
コミュニケーショントレーニングネットワークが
すべてのビジネスマンへお届けする！
ビジネスコーチングの虎の巻！

Hidemitsu Kishi　Executive Coach岸 英光　エグゼクティブコーチ CTN統括責任者PROFILE

東京都出身。大学卒業後、企業にて企画・営業・開発を手がけると同時に、最新の各種コミュニケーション・
能力開発などのトレーニングに参加。自らコーチされることを通して日本人に即したプログラムをオリジ
ナルで構築。その後、人間関係や能力開発に関する様々な分野のセミナー・講演・研修・執筆活動を展開。
対象は企業、教育、医療機関、自治体、一般参加者対象の講座など多方面にわたり、機能するコミュニケー
ションを日本の文化にするべく精力的に活動中。テレビ・雑誌・新聞でも取り上げられる。
講演・講座・研修は、全国で年300回以上。

日経BP「課長塾」･NTT･ KDDI ･サノフィアベンティス･武田薬品工業･NEC･富士電機･東芝･日立･日本HP･日本オラクル･SONY･関西電力
･ANAグループ･佐川グループ･成田国際空港･野村證券･日本FP協会･全国地銀協会･岩手県建設協会･プルデンシャル生命･ソニー生命･
日清医療食品･日本テレビグループ･東京特別区合同研究所･教育庁（東京都･沖縄県）･各地教育委員会･各地社会福祉協議会･ベネッセ･
WAOコーポレーション･札幌医師会･慈恵医大病院･聖マリア病院･みつぎ総合病院･農水省･長野県庁･愛知県庁･広島産業振興財団･
各地商工会議所･広島理学療法士会･看護協会（広島･福岡）･日本産業カウンセラー協会･千葉保健師会･JA北海道中央･JAIFA
日本エステティック協会･岩手県アマチュアボクシング連盟･独立行政法人高齢/障害者雇用支援機構･日本精神科病院協会北海道支部　他

Recent achievement最近の講演・研修先  

仕 事Business

全国各地でコーチング講座を提供しています。研修・講演のご相談も承っております。詳しくはCTNサイトをご覧ください　 http://www.communication.ne.jp 2016/2 更新

「課長塾 女性部下育成の教科書」

日経ビジネス主催の人気セミナー「課長塾」女性版、「女性マネジャーのための課長塾」でも講師を
務める岸英光が、特別講義「組織変革は女性の方が得意　男性はジャンヌダルクを支えよ」でムック
全体を締めくくる。「パラダイム」という見えないものを感じ取る感性が優れている女性こそが意識
改革や組織変革の切っ先となることを、男性管理職の弱さと共に解説。女性リーダー自身も上司や
部下に女性を持つ人も必読の教科書。

■発行所：日経BP社（2014年5月）
■価格：1000円＋税

「課長塾 部下育成の流儀」

期を重ねて開催されている日経ビジネス主催の人気セミナー「課長塾」。
岸英光をはじめとする主要講師陣が、マネジャーから真のリーダーとなり人と組織を活かし
パワフルな行動と結果を引き出すエッセンスを惜しみなく指南。
岸は「思考と行動を止めている枠を外せ」の章にて「パラダイム」と「インテンショナルメッセージ」を
解説。

■発行所：日経BP社（2013年3月）
■価格：933円＋税

「テクニックを超えるコミュニケーション力のつくり方」

コーチングの核にある本質的なコミュニケーションには、人と世界を変える力があります。
この本は、そのパワフルなセンスへの入り口を提供します。
あさ出版からの既刊「プロコーチのエンパワーメントコミュニケーションの技術」から
一連のテーマを抽出し、加筆・再構成した入門書です。

■発行所：あさ出版（2014年2月）
■価格：1400円＋税

「課長塾 部下を持つ人の教科書」

対談「組織変革の真実　人を動かして成果を上げる」として
エグゼクティブコーチの岸英光と、ラグビーU20日本代表ヘッドコーチを務める
中竹竜二氏の対談。経営とスポーツという異分野の2人が、「パラダイム」
「リーダーシップとフォロワーシップ」等のキーワードでマネジメントの本質を語る。

■発行所：日経BP社（2016年1月）
■価格：907円+税

「営業マンは頑張るな！」

「営業」とは本来、頑張って無理をして心身をすり減らしながらするものではない。また、モチベー
ションだ、やる気だ何だと、自分をたきつけ続けなければならないものでもない。本当はとてもやり
甲斐のある喜びに満ちた仕事である。実際に、軽やかに生き生きと欲しい結果を出している人たち
がたくさんいる。そのどちらに入るかを決めるあなたの中の「価値観の枠組み（パラダイム）」を切り
替え、営業だけでなく生き方も軽やかにするスキルをお伝えする。

■発行所：メディアパル（2012年11月）
■価格：1000円＋税

「働く男子のルール」

■ 発行所： 明日香出版社 (2010年8月）
■ 価格： 1300円＋税

仕事・お金・時間・人間関
係・恋愛等、日常のあらゆ
る分野にコーチングセン
スを取り入れ、『パラダイ
ムシフト』を創り出すとって
おきのルールをコーチ岸
英光が提案する。ただ単
にこうしましょうというよう
な薄っぺらなテクニックで

も一時しのぎのノウハウでもない。
内容は一切「男女不問」！

「プロコーチの
　コーチングセンスが身につくスキル」

■発行所：あさ出版(2008年7月/新装版)
■価格：1500円＋税

コミュニケーションを活か
すものは言葉の並べ方で
も話し方のテクニックでも
なく、その人のあり方であ
りセンス（感覚）だ。人が行
動し前進するしくみの本
質を理解し、感じる力を身
につけ、そこに触発を起こ
し、あなた自身や周りの人

が圧倒的な結果を創るパワフルなコーチ
ングセンスについてお伝えする。

「あなたの熱意は
　なぜ伝わらないのか」

■発行所：かんき出版(2006年5月)
■価格：1400円＋税

表面的な熱さや勢いなど
ではない。といって美辞麗
句の羅列や論理的な文章
でもない。
コミュニケーションにおい
て本当の言葉の迫力と
しっかり相手の中に残る
質感を生み出すものは
一体何かを探究する。

「潜在能力MAX!! 
　コーチングパワー」

■発行所：株式会社ホロスプランニング
　(2011年12月)
■価格：19800円＋税

今信じているその「やり
方」が、もしかしたらア
ナタの実力発揮を妨げて
いるかもしれない。
アナタがアナタらしく、幸
せに、MAX 成果を出す
方法は、実はアナタ自身
の中にある。アナタ本来
の潜在能力とは？

その答えを引き出す方法をお教えする。

「ザ・coach
　　君はコーチングの本質を知っているか！」
 

■発行元：YMRプロジェクト(2007年3月)
■価格：3800円＋税
■対談：岸英光＆石川尚子

人を本当に前進させ、成
果を出すコミュニケーショ
ンとは？コーチングの肝は
探究することと味わうこ
と。更に「簡単でいい」
と許可すること。
コーチとして生きる２人
が、コーチングの本質と
その醍醐味を語りつくす。

｢現役アナウンサーが教える
   飲ミュニケーションの極意 幹事力!｣

■発行元：ごきげんビジネス出版（2014年1月）
■価格：400円＋税
■著者：森順子／電子書籍Amazonで検索

判断力や対応力など、幹
事を通じて身につく力を
支援する一冊。「聴く」「軸
を持つ」などのコミュニ
ケーションのポイントや、
アナウンサーの視点から
見た司会のコツを、著者
の体験を通して分かりや
すく紹介。 

ビジネスマナーを取り入れた実践的内容
にもなっている。

ひ と 【Kindle版】
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書籍はお近くの書店でもお買い求めいただけます（一部商品除く）。講座や講演も日本各地で開催しています。ぜひサイトをご覧ください　http://www.communication.ne.jp

Education教 育

岸英光が「あなたの能力を
解放するスキル、コーチン
グ」と題して、パラダイムに
ついて語る10分間の入門
動画です。

1ヶ月に1回、毎月27日前後
に配信。コードを読み込み
CTNのサイトでメールアドレ
スを登録すると定期購読が
できます。

講座案内メルマガページへ

コードを読み込みCTNの
サイトでリンク先のネット書
店や取り扱いサイトより書籍
やDVDを購入することが
できます。

岸英光の動画ページへ 書籍/DVD購入ページへコミュニケーショントレーニングネットワークとは・・・

｢流学日記」

■出版社：幻冬舎文庫
　(2006年6月）
■価格：495円＋税
■著者：岩本悠

｢共生コーチング」 
｢共生コーチング　その２｣
■発行元：
　NPO法人チットチャット
　（2009年10月）
■価格：500円＋税
■著者：森嶋勉、森美智代

「命がしゃべっている」
  ～コーチ岸英光の生き方～

■制作統括：E・Eプロジェクト
　(2006年1月)
■価格：1500円＋税

｢たっくんの みっちゃんいらっしゃい」
｢たっくんの おなまえは？｣

■発行者：アイム
　（2013年5月／7月）
■価格：1000円＋税
■作：友岡敦・絵：福田公美子

｢あなたが変わると
　子どもが変わる｣

■出版社：えじそんくらぶ
　（2006年1０月改訂版）
■価格：500円＋税
■著者：岸英光・高山恵子

あなたの「価値観の枠組み」が大きくシフトする！ コーチングはやり方だけでは機能しない。
子育て・教育、医療・介護、スポーツ……人の前進にかかわる全ての方への必読本！！

コミュニケーショントレーニングネットワーク(ＣＴＮ)は
機能するコミュニケーションセンスを日本の文化にする
意図で活動しているネットワークです。
岸英光が統括責任者を務めています。

「ほめない子育てで子どもは伸びる」

私たちが自然に良しとしている『ほめて育てよ』は
本当か？  何を奪い失うか？
それとは逆に、真に対等な関わり
の中で、自尊心を育み、バイタリ
ティを持って創造性・自主性のあ
る子どもを育て伸ばす関わり、
メッセージとは？

■発行所：小学館 
　 （2010年11月）
■価格：1200円＋税

「悩んでばかりの自分から抜け出す方法」

初めてのことや、苦手なことをするときの不安や心
配は誰にでもあります。でも、そんなネガティブな気
持ちこそ、成長のチャンス到来の
サインなのです。本書では、マイ
ナスな感情と上手につきあい、ど
んどん行動を起こせるようになる
ための心のコツが満載です！

■発行所：日本実業出版社
　 (2012年2月）
■価格：1400円＋税

「失敗する子は伸びる」

本書は、失敗体験の重要性を訴えるとともに、失敗
への対応法を伝授する子育て書。
子どもが失敗体験に傷ついたり
折れたりすることなく、現実を
しっかりと受け止め通り抜け、軽
やかに越えていき、成長の種とす
るためのヒントがいっぱいです。

■発行所：小学館 
　 （2012年3月）
■価格：1200円＋税

「弱音を吐いていいんだよ」

弱音が吐ける子どもこそ伸びる！ ついつい「弱音を
吐いちゃダメ」と言ってしまいませんか？ 心の弱さ
はあっていいのです。弱さを味

てしそ、い怖「。うよし長成てっわ
やってみる」。弱音を否定するので
はなく、まずはすべて聴き切って
みることで、驚くべき変化が！

■発行所：講談社
　（2009年1月）
■価格：1300円＋税

「“理由を探る”認知症ケア
　　～ 関わり方が180度変わる本 ～」

「認知症の人の言動には理由があるといいますが、どう
すればその理由がわかりますか？」という声をよく耳にし
ます。本書では、その理由を探るため
に必要な観点や、コミュニケーション
のコツ、家族支援にもつながるポイ
ントなども網羅しています。これまで
の関わり方を振り返り、よりよい関わ
り方へと導いてくれる一冊です。

「スポーツから学ぶビジネス力」

リーダー・指導者として、自分もプレーヤーも成長させ
結果を手に入れるには……？
本書では人が自ら作ってしまう
壁を突破するスキルとセンスを
スポーツを通してお伝えしています。
成功を手に入れる本質は、スポーツ
もビジネスも勉強も人間関係も、
全て、違いはありません。

■発行元：ギャラクシーエージェンシー
　 (2014年2月）
■価格：1399円＋税
■著者：森 美智代

■発行元：メディカル・パブリケーションズ
　 (2014年8月）
■価格：1500円＋税
■著者：ペ ホス

「生活習慣病診療に役立つ受容と和みの
　コーチング～コーチングセンス10の対応法～」

治療の主役である患者が、自らの生活習慣の課題に気づ
き、実践するために本書が役立ちます。患者への向き合
い方を大事にするコーチングが、患
者の主体性を促し、新しい生活習慣
を身につける力を育むのです。また、
職場での人間関係、さらには実生活
にも応用できるさまざまなコーチン
グセンスを取り上げています。

「患者さんに信頼される医院の
   　心をつかむ医療コミュニケーション」

非日常である病院という場所では、マニュアル通りのコ
ミュニケーションは通用しません。「患者さんに信頼され
本音を引き出す会話」「自発的な行
動を促すかかわり方」「医療事故防
止にもつながる院内コミュニケー
ション」など、コーチングセンスを医
療現場で活用するための実例を多く
取り入れた１冊です。

■出版社：同文舘出版
　(2014年4月）
■価格：1800円＋税
■著者：藤田菜穂子

■発行所：株式会社クリエイツかもがわ
　(2015年1月）
■価格：1600円＋税
■著者：山本美保・深尾篤嗣


