クライテリア（価値基準）

①家族（妻）に理解・応援してもらえる関係を得られること

②一定の安定収入（ベーシックインカム）

③健康の維持

④自分の役割（妻、長男、兄、職場、地域）を果たせること

（そのための時間的・心理的余裕の確保）

⑤目の前のクライアントに喜んでもらえること

⑥自分が成長できること

⑦社会全体の役に立てること

→自己肯定感を維持する、存在価値、感謝してもらう→エネルギーの源泉

⑧趣味（音楽、ドラム）の時間を確保できること（心に余裕があること）
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【ワーク①：質問力を高める】
パワフルクエスチョンゲーム(20分）

⚫クライアントがパワフルだと感じる質問とは？

→クライアントの価値観を反映・揺さぶる質問

1. （手順）：4名のグループに分かれ、1名クライアント役（A）、残り3名はコーチ役（B～D)

(5人目がいる場合はオブザーバー（E)）

２．クライアント役Aは状況を短く30秒程度で要約（自分が抱えている問題、改善したいこととその
理由）

３．コーチB～Dは順番にAに質問をなげる。

４．Aは質問毎に１～10の点数をつけて理由とともに発表。質問自体への回答は不要。

５．B~Dの質問一巡後、Aは自身の観点・感想をシェア。残り時間はグループ内で自由に意見交換

６．（クライアント役をBに交代、上記手順を繰り返す（5分×4回＝20分）
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ワーク１ 振り返り

皆さんの感想、気づきをチャット欄に

どしどし書き込んでください！
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【ワーク②】クライテリア(価値基準)（１）
（手順）：２名のペアで、クライアント役A、コーチ役Bを決める

１．クライアントは探求したい具体的なコンテクストを選ぶ（例：診断士と
してのキャリア、所属組織での課題、食生活の改善、家族との関係、etc）

２．コーチの質問：「あなたにとって＜コンテクスト＞において大切なこと
は何ですか？

→クライアント：最低４つ、できれば６つ程度のクライテリア（大切なこ
と）を出し、付箋やメモに書きとる

３．コーチ：「クライテリアを大切なものから順番に並べ替えてください」

４．クライアント: 1番大切なクライテリアのカードの横に立つ

５．コーチ：＜コンテクスト＞で一番大切なことは＜1番目のクライテリア＞

ですか？

→「Yes」：2番目のクライテリアの紙に移動

→「No」：最も大切なものはどれかを聞いて順番を入れ替える
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【ワーク②】クライテリア(価値基準)（２）

５．コーチによる究極の質問：

（順序付けを簡単にするため、非現実的な質問ですが、お答えください）

「＜1番目のクライテリア＞さえあれば、＜2番目のクライテリア＞はなくて
も大丈夫ですか？」

→「Yes」の場合：2番目のクライテリアの紙に移動

→「No」の場合：最も大切なものはどれかを聞いて順番を入れ替える

６．リストがすべて正しい順番にならべられるまでこの手順を繰り返す
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ワーク２＆全体 振り返り

皆さんの感想、気づきをチャット欄に

どしどし書き込んでください！
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III.参考資料
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参考文献

⚫この1冊ですべてわかる 新版 コーチングの基本 2019/1/12 コーチ・
エィ

⚫コーチング・バイブル(第4版): 人の潜在力を引き出す協働的コミュニ
ケーション (BEST SOLUTION) 2020/6 CTIジャパン訳

⚫「プロが教えるはじめてのNLP超入門」芝健太（NLP-Japanラーニン
グセンター代表）

⚫・脳と言葉を上手に使う NLPの教科書 2012/3 前田 忠志
⚫コーチングのすべて――その成り立ち・流派・理論から実践の指針ま

で 単行本 – 2012/10 ジョセフ オコナー
⚫・図解入門ビジネス 最新コーチングの手法と実践がよ~くわかる本[第

3版] – 2016/9 谷口祥子
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(参考）NLPコーチングのサイクル
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コーチングの定義

「他社のパフォーマンス（実績、能力）、学び、そして発
展をファシリテート（手助け、促進）する優れた技術」
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（スクール・オブ・コーチング マイルズ・ダウニー）

「コーチングとは、個人と組織がさらに急速に成長して、
満足いく結果をさらに創り出す助けとなる、インタラク
ティブな過程」（ICF（国際コーチ連盟））



カウンセリング、コンサルティング、
コーチングの違い

セラピー 問題にフォーカス（マイナスから出発）、クライア
ントの問題解決を側面支援

コンサルティング 専門知識とアドバイスを提供
（医者、弁護士、IT、etc）

コーチング 協働（パートナーシップ）関係において、クライア
ントが自らの答えを探し出す助けとなる

コーチは答えをもっていない！ 答えをもっているのはクライアント自身！
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