
輝く希望の未来を創る

心の法則コーチング®

人生観・世界観が変わる！
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個人や組織の使命をかなえる仕事の創造を支援します。

そのために、生まれ持った天賦の資質を生かし、

個人の幸福と社会の繁栄がつながる成功を支援します。

物心ともに豊かな人生を送るために、心の法則と本質を引き出すコーチング

スキルの提供が Coaching & Consulting Angel Wingsの事業です。

私の使命

心の法則と本質を引き出す

コーチングスキルを提供し、

関わる全ての方々の豊かさと幸せに貢献する。

私のビジョン

心の法則コーチング®メソッドが世界へ広がり、

人や社会に貢献する使命に生きる人生を

送る人が増え、平和な世界が広がること。

事業内容

・各種コーチングサービス

・パーソナルコーチング、コーチングスクール

・法人向けコーチング講座、プロコーチ養成講座

・コンテンツ起業サポート、ビジネスコーチング

・コーチングリトリート、ヘルスコーチング

・コーチングを取り入れたプログラム開発

コーチング講座は、東京、大阪、岐阜、名古屋、大分、福岡、熊本、
沖縄、アトランタ、シンガポール、オンラインで講座を開催。
法人へは、パートナーエージェント様、二木の菓子様、日本航空様、
イオンイーハート様、シコジャパン様、TKC様、商工会議所様、
Nakato Inc.（USA）などで開催実績。

実　績

プロコーチとして2005年より活動開始

コーチングセッション累計１万セッション

コーチングスキル2,300名以上の方々に伝える

企業理念

私たちの目指す未来
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　人が持つ天賦の資質（強み）を生かし、人の幸せに貢献
する人を応援するプロフェッショナルコーチ。
外資系IT業界に20歳で入社し平均年齢28歳という若い会
社の中、シリコンバレーの自由な社風に育てられる。
26歳の時に１年間カナダ・アメリカに語学留学し、27カ国
の人たちと触れ合うことで、コミュニケーションや人間学
に興味を抱き、心について本格的に書籍を中心に学び始
める。
　その後、転職した会社で人材教育に従事しコーチング
メソッドに出会う。
　人材教育は天職だと思い充実していた35歳の時に、めま
いが原因で出社できなくなり会社を辞めることになる。
リハビリを兼ねてボランティアをしていた時に得られた経
験から愛情と人を信じること、瞑想で心を整える習慣で、
状況が好転する。
　その後、心のあり方にコーチングを実践すると、自分に
も、人にも効果があることを体感し、オリジナルコーチン
グメソッドの心の法則コーチング®となる。
　2006年2月にプロコーチとして独立し、個人へのコーチ
ングサービスが難しいと言われた時代でも起業に成功。際
立ったマーケティングや営業抜きでも潜在意識のサポート
でクライアントと出会い続ける。
　累計１万セッション、2,300名以上の方にコーチングス
キルを伝授し、より幸せで豊かな人生へと好転することを
サポートしている。

 　数々のコーチング経験の中で「使命に生きる人には未
来の扉が開く」ことを発見。
「愛と知恵の心の法則」×「本質を引き出すコーチング」
×「本当の自分を生きる・使命」の３つの要素が重要だと
悟り、 唯一無二のコーチングメソッドに到達する。
　そのサービスは、日本のみならず海外でも、老若男女、
あらゆる職業の方達が受講。
　現在では、自身の経験とコーチングを掛け合わせたコー
チング起業を目指す人の受講が増えている。
　少人数制で愛情たっぷりの温かい講座では、受講生同士
の交流により、自分一人だけでは見つからなかった、問題
解決の原因、使命、自己改善点、強み（天賦の資質）がすっ
と見つかる。
　心の法則コーチング®を実践した人たちは、経験や強み
を活かした起業の成功、職場の人間関係の改善、営業成績
のアップ、コミュニケーション力アップ、家族関係の改善、
恋愛・結婚の成就、転職成功、クライアントとの面談力の
向上、チーム作り、健康回復、副業の準備など、様々な成
果を得ている。
　心が癒されるコーチングリトリートは、伊豆高原・ハワ
イで開催。
　好きなことは、ゆったりと過ごせるホテルラウンジでの
読書、海が見える丘の上で過ごすこと、海の中で熱帯魚を
眺めること、アメリカのショッピングモールで掘り出し物
を見つけることなど。

自 己 紹 介Self-introduction
実方  晴美  Harumi  Jitsukata

自 己 紹 介

Coaching & Consulting Angel Wings 代表
ビジネス＆ライフコーチ
Coaching & Consulting Angel Wings 代表
ビジネス＆ライフコーチ

著書：幸せなライフミッションが見つかる「天使の質問」
総合法令出版 
本当の自分を探す心の旅（CD）
https://www.coach-angel.com
HP にて販売中

Self-introduction
実方  晴美  Harumi  Jitsukata



心の法則コーチング®心の法則コーチング®
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　コーチングスキルと、潜在意識にアプローチする心の法
則を学び、本質的な変化を起こす「心の法則コーチング®」。
宇宙の二大原理である進歩と調和の考え方を取り入れなが
ら、夢の実現を目指していきます。少数制・実践グループ
コーチングメソッドだから希望の未来が叶います。 心の法則コーチング®を受けるとどう変わるのか？

コーチングとは？

■やりたいことが見つからない
→ これをやりたかったんだ！という使命が見つかる。
■仕事に行きづまってる
→ 転職・転部に成功。
■人間関係がうまくいかない
→ 心の変化とコミュニケーション力がつき人間関係が良
くなる。
■何をやっても自信がない
→自然と自信が湧 いてくる。
■失敗が多い・空回りする
→ 自分のどこが原因で上手くいかないのかに気がつき、 思
考・言葉・行動が変わるので、いろいろなことが好転する。
■子供、部下にお手上げ
→ 自分が変わり、子供や部下が変わる。
■起業・副業したいけれど何をしたらいいのか？
→ 自分の可能性が明確になる。
■個人事業を発展させたい
→ 営業力・交渉力・がつき、事業が発展する。
■社長として社業を発展させたい
→ コーチング力がつき、良い組織作りができるようになる。

人を生かすために、無限の可能性を引き出すのための手法 
がコーチングです。 
強みを伸ばす、本質を見つける、使命を見つける、未来設
計をする、人材育成をする、子育て、 問題を解決するなど、
各種テーマに対して、質問を通して 思考を繰り返す中
から、自らの答えを導き出すのが特徴です。

Angel Wings心の法則コーチング®で成果が出る理由

講師を選べない

人数が多いセミナー形式

座学の概論

単発のコーチングスキル

よくある一般的なケース

心の法則が基本となる

少人数制4～8名

実践が90%

現役のプロコーチ（18年）が直接指導

コーチングセッションが2日でできる

グループコーチングだから成長する

手取り足取り丁寧なサポート

Angel Wingsのコーチング
マスターシリーズのケース

“心の法則コーチング®”で
あなたの希望の未来を実現！

潜在意識にアプローチする心の法則を学び、本質的な変化を起こす

ビジネスに、プライベートに、
あなたの人生を好転させる、心の法則コーチング®

Angel Wingsが大切にしていること
スキルだけでなく
心のあり方＝

「心の法則」を重視して
本質的変化を

潜在意識の活用と、
進歩と調和の

バランスを大切にする

少人数・直接指導・
実践重視だから、
10倍「できる！」

おいしい実を
つけるためには
心のあり方という
豊かな土が
重要です。

心のあり方と、
プラスの言葉を
取り入れ、
潜在意識に
アプローチ。

実績18年の
代表自身が、
少人数クラスで
実践重視の
直接指導。

心の法則コーチング®マスター講座
人生が変わりました！喜びの声が続々と届いています。

難病で苦しんでいる時にコーチングセッションを
受け、お片づけという強みを引き出され収納コー
チになるべくトレーニングし 60 歳で開花。雑誌・
テレビ・本の出版と人生が奇跡の好転をしました！

清水晴絵様
お片づけコーチ

大手金融機関のマネージャーを脱し独立を決意。
晴美さんのコーチングを受け社労士に合格し独立
成功しました。心の法則コーチングも学びコーチ
ングを生かしたサポートや企業研修は定評があり
ます。研修講師としても活躍中。

遠山茂雄様
社会保険労務士

会社員を続けるか迷いがある時に晴美さんのコー
チングに出会い、心のあり方にフォーカスをする
本質的なコーチングと私の強みの難関資格突破勉
強法でプロコーチとして独立成功しました。

横澤有季様
勉強法コーチ

数あるコーチングスクールの中で「心の法則」と
「コーチング」を学べる Angel Wings は私にとっ
て別格の講座です。少人数性で奥が深いコーチン
グを学べ新しいスタイルの企業コンサルティング
が創れそうです。

小松易様
かたづけ士

職場での
上司や部下との
会話力アップ

幸せな
恋愛・結婚

営業力や
コンサルティング力
コーチング力アップ

家族や友人との
円滑な
コミュニケーション



5

パーソナルコーチングを受けるパーソナルコーチングを受ける

コーチングセッションでは、どのような話をするの？

■使命を発見し、使命をかなえる仕事をすると人生が好転  
　した。

■強みを発見し、強みを生かした起業に成功。

■人間関係が改善し、悩みが解消した。

■子供の不登校や引きこもりが克服され、進学、就職に成功。

■一人では勉強のペースができないとコーチをつけ、　難関
　資格試験に合格。

■営業の成績がビリからトップへ。社長賞や世界トップ
　３％に入賞。

■会社で年収が300万円もアップ。

■昇級・昇進・抜擢人事で、キャリアアップした。

■恋愛や結婚の成就。

■子供、夫婦、職場、仕事先での関係改善。

■社員や部下を上手にマネジメントできるようになった。

など、様々な成果が現れます。

継続するコーチングセッション

ライフコーチング

心の安定を作る
マインドセットコーチング

起業・副業の成功

経営者のための
定期コーチング

　プロのスポーツ選手がコーチをつけているのは、ご存知
だと思いますが、最近では、ビジネス、人生、健康、経済など、
いろいろな分野においてコーチをつけて成果を出される方
が増えています。
それを『パーソナルコーチングを受ける』と言います。

コーチングを受けて
人生・仕事が好転する

達成したい
目標や夢がある

解決したい
問題がある

人生計画を
立てたい

強みや使命の
発見をしたい

人間関係を
良好にしたい

（ご自身の中に答えがある問題は可能です）

＊ご自身の中に答えがあるお話でしたら、どのような内容のお話でもコーチングは可能です。

このような成果が出ています
Step1  体験コーチングセッションに申し込む

Step2 日程を決めセッションフィーを支払う。

Step3  メールで送られてくるアンケートに記入し返信する。

Step4  コーチングセッションのテーマ（話したい内容）を決めておく。

Step5  コーチングセッションスタート♪オンラインまたは対面にて。

Step6 思考も心もスッキリと、希望の未来が見える、
問題解決へと進む。

Step7 継続サービスを申し込みをしたい場合は、説明を受ける。

以上の流れとなります。

申込方法：
info@coach-angel.comへメールをいただくか、
右記QRコードからお申し込みください。

最初の一歩は、
パーソナル
コーチングを
受けることを
お勧めします
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コーチングマスター ベーシック講座

入門講座（2時間）

5日間でコーチングができるようになる講座です。
心の法則と洗練されたシンプルなコーチングスキルの習得
で本質を引き出すコーチングセッションができます。
企業研修にも採用され、シンプルで合理的なスキルです。

心の法則コーチング®を体験していただける２時間コース
です。「心の法則の仕組み」と「洗練されたコーチングス
キル」を学ぶ、コミュニケーション編、「心の法則の仕組み」

と「潜在意識の活用法」を
学ぶ、心と潜在意識活用編。
ご希望の方は、ぜひグルー
プでお申し込みください。
グループレッスン、プライ
ベートレッスンにも対応し
ています。

コーチングマスター アドバンス講座

心の法則コーチング®のスキルを、さらに次のステップへ。
潜在意識を活用しながら戦略を立て、ビジョン・志を具現
化する、ビジネスにスピリチュアル（潜在意識）を統合し
たオリジナルコンテンツ。
ビジネスコーチングで、あなたの人生とビジネスの飛躍を
加速させます。

教えるスキル No.1
潜在意識にアプローチする

「心の法則」を学び、
本質的な変化を起こす。

コーチング
スクール歴

18年

受講生

以上
2,300人 実践グループ

コーチング
メソッド

少人数制

主な
講座内容

信頼を得る話の聞き方（傾聴）
承認のスキル・フィードバック
質問のスキル
論理的思考訓練
心の枠を取り払う
柔軟思考訓練
実践ライブコーチング
伝えるスキル

主な
講座内容

潜在意識を味方につける手法
言葉、思考、行動の手法
ビジュアライゼーション
戦略的思考コーチング実践
潜在意識へのコーチング実践
グループコーチングセッション
論理性と神秘性の融合を目指す

【コミュニケーション編】
たった５分で信頼を得られる人の話の聞き方、
マインドセットの作り方、心の法則について、
会話の実践

【心と潜在意識活用編】
夢を叶える潜在意識の活用方法、
心の力について、希望の未来を明確にする
心の使い方のレッスンをします

コーチングマスター講座コーチングマスター講座
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コース２ プロコーチ起業・副業コース

プロにならずともコーチングをマスターしたい方 プロコーチとして起業したい方、
また、コンテンツビジネスをされたい方

■ 心の法則コーチングマスター講座
     （ベーシック／アドバンス）受講
■ オンライントレーニング１年間（毎月１回～２回）
■ パーソナルコーチングセッション（６回）
■ アシスタントとして講座
    （ベーシック／アドバンス）へ参加（１年間無制限）
■ 対面コーチングの実技資格試験１日
■ 在籍期間中メールでの相談無制限
■ 課題レポート提出（クライアント２名分）

１月１回のグループレッスン＆グループコンサル
個人コーチングコンサルセッション月に１回（60分）
■ 私の強みをお金に変える ～コンセプトメイキング～
■ サービスの構築 ～サービスラインナップ作り～
■ 事業計画書作成　■ 自分に適した集客法策定
■ ホームページ（ブログ型）・名刺・チラシ・ステップ
     メールとメルマガ作成
■ 営業プラン作成と実行
■ 起業についての質問にわかることはお答えします。

こんなお悩みがある方は、
ぜひHPで詳しくご覧ください。
卒業生の声も多数ご紹介しています。

・コーチングスクールが多すぎて迷っている。
・コーチングスキルだけで起業できるか不安。
・他のコーチングスクールを出ているが、
　プロコーチとして結果が出ていない。
・長年プロコーチとして活躍している人から
　直接学びたい。
・自分の得意分野で人をサポートしたい。
・セカンドキャリアとして新しい仕事をしたい。
・人の幸せに貢献するのが好きな方。

コーチ養成講座コーチ養成講座

コース１ コーチングマスターコース

独立プロコーチ・プロコーチトレーナーとして１8年活躍し続ける
実方晴美直伝のコーチ養成講座です。

様々なテーマに対応するコーチングセッションのマスターコースと
プロコーチとして起業・副業するコースを提供しています。

あなたの天賦の資質（唯一無二の強み）や経験・スキルと心の法則コーチング®を
融合することで、オンリーワンのサービスの作ります。

組織やチームを作りたい方、人材能力を引き出したい方へ

主な講座内容

人の幸せや人生の成功を応援する心の法則とエッセンシャルなコーチングスキルをマスターする本格コースです。



１日目：自分を語るグループコーチングセッション。
自分の話を聞いてくれる仲間がいることでとても
癒されます。

愛情たっぷり、美味しい夕食の後は、温泉に入って、ゆっ
くり休みます。

２日目：朝から大室山にリフトで登り本当の自分を
探すワークを個人で取り組みます。　　　　 

大室山の山頂から大海原を眺めながら天国で暮らしてい
た自分などをイメージします。
個人セッションの後は、大室山の麓でお弁当タイム。そ
して、仲間からの愛のメッセージをもらいます。

最高の笑顔でこのままの自分でも十分素晴らしい！私は
こういう未来をいきたい！と心から願いが引き出されま
す。参加して癒された。自分の良さをたくさん発見でき
た、未来が見えたという感想をいただいています。

講座内容はこのような時間割です。（例）

本当の自分を探すリトリート@伊豆高原本当の自分を探すリトリート@伊豆高原

8

大自然の中で、本当の自分の強みや使命を見つける癒し効果抜群の合宿型研修を定期開催しています。
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卒業生の声と受講生の体験談卒業生の声と受講生の体験談

清水 晴絵様　お片付けの家庭教師　60代

人生のどん底で発見した自分の強みを生かし、
人気のお片づけの家庭教師として大活躍。

遠山 茂雄様　つばさ社労士事務所　50代

コーチングで見つけた使命が叶いました！
社労士に合格し、社労士・研修講師として活躍。

横澤 有季様　勉強法コーチ　40代

自分の強みでコーチ起業の成功と子宝にも
恵まれて理想のライフスタイルが叶いました。

山本 直様　個人事業主　60代

定年後の仕事として、
瞑想コーチ起業に成功しました。

　長年勉強してきた瞑想による願望実現
で起業しようと考えていましたので、瞑
想に加えられる有効なお客さまサービス
を探していた時に、晴美コーチのフロン
ト講座に参加する機会がありました。そ
こから4年くらいメールマガジンを愛読
し、そろそろ起業準備という時に、コー
チング入門講座に参加しました。

　Angel Wingsのコーチングは、宇宙の法則、心の法則に基づい
ており、私の提供する瞑想と整合性が高い事を感じたため、次
の講座にも申し込みを決意し、受講した結果は、予想以上、期
待以上でした。瞑想コーチとして、私の瞑想サービスの中核を
心の法則コーチング®が成しています。
　ここまでできた理由は、ベーシック講座、アドバンス講座、
コーチ養成講座と、段階を踏んで、我々のレベルに合わせたご
指導をいただけたことです。しっかりと習得できましたし、ク
ライアントへコーチングを提供した際、晴美先生の卓越した
コーチ力に基づくアドバイスによりコーチングを行うことで、
クライアントの心の扉が開き数十年来の悩みが解決し、私も新
しい気づきが得られ、人をサポートする新しいビジネスの可能
性が開いたのがこの時でした。
　もし、受講していなかったら、起業する決断ができなかっ
たと思います。心の法則コーチング®を習得する過程で、相手と
フラットな立場で人と話ができる様になりました。特に、息子
や部下と、同じ目線で付き合うことができるようになり、相手
の素晴らしさに目が向くようになりましたので、瞑想コーチと
しての人間力が少し増したのではないかと考えております。

　今から 15 年前に晴美コーチと出会いま
した。当時は、外資系金融会社勤務、33
歳最年少で支社長を経験し会社からの評
価も高く順調に進んでいたのですが、こ
のまま会社員を続ける未来が描けず ···
　体験コーチングを受けた時「あなたの
使命は何ですか？」という質問を受けて

衝撃を受け、そこから人生計画が 180 度変わりました。コーチ
ング講座を受講する中で、目標が次々と叶い、会社員を辞め自
分らしく自然体で生きるために社労士にも合格。研修講師とし
て99％のリピートをもらえるなど、想像以上の人生が展開して
います。
　コーチング力で経営者をサポートする人気社労士＆経営コン
サルタントとして活躍。社会貢献をするために若手人材を採用
するカフェも設立。心と時間の自由を得て人々の幸せ創造に邁
進しています。

　倒産や難病でどん底だった 10 年前、ワ
ラをも掴む気持ちで晴美さんのコーチン
グを受けました。晴美さんは、丁寧に話
を聞いてくださった後に質問をしてくれ
たのです。「晴恵さんは、どんなことをす
るのが苦にならないですか？」私が答え
たのは「どんな部屋でもコックピットの

様に使いやすくするのが気持ちいい」と伝えると、「収納とコー
チングを掛け合わせた仕事を作ったらどう？」と晴美さんから
アドバイスされました。
　私の頭では、全く思いもよらない仕事で「そんなこと仕事に
なるの？」と驚きでした。　「やってみよう！」と思い晴美さ
んのコーチングを学び、家事代行サービスでも修行した結果、
某家事代行サービスサイトで予約が取れないほど人気のお片づ
けサポーターに！テレビ・ラジオ・雑誌に出演し、本の監修出
版にも成功。心も身体も時間も経済も健康で、仕事が楽しくて
仕方がない毎日を送っています。

　この先の人生で迷っている時に、ある
セミナーで晴美さんに出会いました。人
生の方向性を明確にするのにコーチング
が効果があることを知ったことと、元々
コーチングに興味があったので、入門講
座に参加してみることにしました。
　「心のあり方」と「シンプルなコーチン

グ」をとても丁寧に少人数で教えていただき、実践的でとても
分かりやすく、すぐに体得でき、仕事の現場で即、活用できま
した。その後、コーチ養成講座を卒業。
　現在は、社労士試験に一発合格した経験を生かし、資格試験
の勉強法とコーチングをドッキングさせた勉強をサポートする
コーチとして活動しています。その後、念願の子宝にも恵まれ
子育てしながらコーチ起業ができています。当時の私は未来が
見えなくてどうしようか？と迷っていましたので、コーチング
スキルと共に、未来を開く考え方、心のあり方を学べたことが、
起業に役立っていますし、コーチとしてクライアントのマイン
ドをサポートする上で大いに役立っています。晴美さんの愛と
悟りのコーチングに出会わなければ、今の私はありません。

～心の法則コーチング でこんなに変化がありました！～
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匿名様　20代　看護師

たった３ヶ月で人生が 180 度変わり、本当の自分の人生を歩み始めています。

　コミュニケーションを学びたくて晴美先生のコーチング講座
に出会いました。その人の中から答えを引き出すスキルは私が
求めていたものだったため、もっと学びたいと思い講座に申し
込みをしました。
　講座の内容は興味深く、また受講後に前向きな感情になれ、
なんとなく良い感じがします。
講座では、コーチングだけでは無い視点を学べて大変勉強にな
り役立ちます。心の法則を実践すれば確実に人生は好転してい
くと感じています。なぜなら、私の人生がスタートしてたった
３ヶ月で 180 度変わりました。
　前職時代はあんなに苦しんでいたのが嘘のように、今はやり
たいことをやって毎日一歩ずつ前に進んでいます。また自分の

使命というべきものも徐々に明確になっていきます。今は、本
来自分の持っている力を発揮できるような環境にいれ、居心地
良く幸せ、かつ社会貢献にも繋がっていくと感じています。
　もし、受講していなければ、本来ある力を使えないまま、時
間を非効率に費やし、ずっと耐えながら苦しんでいたのではと
思います。
　受講前はかなり自己肯定感が低かったのですが、今は全くそ
んなこと無く、心が安定して明るく前向きに、今後の人生の目
標に向かい進んでいます。また、願ったことが予想以上に叶っ
たり、良い出会いが沢山増えてきています。
この半年の変化は本当にすごいなと思います。この講座に出会
えて大変感謝しています。

染野 勝様　50代　経営者　埼玉県

自分自身と未来を信頼することができ、新規事業が順調にスタートしました。

　新規ビジネスを立ち上げるにあたり
コーチングのスキルが必要かと思いイン
ターネットでAngel WingsのHPを見つけ
メールセミナーに申し込み、その中身か
ら講座に興味がわいたため、コーチ養成
講座の説明を受けることにしました。
　小手先の手法が多い中、人間の本質の

部分や、普遍的なものを感じたため、コーチ養成コースまで一
連のコースを全て申し込みました。
　実際に受講して、少人数でワークを進めて頂けることで置き
去りにされることなく学べ、しっかりコーチングを習得できま
すし、出会うメンバーが良い方ばかりで心を開いて素直に自身

匿名様　40代　会社員　東京都

　他社のコーチング講座を受講したのですが、効果を感じられ
なかった時に、実方先生の講座では、1 回のセッションでもク
ライアントに変化があると聞き、受講しました。実際に講座の
中で、参加者の問題の本質があぶりだされる瞬間を何度も目の
当たりにしました。自分の心の奥底の本当の願いに気づくこと
が出来、目の前の仕事も、全てその経験ととらえることが出来

るようになり、目指すべき道が定まると、協力者が現れ、やる
べき道がはっきりとしました。
　もし、受講していなかったら、現状維持が続き、やるべき道
への一歩が踏み出せないままだったと思います。過去のしがら
みに影響されることなく、一番大切にするものだけ選び取ろう
という気持ちになれました。

成功をブロックしていた心の壁が取れ、10年間営業で 2番が 1番になりました。

のビジネスの内容や悩みを話せる環境だったことは、スキル習
得とともに自己成長に良い影響を受けています。
　その結果、「自分の人生を自分らしく進んでいこう」と勇気が
湧き新規ビジネスの展開に向けて行動できました。仕事でも
コミュニケーション力が上がり契約やその後のフォローも上手
くいくようになりました。家族経営なので、子供達に事業の
バトンを渡していく上で、しっかり子供達の話を聞きやりたい
ことを引き出すコーチング力は効果を発揮しています。
　もし、受講していなかったら、まだ、自分に迷いがあって踏
み出せていなかったと思いますので、講座を受講して、自分自
身と未来を信頼できていることが一番の財産となっています。
その結果、新規事業も順調にスタートしています。

　英語コーチングをメニューにとりいれ
るために、いくつかのコーチング HP を
みましたが、どこか固くとがったイメー
ジがありました。しかし晴美先生のペー
ジはやさしく温かい他とは違う印象を受
けました。もともと潜在意識に興味があ
り、心の法則コーチングスタイルにすっ

と強くひきこまれました。
　また、海外で実績をつまれているところで本物だと感じまし
た。講座を受けるたびに、自分では気が付かなかった自分の深
い部分に気づくことができ、新しい発見がたくさんあり、自分
の中の潜在意識が愛に書き換わった分量だけ、生徒達に与えら
れるものが変わり、子供達が変化してくれている事に気がつき

ました。
　受講後、半年で生徒たちがいろんな面で結果を出しはじめま
した。スピーチコンテストにチャレンジし最優秀賞をとったり、
模試でリスニングが満点だったり、2ヶ月で中学受験に合格し
たりと、たくさんの変化がありました。
　それは、私の人との話し方、接し方が変わり、自分の考えが
正しいという意識を捨て、相手をコントロールすることを止め、
相手に気づかせるということを意識して会話をするようになり
ました。その気づかせるために質問をするようになった結果、
生徒たちが自分で気がつき、やる気になり取り組む生徒が増え
たのです。受講後にあるフォローアップ講座も毎月参加して腕
を磨いています！

匿名様　40代　英語学習塾経営　兵庫県

自分の心が愛情で満ちると、生徒たちがどんどん成果を出し始めました。
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石橋  正識様　40代　会社員　大阪府

自己肯定感が上がり 10回目の転職に成功！９ヶ月で昇進しました！

　本格的にコーチングスクールを探して
いた時に晴美さんのHPに行きつき、オ
ンライン面談をしていただき、これだ！
と思いすぐに申し込みをしました。
　決め手は、15年以上独立コーチとして
活躍していること、スキルよりも心の状
態やあり方を大切に、少人数制で実践練

習が多い、他のコーチング講座よりもコストパフォーマンスが
良いことなど、私が求めるものでした。
　晴美さんの経験に基づいて作成された実践的な内容のテキス
トや、受講生同士の練習の時や、改善すべき点が出てきた時に
「何がいけなかったのか」「どうすれば良かったのか」をその場

で教えて頂くので、スキルの向上スピードが速いこと、受講生
の方は、良い人ばかりで安心安全な場であったこと。
　もし、受講していなかったら、恐らく自分の人生に後悔して
いることが多かったと思います(笑) 心の法則コーチング®を実
践していくことで、ありのままの自分で生きることができ、何
があっても「これでいいのだ」と思えるようになってきました
し、自己肯定感が上がりました。私は適応障害を4回、転職も10
回以上経験しています。一般的な価値観から考えると、典型的
なダメ人間のレッテルを貼られると思いますが、「こんな自分
だからこそ、役に立てる人や会社がある」と思って前向きにコ
ツコツ行動できるようになりました。

小松  郁子様　60代　英語講師　神奈川県

学んできた事とコーチングを統合して、自分らしいサービスを作るイメージが持てました。

　色々なスピリチュアルな手法を勉強し
ましたが、キャリアとして活かすには全
く自信がない状態でした。そのような時
に晴美先生の動画を観て共感できること
が多々あり、コーチングのスキルと潜在
意識への働きかけという 2 本の柱がしっ
かりしていると感じたことと、少人数の

講座という点も気に入り、ここならコーチングのスキルと私の
学んできたことを統合して何かができるのではないかと思い講
座に申し込みをしました。

　講座を受けて期待以上にコーチングのスキルと潜在意識への
働きかけのワークの内容が濃いものでした。グループワークの
中で、何人もの受講生の方々が、ご自身の中から気づきを得て
変わられていくのを目の当たりにして、感動しています。
　またフォローアップ講座もあり、活用させていただいています。
　少人数制ですので、晴美先生が受講生一人一人にしっかり向
き合ってくださいますし、他の受講生の方々から良い刺激を受
けています。自分がやりたいことのビジョンが見えてきて、自
信も出てきました。アドバンス講座の受講がこれからなので、
次の展開が楽しみです。

井上 智子様　60代　経営者　福岡県

この講座は、本物だ！と確信出来ました！

　以前よりコーチングは興味がありまし
たが、コーチングを教える人の資質と
コーチングのスキルその 2 つが本物だと
確信できる人との出会いを待っていまし
た。晴美先生に出会った時に、この人だ
と思いすぐに個人セッションに申し込み
をしました。マインドとスキルの両方を

教えてくれる心の法則コーチング® 講座の受講もすぐに決め

ました。
　受講した結果、私の心の癖と言葉の癖に気付かされたことは、
仕事にもかなり役に立ってます。
もし、受講していなければ、人の見方や人との関わりが変わら
ず、自分の成長を感じられずいたかと思うとぞっとします。
　感受性、言葉の選び方、反省のスピードと内容、3 つが同時
進行で変化し続けていますので、これから広がる私のビジネス
の仲間作りに大いに役立つと確信しています。

　講座を受講したのは10年以上前。５人の子育て中、子供が不
登校、引きこもり、警察に補導されている状態で悩んでいた時
に、友人に誘われて入門講座を受講したのがきっかけです。相
手に関心を持つ傾聴のスキルを学んだのですが「私は子供たち
の話を聞いていないのでは？」と気づきがあり、本講座へ申し
込みをして受講を進めました。ある日、グループコーチングレッ
スンの時、一緒に参加されていた 19 歳の女性から「私だったら、
もっと真剣に叱ってほしい」と涙ながらに言われました。仲間
達が一緒になって私の問題解決を真剣にコーチングを通して発
見や気づきを促そうとしてくれる愛の思いに触発され、帰りの

新幹線の中で息子に、生まれてきてから今までどれだけ愛して
いるかメッセージを送りました。すると息子から「俺もママの
息子でよかった」と一言返信があったのです。涙が止まりませ
んでした。私が変わると、息子達３人に顕著に変化が現れ、大
検を取り大学に行き卒業した子、仕事をして独立をしている子
など、今では立派になり私の良き相談役です。  もし、あの時に
私の心とコミュニケーションが変わっていなければ、あのまま
家族が崩壊していたかもしれません。あれから10年以上が経過
し、5人の子供と10人の孫に囲まれて、私の対人関係も劇的に
変わり、日々、幸せに楽しく過ごしています。

　匿名様　60代　（受講時は、49歳）　主婦　兵庫県

不登校引きこもりだった息子達が立派に成長してくれました。
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連絡先　E-mail : info@coach-angel.com

Angel Wings（エンジェルウィング）　　　　　　　　　 　
実方 晴美
2006 年 2 月 11 日                   
■ コーチングプログラム開発、コンサルティング
■ 各種コーチング講座・セミナー･ワークショップの開催
■ プロフェッショナルコーチ養成、コーチ認定試験
■ パーソナルコーチング、コーチ紹介
■ ビジネスコーチング、企業研修
■ ヘルスコーチング

「コーチングに興味があるので相談してみたい」
「自分の強みを活かして副業・起業したい」など、
どのようなご相談でも大歓迎です。

お問い合わせフォームに、ご希望のご相談内容を
記載してお送りください。

お問い合わせ・ご相談・お申し込みの流れ 

Step1  

個人コーチング体験セッションでご相談を受けます。
その内容から次のサービスのご提案をさせていただきます。

Step2

コーチングを学ぶ方は
コーチングマスター講座へ

コーチングを受ける方は
コーチングセッションコースへ

お問い合わせ
フォーム


