
180312 現在 

 

第 1 回 shiawase 学会 一般発表 要旨 教室・時間順 

 

【471 教室：10 時 45 分～11 時 10 分】 

海外での子育てを支援する、ポジティブペアレンティングサークルの試み 

 

○松村亜里（一般社団法人ウェルビーイング心理教育アカデミー、ニューヨークライフバランス研究所、 

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科附属システムデザイン・マネジメント研究所）, 

大倉光恵・オカーナ留美・鹿内佳代子・島陽子（ニューヨークライフバランス研究所） 

 

子育ては素晴らしい喜びを経験できる一方で、子育て中の母親のストレスは子育てをしていない女性に比べ

て高いことが報告されています。また、夫婦の幸福度も第一子誕生と共に低下し、子供が家を出るまでそれ

が続きます。ただでさえ容易でない子育てを、言葉も文化も違う異国で営むのはさらなる困難が予想されま

す。そこで NY で子育てをしているママたちのウェルビーイングを高める目的で、ポジティブペアレンティ

ングサークルという学びと分かち合いの場を立ち上げました。このサークルは、月に一回、子育て中の母親

が住んでいる近辺で開催します。トレーニングを受けたファシリテーターを中心に、前半はエビデンスのあ

るウェルビーイングを高める子育てスキルを一つ学び実践、後半は子育てや異文化での悩みや気づきをシェ

アする形で構成されています。ポジティブ心理学は、教育や組織では長く取り入れられてきましたが、子育

ての分野に応用されてきたのはつい最近のことです。テーマは、強み、レジリエンス、マインドセット、ス

トレスを味方につける、など多岐に渡ります。２０１７年９月から開催し、半年が経過しました。発表では、

サークルでみられた効果や今後の課題について報告します。 
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【471 教室：11 時 15 分～11 時 40 分】 

子育てを通して発見した親子・家族の『幸せ』作り 

 

○伊藤由紀 （慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所・研究員） 

 

子育てでの体験を通した子どもとの関わり、家族との関わりから気づいたこと、また成果について。しあわ

せ循環プロジェクト活動報告も併せてお話したいと思います。 

 

 

【471 教室：13 時 15 分～13 時 40 分】 

イノベーション教育の現場における、主観的幸福度の向上 

 

○梅田眞司 (Social Design Laboratry) 

 

本発表は、いわゆる教育困難校における、学習者のイノベーション教育効果の向上と主観的幸福度の向上の

関係性について考察を進める。研究の目的は、社会構成主義的学習観に基づく学びの場をグランドデザイン

としてクラスに体現することにより、学習者の学習意欲の向上や脱落者の防止に有効であるかを模索するこ

とであった。学習者たちが今まで経験してきたであろう行動主義的学習観から、クラスを社会構成主義的学

習観へ再設計していくために、まずクラスが安全な場であることを学習者たちへ周知した。その上で、ナラ

ティブな対話を軸としたグループワークを実施するにつれ、学びの共同体が形成されていった。次にイノベ

ーション教育プログラムを実施し、最終的に一部の非線形的思考項目において、教科偏差値が高い進学校の

学習者たちの出す値と遜色のない結果が認められた。この一連の活動を通して、学習者たちの学習意欲の向

上と主観的幸福度の向上が認められた。脱落者防止に寄与する示唆が得られた。 
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【471 教室：13 時 45 分～14 時 10 分】 

未来の学校をつくろうとしている先生たちの主観的幸福度調査 

 

○梅田湘悟 (Social Design Laboratry) 

 

ぼくたちが大人になる未来は大きく変わり、今までの当たり前が、当たり前にならなくなるかもしれません。 

そんな未来を生きていけるような、新しい学校をつくろうと頑張ってくれている先生たちの主観的幸福度を

調べました。 

 

 

【471 教室：14 時 30 分～14 時 55 分】 

アクティブ･ラーニングと幸せ 

 

○藤原由美（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所・博士課程/産業能率大学） 

 

幸福学、ポジティブ心理学、マインドフルネス、コーチング、幸せな経営など、さまざまな分野で「幸せ」

に関する研究が広く行われるようになってきた。一方、教育の場において、次期学習指導要領が主体的･対

話的な深い学びを求め、その手法としてのアクティブ・ラーニングに注目が集まっている。そこで本研究で

は、アクティブ・ラーニングの一環としてのグループワークに注目し、「幸せな教育」を開発・実施して、そ

の評価を「幸福学」の視点から検証することを目的とした。 
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【471 教室：15 時 00 分～16 時 10 分】 

AI時代を生き抜く力を育むために 子育てデザインラボの提案～マザークエストの実践から、ママの幸せと

子どもの育ちの関係を考える 

 

○中曽根陽子（慶應義塾大学大学院 システムデザインマネジメント研究所・研究員）  

○戸田万理（慶應義塾大学大学院 システムデザインマネジメント研究科・修士課程）  

 

今の小学生が大人になる頃には、将来今はない職業につく可能性が高いと言われています。これまでの常識

が通用しない中で、溢れる情報に振り回され不安の中で孤立しがちなママたち。さらに、多くのママがワン

オペで子育て・家事・仕事に奮闘し、日々時間に追われてストレスをためているようです。今回は、そんな

ママを取り巻く課題を明らかにし、「探究によるお母さんの成長」を支援するマザークエストの実践例を紹

介しながら、ママも子どもも一緒に幸せになれる方法を参加者の皆さんと一緒に対話をしながら考えます。 
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【471 教室：16 時 15 分～16 時 40 分】 

Discovery of two 

～最小単位の 2人である夫婦が、どのようにしてお互いを支え合い、可能性を広げていけるのか～ 

 

○柴田志帆（株式会社 Co-leaders）, 鳥谷部愛（Field of Wings） 

 

現在の日本では、結婚し、子どもが生まれると、父親・母親という役割としてしかつながっていない夫婦も

多いように見受けられます。夫婦という一番近い関係性によって私たち個人はパワフルにもなるし、エネル

ギーを削がれることもあります。 

より充実したパートナーシップと、より充実した人生は切り離せません。 

このような人生の基盤とも言える夫婦関係において「役割にとらわれず」自分たちの可能性を発見していく

プロセスを研究しています。 

 

夫婦関係において大切なこととして、私たちは 

1、お互いの存在に感謝し合うこと 

2、それぞれに持っているネガティブなことを話せること 

3、二人の未来を描くこと 

が必要であるとの仮説を立てました。 

現在、上記の仮説に基づき、ワークショップや、夫婦同士でのフォローアップの仕組みを通して研究した成

果を発表いたします。 
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【472 教室：10 時 45 分～11 時 10 分】 

覚醒体験に向けた観照者育成のプロセスワーク 

 

○桐林千登勢（日本プロセスワークセンター学生）,  

吉岡利代・福田浩明（日本プロセスワークセンター学生） 

 

発表者自身の体験と照らし合わせながら、仏教及びプロセスワーク理論を用いて体験に至る道筋を整理し、

脳科学、生物学、栄養学、心理学、精神医学なども交えて覚醒体験という現象が何故起こるのか、仮説と発

生確率を上げるためのポイントとなりそうな部分を発表する。また、うつ症状との類似性・相違性を探求し、

深刻なうつ状態からの V 字回復を促す可能性も探求する。 
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【472 教室：11 時 15 分～11 時 40 分】 

死を語り合う文化構築×レジリエンスで shiawaseな生を目指す 

 

○布施 淳(Happy です倶楽部、東京医療センター 医師),  

福田芽森(Happy です倶楽部、慶應義塾大学病院 医師) 

 

日本人の平均寿命は男性 81 歳、女性 87 歳。「人生 100 年時代」において、死を何歳で迎えるかは人それ

ぞれですが、人間が生物である限り、死は誰にも必ず訪れます。「死亡率 100%」です。しかし、死に関す

る話はタブー視される傾向があります。医療現場では、「死のタブー視」の弊害が起きています。どう死に

たいかの意志や死生観を共有していない事で、ご本人も、ご家族も、社会も、ハッピーでない展開に陥って

しまうことが少なくありません。 我々はこの事態を危惧し、大切な人同士で「死」に関する話題をざっく

ばらんに話し合える、そんな文化構築を目指し、セミナーを開いています。死を語り合うことは、ポジティ

ブ心理学の大切な要素である PERMA を満たす生にも繋がると考えます。「死について語り合うこと」で、

ポジティブに、今を大切に、shiawase に生きる。今回は活動報告と、今後の展望を発表させていただきた

いと思います。 
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【472 教室：13 時 15 分～14 時 55 分】 

トークセッション：３０代女性研究者が考える、幸せのかたち 

 

〇間所花奈子（慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究所・研究員）, 

〇山崎 茜（慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科・修士課程）, 

〇喜多島知穂（慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科・博士課程）, 

〇岩田華林（慶應義塾大学看護医療学部）  

 

取り巻く環境や考え方…ライフスタイルが変化する女性の 30 代。 

これまで社会には、女性に対する多様なイメージや役割が築き上げられています。 

これから私たちが大切にしたい「幸せのかたち」とは何でしょうか。 

ヒューマンラボでさまざまな視点から社会を考える３０代女性研究者と一緒に、私たち世代の幸せについて、自

由に対話しながら見つめてみませんか？ 

 

＊このセッションは３部に分かれ、各テーマを参考に、スピーカーと参加者の皆さんと一緒にトークセッション

を行います。お気軽にご参加ください！ 

 

Session1▼「しあわせ」幸福感は人それぞれ。皆さんにとっての「幸せ」とは？ 

（モデレーター 喜多島知穂）  

Session2▼「つながり・多様性」単なる人脈のことではない、多様な人とのつながりを作ることのできる人とは？

（モデレーター 間所花奈子） 

Session3▼「場」 おだやかなにぎわい、おだやかな幸福感。幸福と場の関係とは？ 

（モデレーター 山崎茜） 
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【472 教室：15 時 00 分～15 時 25 分】 

レジリエントライフを実現する人間関係の変化を俯瞰する手法について 

 

○赤羽裕子（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所・研究員） 

 

システムデザインのコンテキスト図の手法を利用して、自らの変化する人間関係を俯瞰することで、変化に

対応するレジリエントライフデザインを実現する 

 

 

【472 教室：15 時 45 分～16 時 10 分】 

サウンドデザインによる幸福感の演出 

 ～身の周りの音に耳を澄ましてみると～ 

 

○簗 輝孝（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科・修士課程） 

 

幸福感の演出には、サウンドデザインは欠かせない要素であると考えている。そこでまず、日常生活の中

にある音や音楽が、どのように人間に作用しているかについて、具体例を挙げながら紹介する。実は、目に

見えない、意識されない音情報が、人々に印象深い体験を促していることを説明し、サウンドデザインへの

関心を高める。 

 shiawase 学会の皆様と音がもたらす価値にについて共有し、そのフィードバック等から、自らの今後の

研究へのヒントを得たい。 
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【475 教室：10 時 45 分～11 時 10 分】 

若者ひきこもりを対象にしたストレングス介入（ケースレポート） 

 

○松隈信一郎（MILESTONE／慶應義塾大学大学院医学研究科） 

 

本ケースレポートは、不登校やひきこもりの若者を対象に実施する訪問支援（アウトリーチ）の症例報告で

ある。本レポートでは、ポジティブサイコロジーの理論に基づいたコーチング介入（ストレングス介入）に

より、小学 2 年時より約 8 年間引きこもっていた 17 歳の高校生（A）が 3 ヶ月でひきこもりから脱出した

ケースを報告する。介入者は高校生（A）の自室にて、彼が没頭していたオンラインゲームの話を聴く中、

彼が生来もつ「強み」を見出す。ポジティブサイコロジーの「強み」とは「思考・行動・感情のパターン（脳

の癖）」を指すため、ネットゲームと現実社会に境界がない。介入者はオンラインゲームで見出した彼の「強

み」を学校生活でどのように応用できるかを議論し、行動計画を作成、高校生（A）がその計画を実行に移

し、引きこもり状態から脱出した。精神疾患を治療する従来の手法とは異なる、新たな「強み」に重点を置

くアプローチの可能性を示す。 

 

 

【475 教室：11 時 15 分～11 時 40 分】 

児童養護施設入所児童のしあわせ向上プログラムの提案 

  

○楠 聖伸 （慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネメント研究所・研究員） 

 

日本では 3 万人の児童が児童養護施設で暮らしています。入所児童の多くは、自分自身を適切に受け入れる

ことや他者との関係性の維持に困難さを抱えています。入所児童が施設を退所した後、自分らしくレジリエ

ントな生活を送るための支援方法について提案します。 
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【475 教室：13 時 15 分～14 時 10 分】 

「ネガティブな気分をポジティブに反転させる！ネガポジ反転®のススメ」 

 

○エド・はるみ（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科／株式会社よしもと 

クリエイティブ・エージェンシー所属）, 

松浦孝介（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所・研究員）, 

井上亮太郎（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科）, 

 

みなさん、こんにちは！エド・はるみです。 

あなたは毎日、穏やかで楽しく幸せな気分で暮らしていらっしゃいますか？ 

誰もがみなそう願っています。でも実際には、日々、色々な出来事が我が身や社会に起こり、様々な感情の

中で過ごされていらっしゃるのではないでしょうか。 

 

私の研究する"ネガポジ反転®"は、健康な一般の方々向けの研究です。それは、ネガティブになった心の状

態を無理矢理明るくポジティブにしましょう！というものではありません。それぞれのペースを鑑みながら、

その感情の針が、ネガティブな状態から、先ずは少しでもポジティブな状態に動くことが大事だと考えてい

ます。 

その方法は、からだを動かす中で、ご自分で感じていただくというもの。 

そしてそれは、12 種類もあるのです。 

 

先ずは、百聞は一見にしかず！ 

ではなく、一感にしかず！ 

ぜひ一度、お話を聞きにいらしてくださいね。お待ちしています！ 
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【475 教室：14 時 30 分～14 時 55 分】 

日本の中小企業における幸福度の高い人材育成 

 

○石渡美奈（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所・研究員／ホッピービバレッジ 

株式会社 代表取締役社長 ） 

 

複雑を極めた現代社会において、人々が多様性を受け入れ、自分が望む自分らしく生きる幸せな人生を手に

入れるために、企業における人材育成に森林での内省と対話を活用した幸福度向上対話モデルを提唱する。 

内省とは自分自身の奥深いところまで見つめることであり、対話とは語り合いと傾聴のことで、自分にとっ

て大切なことを語ると同時に、他者の語ることにも真剣に耳を傾け、全てを受け入れることである。そして、

内省と対話を最も効果的にする場として、社会のすべてのメタファーを備える森林に着目し、具体的事例と

して、「株式会社森へ」が独自開発し開発している「森のリトリート」という全三日のプログラムを活用し

た。 

 ２０１５年３月、７月に１１名の弊社社員と共に参加し、参加前後のアンケート調査、プラグラム終了後

のインタビュー調査、プラグラムで収録した対話実録から、森林での内省と対話は幸福度の実現と向上につ

ながることがわかった。 
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【475 教室：15 時 00 分～15 時 25 分】 

対話としあわせの関係 ～森のリトリートを通じて～ 

 

○中村一浩（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科・博士課程） 

 

自分と、他者と、世界とのつながりを取り戻す「対話」とは何か。また、対話を通じて、なぜ人は幸せを感

じるのか。自然の中で対話を通じてつながりを取り戻す森のリトリートを研究対象として、何を行い、どん

な変化が生まれたのかを発表します。 

 

 

【475 教室：15 時 45 分～16 時 10 分】 

Learning Husband and Wife～学習する夫婦 ビジョンを生きる関係性をどのように創っていくのか～ 

 

○鳥谷部大樹（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所・研究員）,  

鳥谷部愛（Field of Wings） 

 

MIT の教授、ピーター・センゲが『学習する組織 Learning Organization』を提唱してから 20 年以上が

経ちました。 

世界中の企業が学習する組織の 5 つのディシプリン（規律）を採用し、進化する組織を創造してきていま

す。 

私たち夫婦も、組織の中で学習する組織を浸透させていこうとそれぞれ学びを深めたのですが、私たち自身

の夫婦としての関係を振り返った時、まさに『学習する夫婦』としてお互いに関わりあっていることで、結

婚・出産・子育てを通して幸せな関係を築いていることに気づきました。2017 年より始めたお互いの人生

をサポートしあいビジョンを実現する『学習する夫婦』になるためのディシプリンの解釈と実践方法、夫婦

というチームになるためのプロセスについての研究結果を発表いたします。 



180312 現在 

 

【475 教室：16 時 15 分～16 時 40 分】 

グリーフケアとしてみた法事の役割 

 

○井上広法（光琳寺副住職／寺子屋ブッダ プログラムディレクター／株式会社インナーコーリング社 

顧問） 

 

本研究では、死者供養の為に仏教で行われている法事の遺族に対する心理的役割を明らかにすることを目的

とした。執筆者が務める北関東にある仏教寺院 A 寺の檀信徒で、49 日以上 7 年以内の間に死去した 163 

名の遺族を対象に質問紙調査を行った。分析の結果、法事の心理的役割は｢宗教的儀礼による故人の想起と

悲しみの緩和役割｣｢親戚集合によるピアサポート役割｣の 2 つが示された。また、法事の心理的役割の感じ

方の違いをもたらす要因を探るため、遺族の特性(年齢・性別等)、故人の特性(享年・死因等)、今回作成し

た｢死者供養に対する意識尺度｣のそれぞれから検討した結果、墓に故人の居場所を感じる遺族と故人を偲び

供養するために法事に臨む遺族において、法事の心理的役割の感じ方が強いということが明らかになった。 

 

 

【476 教室：10 時 45 分～11 時 40 分】 

Waku-Waku する仕事と職場づくりのヒント 

 

〇井上亮太郎（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科／産業能率大学総合研究所）, 

〇櫻井 将（慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科／エール株式会社）  

 

「ワクワク幸せに働きたい」これは誰もが思うことではないでしょうか？では、「ワクワク」とはどのよう

なものなのでしょう？今回は、井上より「ワクワク」と「幸せ」の関係の研究過程を、櫻井より周りの人

もワクワクさせる 1on1 コミュニケーションの研究結果をお伝えし、皆さんが「ワクワク幸せ」に働くた

めのヒントを掴んでいただきます。 



180312 現在 

 

【476 教室：13 時 15 分～13 時 40 分】 

ホラクラシー経営のための経営管理フレームワークの提案 

 

○島 青志（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程） 

 

「ホラクラシー経営」が注目を集めているが、我が国で小~中規模な IT系企業以外での導入（成功）事例は

訊かない。ホラクラシー経営を導入した Zappos を取材した結果、「自己組織化」と「理念」が鍵であるこ

とが判った。多くの企業や組織でも「理念」「ミッション」を導入しているが、必ずしも効果を上げてない

のが現実である。Zappos では成員を理念に従わせるのではなく、成員個人を主体として個人の自己実現の

方向と組織全体のそれと一致させ、自己組織化が促進する機能として「企業理念」を捉えている。本研究で

は成員の自己実現を後押しするための理念経営を実現し、自律的組織を構築することを目的とする経営管理

フレームワークを提案する。また、数千もの人が自律的に動き成果を上げた日本で最大の「ホラクラシー組

織」ともいうべき「ふんばろう東日本支援プロジェクト」に関わった経験から、西條氏の唱える「構造構成

主義」との関連についても述べる。 

 

 

【476 教室：13 時 45 分～14 時 10 分】 

起業・副業によるライフデザイン 

 

○戸田 輝（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科・博士課程 ） 

 

起業や副業は、仕事やビジネスの話だけではなく、ライフデザインの手段の一つである、という考え方を論

じます。また、起業・副業がしやすくなっている理由や、今後起業・副業をするにはどうしたらよいか、に

ついてもご説明します。 

 



180312 現在 

 

【476 教室：14 時 30 分～14 時 55 分】 

ワーク・ライフ・インテグレーションが社会人学生の幸福感および学びの促進に及ぼす影響 

 

○矢澤美香子（武蔵野大学 通信教育部人間科学部）,  

野口普子・前廣美保・本多 勇（武蔵野大学 通信教育部人間科学部） 

 

近年、わが国では、社会経験を経てから〝もう一度学びたい〟と考える社会人が増加しており、生涯学習

や学び直しへの関心が高まっている。しかし、日本の労働環境・条件、学び直しに対する社会的な理解の乏

しさ、経済的・心理的負担などから、OECD 諸国の中でも日本の社会人学生の比率は極めて低い。昨今、「ワ

ーク・ライフ・バランス」の重要性に注目が集まる中、日本おける「学び（ラーニング）」は「ワーク」にも

「ライフ」にも位置づけ難い、特有の領域となっており、社会人学生はさまざまな葛藤を抱えている。 

 そこで、本研究では、従来のワーク・ライフ・バランスからさらに発展した「ワーク・ライフ・インテグ

レーション（仕事と私生活の統合）」の概念に着目する。社会人学生が、仕事や家庭、個人の生活領域と「学

び」の領域をいかに統合し、好循環させ、精神的健康や幸福感の向上につなげていくことができるか、心理

社会的観点から検討する。 
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【476 教室：15 時 00 分～15 時 25 分】 

しあわせ組織のエッセンス 

 

○吉田 忍（SONOKI プロジェクト）, 堀田智子（SONOKI プロジェクト）  

 

SONOKI プロジェクトでは、愛し愛され続ける全輪駆動型組織を増やすことをミッションに、独自の切り口

をもった経営層向けの SONOKI セッション、SONOKI 組織開発プログラムを提供しています。これまでの

活動の中で、SONOKI プロジェクトが開発してきた、しあわせ組織を創るための要素とは何なのか。どのよ

うな手順で進めていくのがよいのか。など、企業が、自らを愛し、愛されるしあわせな組織を創るための大

切なエッセンスをご紹介します。 

 

 

【476 教室：15 時 45 分～16 時 10 分】 

創造性とイノベーション、そして幸福 

 

○芝 哲也 （慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所・研究員） 

 

創造性を高めることがイノベーションを促進すると言われていますが、同時に、実現するもの、もしくは、

世に残るものはを産むためには、その動機が大切だと考えています。 

「やってみよう」、「ありがとう」、「なんとかなる」、「あなたらしく」の 

幸福の４因子をうまく活用するイノベーションと創造性の関係性をお話ししたいと思います。 
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【476 教室：16 時 15 分～16 時 40 分】 

組織において、人の創造性をいかに引き出すか。 

 

○藤原裕之（NTT データ）, 中村一浩（慶應 SDM） 

 

本研究は、一人ひとりの内発的動機を起点とした、個人の自己実現と組織の価値創出を両立できる組織環境

の拡大、並びにこれを通じた日本企業全体の活性化（イキイキとイノベーション創出）の加速を目指してい

る。実際の成果を創出している企業インタビューの結果から見えてきた創造性の創出モデルと実践に向けた

プログラム例を提示する。 

 

【477 教室：10 時 45 分～11 時 10 分】 

幸福学を核としたポジティブメンタルヘルス 

 

○木村玲美（NPO 法人しなやかワーク/浜松総務部（有））,  

五十井薫（（一社）日本情報システム・ユーザー協会） 

 

組織や人の well-being をめざす新しいメンタルヘルス、ポジティブメンタルヘルスによる組織づくり、人

づくりの支援をしている。支援する金融系 IT子会社では、メンタル不調による休職者が 2 桁から 0 に減少

しかつイノベーティブな職場へと変容した。本事例は日本産業衛生学会で発表し、中央労働災害防止協会東

京安全衛生教育センターにおいて安全衛生教育の教材として紹介している。幸福学、デザイン思考、ＡＩ（ア

プリシエイティブ・インクワイアリー）、マインドフルネス等を活用し取り組んでいる事例だ。特に幸福学

は取り組みの核として位置づけている。現在事例の応用展開のため、日本情報システム・ユーザー協会にお

いて、ポジティブメンタルヘルス推進リーダー養成講座をシリーズ開講し、会員企業の経営層、人事教育部

門、職場のリーダー達が参加している。今後各社の well-being 向上を共に考えるコミュニティ形成も予定

している。 



180312 現在 

 

【477 教室：11 時 15 分～11 時 40 分】 

自己肯定感を育む「できたことノート」実践法 

 

○永谷研一（株式会社ネットマン 代表） 

 

私は 2016 年に「できたことノート」2017 年に「できたこと手帳」を出版し多くの人に自己肯定感を高め

る方法を広めています。 

毎日 5 分「できたこと」を見つけて自分を肯定し、毎週１回その「できたこと」をさらに「内省」して新し

い自分を発見していく方法です。 

「できたこと」を見つめることで次なる行動が見出せるだけでなく「ありたい姿」が見つかっていきます。 

「できたことノート」は、中学校、高校などの学校、子育て中の母親、親子での活用、ビジネスパーソンな

ど幅広い層で活用されています。 

使っているうちに自分のことがどんどん好きになって前向きになっていきます。 

「クラスが明るくなった」「幸せに感じる日が増えた」「子供のいい面がたくさん見つかった」「仕事がうま

くいくようなった」と読者からのお手紙をもらいます。今回のプレゼンでは「できたことノート」のやり方

や効果をお伝えしていきたいと思います。 
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【477 教室：13 時 15 分～13 時 40 分】 

幸せを受け取る容器としての健康な身体作りと健康経営 

 

○田頭和み（豊受株式会社） 

 

「心と身体が整っている方が幸せは感じやすい」という仮説の元で私が現在行っている活動と想いをシェア

させて頂きたいと思っております。 

東洋思想の臓器と心の具体的な繋がりを説明しつつ、そのためにはどんな食べ方にしたら快適か？（例えば、

脂っこい食事が多すぎて肝臓が弱っているのでイライラしているだけで、実際はそんな怒りを生むことがお

きていないかも）実践しやすい問いかけからお伝えします。現在、企業などで健康経営をサポートしている

サービスには食の提供と同時に「食育」を設け、自分の心が身体に振り回されていないか？自己対話してい

ただいています。同時に「健康」という人それぞれの価値観を発信しても誰も怪我をしないテーマで職場の

仲間と繋がりをサポートしております。 

食が用意されているという事を通して存在を尊重され、ありのままでいられる「安心で安全な場つくり」を

推進する母性的な視点からの健康経営の活動を発表させて下さい 
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【477 教室：13 時 45 分～14 時 10 分】 

身体を柔らかく強くすれば、世界を見渡せ、幸せになる ～3Bプロジェクト構想～ 

 

○前田有美（ブレインラボカマクラ） 

 

日常生活は、一例として、座位姿勢で PC やスマートフォンを操作するといった長時間同一姿勢の状態が多

い。その結果、頚や肩のこり、腰の痛みやだるさ、脚の疲れをはじめとした身体的不調の出現、立位や歩行

などの姿勢変化、および、身体活動の機会減少をもたらす。また、抑うつ気分、あるいは不安や緊張状態の

ような精神的不調に陥る可能性があると推察する。そこで、日常生活で行う機会が少ない動作の１つである、

身体をダイナミックかつしなやかに伸展させる動きの獲得を目的としたエクササイズプログラムを開発す

ることとした。本プログラムは、特に、身体の後側の筋肉に着目し、柔軟性や筋力向上効果を獲得するため、

機能解剖的観点から内容を構成している。本プログラムを実施することで、身体面の改善や効果だけでなく、

精神面においても、身体動作による楽しさや喜びを体感し、幸福感を得るきっかけになればと考える。当日

はプログラムの一例も紹介する。 
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【477 教室：14 時 30 分～14 時 55 分】 

根拠に基づく「健康を育む食事」を、美味しく学んでハッピーに生きる！ 

 

○福田芽森(Happy Healthy Club、慶應義塾大学病院 医師),  

布施 淳(Happy Healthy Club、東京医療センター 医師) 

 

我々は普段、病院内で循環器内科医として働いています。そこで出会う、心筋梗塞をはじめとする、心血管

疾患。生活習慣病の成れの果ては、実はこの「心血管疾患」なのです。循環器内科医を 20 年以上している

うちに、命にも関わるこの病気の、本当に大切なことは、若いころからの食生活のセルフ・マネジメントが

必要だと確信し、警鐘を鳴らさずにはいられなくなりました。情報の溢れる現代社会では、食生活に関する

知識も玉石混合です。一体何をどれくらい食べたらいいのか？バランスの良い食事とはどういうものなの

か？臨床医として、本当に信頼できる情報を提供する義務があると感じ、「科学的根拠のある」健康に良い

食事のセミナーを行っています。「科学的根拠のある」健康に良い軽食やワインを味わいながら、楽しく学

ぶ、ハッピーな講座。今回はその活動報告を行いたいと思います。 
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【477 教室：15 時 00 分～15 時 25 分】 

まちに幸せを生み出す仕掛けを考える 

 

○小林洋子（まちのおやこテーブル呼びかけ人）, 中村一浩（慶應 SDM） 

 

会社勤めをしながら「まちのおやこテーブル」という子育て中の親やモンテッソーリ教育の保育士とともに

緩やかなつながりを地域で生み出すことで、みんなで子育てに関わるコミュニティ作りの活動を行って来ま

した。仕事、子育て、コミュニティの全てに関わることは自分の幸せのためですが、その結果、他の方が喜

んでくださることが自分の幸せを増幅していると気づきました。「まちの幸せの三角モデル」というフレー

ムワークでこれまでの活動を振り返り、これからやりたい事をご紹介する事で、まちに幸せを生み出す仕掛

けについて考えたいと思います。 

 

 

【477 教室：15 時 45 分～16 時 10 分】 

瀬戸内・しあわせホテル構想 

 

○鈴木雅晴（しあわせホテル）, 中村一浩（しあわせホテル） 

 

岡山県瀬戸内市の牛窓にある診療所跡地を再生させ、地域内でのつながりを取り戻し、世界との交流を促す

well-being の拠点「しあわせホテル」をつくる地域活性プロジェクトの構想から実現に向けたプロセスを発

表する。 
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【477 教室：16 時 15 分～16 時 40 分】 

みちくさ小道 2.0 ー自分らしさを再発見し、自分の内側から達人を磨きあげるー 

 

○林 亮太郎 （慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所・研究員）,  

加藤せい子（NPO 法人吉備野工房ちみち） 

 

岡山県の NPO 法人吉備野工房ちみちが行ってきた人を中心とした地域活性化事例「みちくさ小道」の拡張

モデルを紹介します。達人育成活動みちくさ小道の前段に、自分らしさをより深堀りするプロセスとして、

日常生活を内省する中から自身の最高価値観を言語化するワークを組み合わせることにより、自己肯定感が

高まり、より確信をもって自分のやりたいことを表現できる、推進できるようになる。実際に、地域づくり

や NPO の組織づくりなどに適用した事例を紹介しながら、新しい「みちくさ小道」の可能性を議論します。 

  


