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神田淡路町スタジオ発！

ありがとう！
経営者対談

講師 NAVI

ありテレ・ラジオ

プロレス大好き大集合！

リニューアル
特大号

定期購読 募集中！
！

ガイド
坂内正のAsia BANZAI!

スプリングフィールド

一押し研修プログラム!!
ビッグ・ハルノの研修現場リポート 第1回
平成生まれの若者は新人類？
若手とのコミュニケーションギャップを埋めるために

ありがとう！ TVガイド
リニューアル記念 読者プレゼント

専任講師 紹介
スプリングフィールド専任講師
西口プロレス所属

賀川 照子さん

千里の道も一歩から

TV

第9号

神田百景：合格祈願は、湯島天神

ありがとう! TVガイドによせて

千里の道も一歩から
通信教育構築プロデュサー

四條

陽英

今回、ありがとう TV ガイドがリニューアルされました。淡路町スタジオで
の収録も 600本を超え、とてつもない数字で驚きました。コツコツと積み重ね
た結果です。つまり早道、王道はありません。すべて、会社の財産・武器とな
るでしょう。私も教育業界（通信教育）に足を踏み入れてから、37年が経過し
ました。振り返ると、紆余曲折があり小僧の時は、
「教育」をビジネス、金儲け
の手段と考え、ヒット講座も企画・開発したものです。業界では年間 1万人が
受講すれば、ヒット講座と言われています。当然、売り上げも億単位となり、
教育とはいえ、利益の上がる商売なのです。毎日の売上を見るのがワクワクし
ていました。しかし、ネットの普及と共に、このビジネスモデルは、立ちいか
なくなってしまいました。教育は、従来のビジネスではないのです。人を育て
る、自分にとっての武器を身に着ける手段。教育がますますこれからの、時代
を生き抜くために最も重要となります。教育で勝ち抜く、これが今日本に求め
られています。
最近、新たに個人経営者向けの通信講座を開発しています。これは、ラン
チェスター戦略をベースにして、エリアマーケティングが修得できる講座で
す。地域に合った兵力を増強することで、その地域のトップを取るというもの
です。前述のありがとう TV の収録もまさに、エリアマーケッテング戦略、今
回皆様にお届けしたこのガイドも戦略ツールです。マスを取る経営ではなく、
100人を取る経営。つまり、例えば、ある分野で千代田区 NO.1のシェアを獲得
する。細かな事をコツコツと継続する、仲間を作る、同志を集める、一緒に活
動する。これが、これからの顧客満足（CS）となるのではないでしょうか。
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スプリングフィールド

一押し研修プログラム!!
ローパフォーマはなぜ能力を発揮できないか？

～ローパフォーマ能力発揮を促す研修プログラム～
組織で働くメンバーの中には、能力を発揮しきれない人が少なくありません。当事者
本人もさることながら、周囲の上司や先輩がどうしたものかと手を焼いているように
思います。どうして、能力を発揮できないのでしょうか。ある会社のローパフォーマを
対象にした研修の前にアンケートをとったら、対人関係や対話することが苦手という
人が圧倒的に多く見受けられました。人の心理として苦手は出来るだけ避けようとす
ることから、咀嚼力や対話力は向上することができずにいます。一方で対話は人の脳を
刺激しますので、実務的な学びの速度が劣ってしまいます。もちろん対人関係の中で相
互の承認が行われますので、意欲にも大きく影響を及ぼします。本プログラムは、対人
力、対話力、物事を目的に違わず論理的に捉えることができるスキルを体系的に学習す
るプログラムです。何より対人・対話力の成功体験をお持ち帰りいただきます。

元気があれば何でもできる！

～自律型組織開発「めだかの学校」研修プログラム～
昨今の組織は、意欲が出にくい状況になっているようです。というのも、満たされ
た社会の中では、
「物質的に豊かになる」というこれまでの価値観の中での目標が成
り立たなくなってしまっています。また、雑多なものも含め処理しきれないほどの情
報があふれています。また、同時に将来に対するネガティブなニュースが大量に入っ
てきます。将来に向けた期待や希望を見失ってしまうと、目の前のことを一生懸命に
取り組んでもどこに行くのかわからない状態になり、次第に疲労感ばかりが身体にの
しかかってきます。意欲は低下し、組織では任された課題を乗り切ればよいという気
持ちになります。慢性的な人不足。仕事は増える一方ですので、自分のことで精いっ
ぱい。個人主義は他者に厳しくなり、リスクを伴うチャレンジができなくなります。
成長も創造力も希薄になります。私たちは、この悪循環を断ち切るための 1 年間のプ
ログラムをご提供させていただいております。ご相談いただければ組織の状態に合わ
せたプログラムを組ませていただきます。

お問い合わせ：info@spring-field.co.jp
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スプリングフィールドの研修を支える個性豊かで頼れる講師陣を
ご紹介いたします。
お問い合わせ：info@spring-field.co.jp

明るく楽しく元気良く！人と組織を活性化！
株式会社アネゴ企画 代表取締役
（一社）日本能率協会 KAIKA アワード 検討委員
国際コーチ連盟認定プロフェッショナルコーチ
ICF 国際コーチ連盟認定システムコーチ
ファミリービジネスアドバーザー

略歴

う え

だ

上田

ま さ

み

雅美

総合商社、IT ベンダーなどを経験し、プロフェッショナルコーチとして独立。勤務
時代には社内コーチとして活動し、組織にコーチングを導入。10 年上にわたり
コーチ養成機関にてコーチ育成業務にも従事し、トレーナーとしての実績を積む。

エグゼクティブコーチ、コーチ育成、組織開発の経験を豊富に持ち、
「良い職場づくり」

を追求。研修では「安心安全な場作り」を大切にし、質問や発言がしやすく「現場実践を
意識できる研修」を提供している。コミュニティー活動も精力的に行い、
「リーダー塾
〜個人で申し込める、働く人のための他流試合！」を運営。

明るく、楽しく、元気良く！ 元気になってお帰りいただきます！！
う え む ら

研修講師

略歴

上村

じ ゅ

り

珠理

航空会社勤務後、大手デパート・複合施設の出店開発担当としてオペレーション
指導を歴任。その後、大手電機メーカーの研修部門立ち上げに参加し、自ら講師
として登壇しながら、研修テキストの編纂、製作も行う。

学びの場はその雰囲気づくりが大切です。リラックスしたムード作りを行い、皆が話し

やすい環境を整えスタートすること。このことをとても大切にしています。
「人は皆、素

晴らしい才能を持っている」そのことに気付き、自信を持ち、豊かな心で社会と関わる

のできる人を応援する研修。ホスピタリティーやモチベーションを理論だけでなく、研
修中に体感していただきながら学び、進めます。
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輝く中年の星☆非言語トレーニングの第一人者
か

様々な形で多くの方々を
おもてなしするパフォーマー

略歴

が わ

て る

賀川

こ

照子

東洋英和女学院大学、早稲田大学卒業後、吉本興業入りしプロレスデビュー、
TV、ラジオ、ショーなど多ジャンルで活動。現在は、西口プロレスでのプロレス
活動の他、バルーンアーティスト、司会者などパフォーマーとして活動中。

なんでもやります、なんでもやります、なにがあっても生きていき

ます！ 生命力溢れるパワフル中年、てるりんです！ 様々な仕事をしていて、浮気者

に映るかもしれませんが、私の思いはただひとつ、
“ 多くの方々をおもてなしする ” こ

とです。おもてなしの方法がたくさんあるだけ。今までの私の経験が皆様のお仕事の
お役にたてれば幸いです。

現場で「即戦力」となる学びを持ち帰って頂くこと
厚生労働大臣認定キャリアコンサルタント
米国 CCE.inc 認定 GCDFJapan 認定キャリアコンサルタント
財団法人日本産業カウンセラー協会認定カウンセラー
ストレスマネジメント・メンタルヘルススペシャリスト

略歴

く ら

い

倉井

ひ ろ

啓

新潟出身。大手建設会社秘書勤務後、ディーラーの営業のセールスコーチを経て、
講師として独立。企業、官公庁、各種団体組織の様々な階層を対象に研修を実施。
受講人数は数名から 200 名クラスに対応が可能。

専門分野は、ビジネスマナー、プレゼンテーション、メンタルヘルス・ストレスマネジ

メント、各種ハラスメント、ロジカルコミュニケーション等。信条は、
「人の可能性は無
限であり、限られた人生の中でチャレンジし続ける事」
。研修が終了し、受講者が現場

に戻ってからが真の研修のスタートと捉え、研修内で「何をやるか」ではなく、受講者
の中で「何を起こすか」を心がけて進行しています。

なるほど !! 楽しい!! 出来た!! 記憶に残る研修を貴方に
コミュニケーションコンサルタント
ハーマンモデル認定ファシリテーター

略歴

の

は ら

ひ で

き

野原 秀樹

元バレエダンサーとしての舞台人としての経験、更にはビジネスパーソンとして
総務、経理、営業、役員などの経験を活かし、体感ワークやインプロ、対話、演習、
心理学、コーチング、様々なエッセンスを活用した「創造的手法を用いた体感型
相互学習」の研修を開発する。受講者の「個性」や「やる気」引き出し、目的に向け
て「場」を創り上げるファシリテーション力に各方面から好評を得ている。

2017 年時点で、講師歴10 年目を迎える。企業、病院、大学、介護施設、飲食店など様々
なところで研修を実施して好評を得ている。また、受講者の「個性」や「やる気」引き出し、
目的に向けて「場」を創り上げるファシリテーション力に各方面から好評を得ています。
2017年 9月
電子書籍を発刊

コミュニケーションが活発になる教え方
〜ひとりひとりの個性が輝く創造的手法を用いた体感型相互学習〜
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経営者対談／レポート
経営者、事業主の他、様々な分野で活躍されている方々との対談番組。仕事を始
めたきっかけ、大切にしていること、成功談、失敗談など、ゲストの方々の貴重
な経験を語っていただきます。

自家焙煎コーヒーとアートな空間。
みんなが主役、みんなが幸せ。ありがとう！
夢境喜茶

オーナー

木下詩野

さん

世界の珈琲豆を自家焙煎してお出しする本格珈琲専門店。

暗号通貨の活用でお客様の資産を守りたい

株式会社 CREDO-COMMERCE

代表取締役

女渕秀義

さん

仮想通貨、正式には暗号通貨。その暗号通貨のマイニング機器の販売。

輝く大人は子供の希望

トレジャーサーチナビゲーター

阪井ふみ

さん

大人の夢を実現させる道程ナビゲーター。

認めあい活かしあう

ダイバーシティ・マネジメント・コンサルタント

藤原加代

さん

ワークショップのファシリテーター、組織のコンサルティングに活躍。
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経営者対談

ほっこり、よりそう

絵本作家

こばやしまりこ

さん

絵本作家、イラストレーター、バンドとマルチな才能を発揮。

幸せに生きていく力

ベストパートナースクール 代表

吉田真紀

さん

人を成長させ、大きな喜びをもたらすものとして、結婚に関する教育を提唱。

こどもの笑顔と成長を見守る

株式会社 Cherish 代表取締役

親子セラピスト／デザイナー

長南華香

さん

「親子セラピスト」として全国各地で子育てに係るセッション、講演活動。

地域に根差したあんしん

訪問看護ステーションは～とふる多摩センター 代表

柴田堅太

さん

多摩市を中心として訪問介護の事業を展開。

満足してもらう技術

リラクゼーションサロン コンサルタント

前里成美

さん

リラクゼーションサロンの開業のお手伝いをされています。
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救える命がある

日本移植支援協会 理事長

高橋和子

さん

日本国内での臓器移植の啓発、周知活動を行っています。

いい人はいません

オフィス・メルヴェィユ 結婚カウンセラー

船山喜美子

さん

「いい人はいません」のはたしてそのココロはなんでしょうか。

女性性をひらく
勾玉セラピスト

女性性開花セラピスト

宮田和華子さん

ジョイ・マキさん

女性性開花セラピーには、
「感じること」
「感覚」は欠かせません。

あきらめない・きめつけない・続けていく
特定非営利活動法人
スペシャルオリンピックス日本・埼玉

川口陸上コーチ

磯野茂

さん

スポーツを通じて知的障害のある人たちと共に成長し、共に楽しむ。

悲しみの涙が虹に変わる
プリズム～癒しと学びのサロン～ カラーパフォーマンストレーナー

田中つるみ

さん

色彩を駆使した個人セッション、セラピー、レッスン、
トレーナー養成講座と様々な活動を展開。
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経営者対談

わざわざ作る喜び
おとぼけ動物工場

とりとライオン

宮崎千絵

さん

ユニークな動物のキャラクターたちを主人公としての
様々な創作活動を展開。

本当に出会いたい人
Be 婚 横浜デート 代表

渡部けい子

さん

フィーリングが合うこと、感情面を重視したいという
思いで様々な出会いの場を提供。

自由と解放の世界パンツ革命！

デザインパンツイッチョ 代表

柴崎恵子

さん

通称しばこさんが手掛ける
「ゴムフリーパンツ」。

健康を支えるアロマ

アロマ・ハーブ・カラー school Force of nature

國房和枝

さん

健康維持、
（病気）予防としてのアロマテラピー。

ありがとうの達人になる
一人起業の家庭教師

佐伯秀幸

さん

資格や自身の見えないスキルをこれからお仕事にしたい人、
副業から本業にしたい人へのコンサルティング。
5
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経営者対談

大丈夫に気づく

ビリーフリライター

前嶋光一

さん

「セッション」というワーク形式のプログラムを実施。

巡り合いのお役にたちたい

ご縁つなぎコーチ

竹内陽子

さん

ご縁をつなぐことで世の中のお役に立てることを実感。

その他のチャンネル
講師 NAVI
第一線で活躍されている講師の方々
との対談番組。専門領域、独自のメ
ソッド、他では聞けないエピソード
などを語っていただき、様々な角度
から講師像に迫ります。
野原秀樹 講師

高橋亮 講師
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オーハシヨースケ 講師（中）／羽地朝和 講師（右）
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坂内正のAsia BANZAI!
渡航経験豊富な海外事情通にして、元政府系金融機関中小企業金融担当の
坂内正氏をコメンテーターに迎えての対談番組。アジアの現在（いま）を
お届けします。

コメンテーター：坂内正（ばんないただし）
。旅行会社ハートシステム（株）代表取締役。
ファイナンシャルプランナー、元政府系金融機関の中小企業金融担当。退職後 400 回を
超える渡航経験を有し、海外事情に精通。
ナビゲーター   ：春野真徳。株式会社スプリングフィールド代表取締役。
「ありがとう！ TV」MC。

ありテレ・ラジオ
ありがとう！ TV がお届けするラジオ番組です。老舗の「おったまがエール
の人間応援ラジオ」に加え、
「ありがとう！ TV 実験室」が始まりました。
ぜひご視聴ください。

おったまがエールの人間応援ラジオ
各回様々なテーマを設け、ゆるゆると人
間のエピソードをつづります。

ありがとうＴＶ！ 実験室
新番組が始まりました。出演はおなじみ
石丸弘さんです。
5

11

プロレス大好き大集合！
MC の春野真徳が様々なゲストと熱いプロレストークに花を咲かせます！
謹賀新年！
大日本プロレス 登坂栄児代表、佐久田俊行選手！
2017 年振り返り～、2018 年の大日本プロレスはどうなる！
ゲスト 大日本プロレス

登坂栄児代表、佐久田俊行選手
2017.12.26 プロレス戦国時代 群雄割拠
佐々木貴選手の登場！
ゲスト FREEDOMS

佐々木貴選手

KAIENTAI DOJO TAKA みちのく選手の登場！
2017 年年末振り返りスペシャル！
ゲスト KAIENTAI DOJO

TAKA みちのく選手
大日本プロレス 植木嵩行選手、佐久田俊行選手の登場！
12.17 横浜文化体育館大会スペシャル！エルボー失神事件、
画鋲吸引事件の真相に迫る～！
ゲスト 大日本プロレス

植木嵩行代表、佐久田俊行選手

土方隆司選手の登場！
12.10 Wrestle-1クルーザーディビジョン王座挑戦！
ゲスト プロレスラー

土方隆司選手
プロレスリング・ノア マサ北宮選手の登場！
Go for Broke ！
Winter Navig. 2017 スペシャル！
ゲスト プロレスリング・ノア

～火野ヒロシのクリスマスパ－ティ～
12.3 千葉・Blue Field 大会スペシャル！
2 代目マスクドセバスチャンさんの登場！
ゲスト
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2代目マスクドセバスチャン

マサ北宮選手

プロレス大好き大集合！
12.6 バトスカフェ！ 新木場1stリング大会
唯我選手、山田太郎選手、雫有希選手、の登場！
ゲスト

バトスカフェ
マーベラス

唯我選手、666 山田太郎選手
雫有希選手

12.17 千葉・浪川荘体育館（山武市）大会
大和ヒロシ選手応援スペシャル！
ゲスト WRESTLE-1

大和ヒロシ選手
THE MOMOTAROH のにわのまこと先生画業
30 周年記念イベント 2.5 次元プロレス『夢幻大戦』
新宿 FACE 大会スペシャル
ゲスト 漫画家

にわのまことさん

ヒートアップ兼平大介選手の初登場！
11.5 灼熱王バトルリーグ☆ 2017 決勝戦
新木場 1st リング大会
ゲスト ヒートアップ

兼平大介選手
大日本プロレスの旅は続く～。佐久田俊行選手、地元凱旋！
11.4、11.5 大日本プロレス沖縄初上陸！
ネーブルカデナアリーナ大会スペシャル！
ゲスト 大日本プロレス

佐久田俊行選手

「Kz CREW」
Chikaちゃん、あおはちゃん、Amaneちゃん スペシャルト～ク！
プロレス大好き大集合！スピンオフ！
ゲスト Kz CREW

Chika ちゃん、あおはちゃん、Amane ちゃん
折原昌夫選 11.1メビウス～破壊と再生～
新木場１ st RING 大会スペシャル！
ゲスト メビウス

折原昌夫選手

台湾のプロレス団体『新台湾プロレス』♪
思～えば～遠くへ来たもんだ～♪ ついにキター！
海外初上陸！元気があれば何でもできる～ダー！
ゲスト

新台湾プロレスの皆様
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10.15 ふなばしミートフェスタ＆ボンバイエ 2017
船橋ゴールデンプロレス
総合格闘技レフリー 島田裕二さんの登場！

島田裕二さん

ゲスト 総合格闘技レフリー

10.15 きらきら太陽プロジェクト Rebirth ～生まれ変わり～
雫有希選手、唯我選手の登場！
大日本プロレスのアブドーラ小林選手も出場します。
ゲスト バトスカフェ

唯我選手、マーベラス 雫有希選手
KAIENTAI DOJO 10.15 後楽園ホール大会！
新日本プロレス：ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン
内藤哲也選手？ TAKA みちのく選手の登場！
ゲスト KAIENTAI DOJO

TAKA みちのく選手

10.14 半蔵門プロレス 新木場 1st リング大会
プロデューサー松ちゃんスペシャル！
バンビ選手、梶トマト選手、ERINA 選手の登場！
ゲスト 半蔵門プロレス プロデューサー

松ちゃん

唯我選手登場！
10.1バトスカフェ ～ AUTUMN DREAM 2017 ～
落語だ！プロレスだ！ ミスター雁之助選手と一騎打ち！
ゲスト バトスカフェ

唯我選手

プロレスの歴史探訪！
ジャイアント馬場、全日本プロレスを振り返る
馬場トシ子さんの登場！
ゲスト

馬場トシ子さん
第 18 回フィエスタ・メヒカーナ 2017 in お台場 Tokyo
サスケザ・グレート選手の登場！！
灼熱のお台場スペシャル！ アリーバ・メヒコ～！
ゲスト メビウス

サスケザ・グレート選手

「第 2 部対戦カード発表＆解説編」堀田祐美子選手初登場！
9.2 一夜限りの新生全女「暴走集会」～ PREMIUM ～
新宿 FACE 大会！
ゲスト プロレスラー
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堀田祐美子選手

プロレス大好き大集合！
火野裕士選手復帰！「火野ヒロシの BEER GARDEN」
8.27 千葉・Blue Field ！
火野選手、大和ヒロシ選手の登場！
ゲスト WRESTLE-1

大和ヒロシ選手、火野裕士選手

9.4 TAKA みちのく選手 25 周年記念大会
～ SIMPLE IS BEST～ KAIENTAI DOJO後楽園ホール大会！
解説者の柴田惣一さん！ 新日本プロレスG1クライマックスの振り返りもあるよ。

ゲスト KAIENTAI DOJO

TAKA みちのく選手
雫有希選手の登場！
8.6 大泊自治会納涼祭 慈眼寺縁日プロレス！
ゲスト マーベラス

雫有希選手

Wrestle-1大和ヒロシ選手、吉岡世紀選手の登場！
7.30 新百合トウェンティワンホール大会スペシャル！
ゲスト WRESTLE-1

大和ヒロシ選手、吉岡世紀選手
8.3 佐々木貴選手プロデュース
『プロレス戦国時代 群雄割拠其の一』
後楽園ホール大会スペシャル！
ゲスト FREEDOMS

佐々木貴選手

TAKA みちのく選手応援スペシャル！
7.16 TKP ガーデンシティ千葉！
9.4 25 周年後楽園ホール大会！
ゲスト KAIENTAI DOJO

TAKA みちのく選手
大日本プロレス 登坂栄児社長、佐久田俊行選手の登場！
7.17 両極譚！両国国技館大会スペシャル！
ゲスト 大日本プロレス

登坂栄児代表、佐久田俊行選手

9.2 一夜限りの新生全女「暴走集会」～ PREMIUM ～
新宿 FACE 大会スペシャル！
堀田祐美子選手、初登場！
ゲスト マーベラス

渡辺智子選手、マーベラス 雫有希選手
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プロレス大好き大集合！
存続できるのか！
IGF「NEW」取締役サイモン・ケリー猪木氏の登場！
ゲスト IGF 取締役

サイモン・ケリー猪木さん

李日韓レフリーの登場！ 明るく、楽しく、激しい、レフリー！
ブレイク！ブレイク！ブレイク！
いつも笑顔で厳しいレフリング ！
ゲスト

李日韓レフリー
火野裕士選手、大和ヒロシ選手の登場！
6.11 ～火野ヒロシの BEER GARDEN ～
千葉・Blue Field 大会スペシャル！
ゲスト WRESTLE-1

大和ヒロシ選手、火野裕士選手

いざアメリカへ！村瀬広樹選手の登場！
プロレスの未来を創造する 明日はどっちだスペシャル！
アメリカからの映像が届きました！
ゲスト プロレスラー

村瀬広樹選手
桃色熱血青年！ 小峠篤司選手の登場！
いつまでもエメラルドスピリッツ
今、プロレスリング・ノアが熱い！
ゲスト プロレスリングノア

小峠篤司選手

大和ヒロシ選手デビュー 10 周年記念 大会スペシャル！
「WRESTLE-1 TOUR 2017 OUTBREAK」
6.4 千葉君津市民体育館大会
ゲスト WRESTLE-1

大和ヒロシ選手
噂の IGF ニューブランド・NEW！
上海 IGF 超新星！ 林 棟軒選手の登場です。
ゲスト 上海 IGF

林 棟軒選手

噂の IGF ニューブランド・NEW！
上海 IGF 超新星！ 常 剣鋒選手の登場です。
ゲスト 上海 IGF
16

常 剣鋒選手

株式会社スプリングフィールド
代表取締役
全日本能率連盟認定
マネジメントインストラクター

春野

真徳

の
ビッグ・ハルノ
ト
研修現場リポー
第1回

平成生まれの若者は新人類？
若手とのコミュニケーションギャップを埋めるために
この5年ほど、指導育成に悩まれている組織が多いのか、コーチングやOJT 指導を学ぶ
研修を行う機会が増えてきているように思います。若手社員に手を焼いている受講者から
出てくるキーワードとしては、
「言われたことしかしない。プラスアルファの配慮がない」
「チャレンジしようとしない」
「できません」と言われてしまう。
「厳しく言うと休んでしまう」
等です。
これまで先輩方々がつくり上げてきた組織は、
「郷に入れば郷に従う」で、理不尽な強
制力も組織で働いている以上は従うことを前提に育てられてきたように思います。しか
し、社会や価値観が変わってきていることもあり、昔から存在するルールや習慣が上手に
説明できるものではなくなっていることがあります。例えば、
「新人なのだから元気を出し
なさい」と、特に老舗の組織では根強くそのような雰囲気が残っているところもあります。
一方の新人からは「なぜ、新人だから元気を出さなきゃいけないの？ 新人だって気分が
乗らないこともあるんだよ。先輩だって元気ないじゃない」と心のささやきが聞こえてき
そうです。昔は、
「組織とはそういうものなんだよ。若者が元気を出すものなんだ」という
説明がなされたように思います。ただ、今の若者は、それが絶対ではないことを教えられ
てきています。学校の校則でさえ、絶対ではないことが議論されてます。
「髪の長さや色」
「スカートの長さ」等は典型的な例です。若者を見ていて思いますが、根拠に納得がいか
ないものについては激しく反発します。ひとつひとつの活動に納得を求めています。
対処法は簡単です。対話なくして理解は求められません。まずは、若手が何を考えてい
るのか、よく耳を傾けニーズを捉える。そのうえで、論理的な根拠を共有し納得の上、行
動してもらう。結果、人として理不尽な押し付けに従わせるより、寧ろ健全な対人関係が
そこにはあると思います。若者も当然、社会で生きていくためにチューニングが必要で
す。一方で、私たち先輩諸氏も健全な対人関係や組織づくりをするリーダーとして変革を
求められているのです。
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ありがとう の気持ちとともに
商品をお届けします。
ありがとう！Shop → http://springfield.buyshop.jp/
表

プロレス大好き大集合！

オリジナルTシャツ
（恩返し）Ver.4
ありがとう！ TV、
「プロレス大好
き大集合！」の T シャツ第４弾で
す。在庫が限られていますので
お早めにお買い求めください。

裏

サイズ：M/L/XL
（サイズを明記）メールでご応募下さい。

￥3,000（税込み）

背中の文字

近日発売予定

ヒューマンスキル・トレーニングカード
コーチングカード
セット

コーチングは、問いかけて引き出すことを中心とした指導スキルで
す。承認、意図を意思を引き出す質問、具体化する質問スキルをカー
ドを使って体験的に学習できるツールです。
ファシリテーションは、意見を言いやすい場づくりがが肝です。意見

ファシリテーション
を言いやすくする承認スキル、問いかけて意見を引き出すスキル、問
カードセット

題の場面等を具体化するスキルをカードを使い学習するツールです。

ビジョンカード
セット

ビジョンとは、将来の自分の魅力的な姿のイメージです。その元に
なっている価値観に基づき、将来への期待や希望を内面から引き出
します。ビジョン形成の一助になるカードです。

「ありがとう！ TV」ガイド 定期購読のお申し込み、ご意見・ご感想のご連絡は下記まで
学習メディア カンパニー

学習メディア カンパニー

http://www.spring-field.co.jp/

株式会社スプリングフィールド
〒101-0048

弊社ホームページの「問い合わせフォーム」まで

東京都千代田区神田司町 2−15−1−401

ありがとう！ TVガイド
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