【
原田メソツト卒塾課題

感想・ 気づき】

【
質問】あなたガ原田メソツ ト認定バー トナーを取得 してから、 いつ、 どこで、どのように
活躍・ 貢献 していますか ? 原田メソツ トの 4観点 と目標設定 の学びを思い出しながら「 ご
自身ガ ロ指す理想の認定バー トナー像」についてこ説明ください (長 期 目的・ 目標設定用紙
の違威 目標を書くようなイメージです。 )

原田先生、そ して、認定講師の先生方 、オンライン による学びを提起 してくださり、ありが
とうございました。
原田メソ ツ トを学びたい、と思 つたき つかけは、原田先生が大阪で大変な環境にある学校の
教師 として実際に生徒達を引 つ張 り、生徒たちに目標、 目的を持たせて、人生に体当た りで
きるようにされた、というエピソー ドにあります。
自分 自身が 、大学 一 年 の とき に塾 講 師 を夏体 みにバ イ トして、 その とき に小学校5年 生 の国
語 を担 当 し、注意 力 をうまく統 率できなか つた、 という体験が あ りま した。 一方で、 中学 2
年生 の数学 のクラスは 、 とても 良か つたのです。

ヤンチ ヤな子供達のことが好きなのに、余裕を持 つて彼 らに接せなか つた当時の自分も、勿
論 19オ の『 子供』だ つたわけですが、それ以来、いつか人と本当に関わ り、相手のやる気
を引き出したい、相手のまだ気 づ いていない 自分本来 の魅力を惹き出したい、 という想いが
強くなり、様 々な過程を通 つて、今はエネルギーヒーラー、ス ピリチ ユアルコーチをメイン
に活動 しています。
こちらの意見を押 し付けるのではなく、相手 のやる気を出させ、行動するように引 つ張 つた
り見守 つた りする。それは、コーチング ということのみならず、気功や太極拳のインス トラ
クターでもある 自分が、生徒さん達のやる気を出させた り、例 えそれがオンラインであ つて
も参加 してくれるようなマイン ドに持 つていくこと、セ ツシ ヨンに於いても、相手がコミ ツ
トして結果に向けて行動すること、な ど、今 回の原阻メソ ツ トを通 じて学んだ内容は、私の
行な つている全ての活動に通 じます。
また、私 はシ ングル マザ ーで 、今 19歳 の 、 いわ ゆる『 ニー ト」 をや つて いる息 子が います

その彼 との対話 の内容 も、原田メソ ツ トを学び始め、特にオンラインであ つたため、自然と
家 の中で音が聴 こえることから、息子にも何か『変化』を感 じるのです。もしか したら、 こ
んな『 お母さん』でも、 こんな 内容の ことに興味があるのか、 という発見かも しれません じ
、彼が 目的、日標を掲げるようにな つた、とまではいかなくても、明らかに家での会話が増
えています。

全 てはエネルギ ー ですか ら、ス トロー クも直に模範演技 のようにや らな くて も 、人 が それを
聴 いて『 何 か』 を吸収 して いる、 という ことが 、エネルギ ー と して現 れ、無言の うちに変化
をもた ら して いるのだ と思 います。

原田メソ ツ トで特に驚いているのは、課題 にもあ りました、ベアシー ト。もともとセ ツシ ヨ
ンをして、相手の魂の声を聴き、その人の進むべき方向へ と導 くことをや つているのですが
、 このシー トを導入することで、ものすごくシ ヤープ になり、特 に社会、他者への無形の目
的、目標が 自分 の有 形 の目的、 日標につながるのだ、というところを 目に出 して言うと、人
は本当に身震いして、『 すご一い !』 を連発 します。
そして、具体的な行動 目的をは つきりすることにより、その人の行動が変わ ります。
セ ツシ ヨンをする側 としても、相手へ の説得力が増 しますし、フ オーカスしてお話 できるの
で、大変有 り難 く使わせていただいています。

私に とつては、この考え方、そ して、理念をWhy,What,Howの 三つで回ジ ツクツ リーとし
て現すこと、更 にはOpen Window 64で 、基礎思考 と実践思考をそれぞれ考 えること、一枚
に仕上がる長期 目的・ 目標設定シー トからこんなにも支援者がいたり、こんな風に全て繋が
つているんだ、 と理解 し、そのような立ち位置でプロジ エク トを企画することが 、自分がオ
ンラインで勉強会やプロジ エク トを立ち上げるためにも

とても役に立ちました。
多角的にアイデ イアを出すことは、20年 以上、今 までもマイン トマ ツプを用いてや つてき
ましたが、原田メソ ツ トはよ り立体的 というか、全てが統合されていく感 じが体感 として感
げられ、気持ちも固まりやすく思いました。
以上を基に、認定バー トナー として 、益 々多くのクライアン トさん達 にセ ツシ ヨンしていき
ます。
時に人は、『 人 にて よる ことは 良 くな い ことだ』 と言 つて、『 支援者』 という 言葉 に敏感 に
反応 す る こともある のだ 、 というのとにも 、 ペ アシ ー トをや つて いて気 づ かせて いただきま
した。

多 くの人々は、 どう他の人間 と繁が れば良いのか分からなくな つている昨今、人間として改
めて暖かい気持ちで人を受 け入れたり、人にお願 いしたり、 自分一人では出来ないことを認
めることも大切だと思います。
『 コ ツプを上向き』 にして 、積極的 に人とも関わ り、他者から良い ところを学んだ り、自分
の独 りよが りにならないように、常に中庸を心掛 け、プラ ツシ ユア ツプ していくことも大切
です。

