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10 周年イベントで祝辞を述べられる山谷先生

■ 妹に出ていた私のなかの依存心
　４年前のこと、婚活中の双子の妹がなかなか結婚でき
ずに、母との関係も悪くなっていました。私自身は結婚し
て子どもにも恵まれ、仕事でも特に問題はありませんでし
たが、妹が幸せではないのに、自分が幸せではいけない
ように感じて悩んでいました。
　たまたま「思考が現実化する」というフレーズを見て、
家族に関しても自分の思考が現実化しているとしたら、そ
れはどういうことかと疑問に思いました。「思考が現実化
する」で検索してカウンセラーを見つけて、フラクタル心
理学の個人セッションを受けたのです。　
　セッションでは３６０度まわりは自分の深層意識である
ことを示した関係図を使って、深層意識が身近なところか
ら現実化する仕組みを教えていただきました。妹が結婚
できないのは、母への依存心が強いからで、私のなかに
ある依存心が、代わりに妹に出ていると言われて腑に落
ちました。自分のなかに依存する気持ちがまだあることは
薄々感じていたからです。
　依存を直す修正文として、自分の環境は自分が選んだの
であり、親のせいではないこと、与えられるべきものは十分
与えられてきたことを毎日寝る前に、深層意識に伝えました。
　しばらくすると、妹が「結婚できないのは自分のせい
なのに、家族のせいにして申し訳なかった」と私と母に謝っ
てきたかと思うと、出会った人とすぐに結婚しました。深
層意識を修正したことで、あっという間に私の頭を悩ませ
ていた問題が解決したのです。

■ 父の能力を知りチャレンジする力を得る
　その頃、私は健診クリニックに医師として勤めていまし
たが、残業もなく、昇進もなく、何のチャレンジもない職
場環境でした。子育て中だからそれでいいと思っていまし
たが、フラクタル心理学のマスターコースを学び始めると、
「現状維持は退化と同じ」と学び、現状から抜け出して、
もっと成長しなければと思うようになりました。
　家族関係コースを受講すると、「自分が成長することが
子どものためになる」と聞きました。子どもたちはまだ幼
く手がかかりますが、母親として、仕事を頑張る姿を見せ
ながら育てていこうという思いが強まりました。
　その後、美容・健康コースを受講すると、周りに患者
さんを作っていたのは、自分の怠慢さや被害者意識であ
り、自信がない、自分にはムリと言って、チャレンジしな
いのも怠慢さからきていると知りました。

　さらに、中級まで学ぶと、能力
を上げるワークで、父の能力を見
直して自分の能力にも気づき、開
業する勇気を得ることができまし

た。父は公務員でしたので、私は経営には向いていないと
思っていました。ところが実際には、父は保険・医療関係
の公務員で、病院建設や経営に携わるなど、責任者として
大きな事業を動かしていたのです。   「親も自分の深層意
識」と考えると、私にもその能力があり、その力を使え
ば何でもできると思えて、自信が生まれました。

■ 産業医として開業し、美容・健康コースの講師になる
　中級を受講した年に、産業医として開業しました。ご
紹介者に挨拶に行くなど、積極的に外に出るようにすると、
思っていたよりも多くの契約を取ることができ、収入もアッ
プしました。職場が元気になるようにアドバイスすること
で、予防医学に携われるようにもなりました。
　昨年、フラクタル心理学の美容・健康コースの講師に
もなりました。自分の健康は自分で
つくることや、老化や死への怖れな
ど、医学では対応できない根本的
な問題を変えていけるところが素晴
らしいと思っています。

　フラクタル心理学を学ぶうちに、「フラクタル心理学は
究極の予防医学ではないか」という思いが強まりました。
医療の現場でも広められる方法が見つかるように、また、
伝える技量が備わるように、今後も
研鑽を積んでいきたいと思います。

■川澄幸子さんのブログ
フラクタル心理学 美容・健康コース
in 仙台 https://ameblo.jp/arusenpu2/

フラクタル心理学協会認定ステーションからのご挨拶
ＴＡＷ１０周年記念イベントで来賓の祝辞をいただいた山谷春喜先生から、
フラクタル心理学を学んだご自身の体験をお話しいただきました。

一般社団法人フラクタル心理学協会 会長
株式会社アクエリアス・ナビ 会長

一色 真宇／ Mau Isshiki

フラクタル心理学協会の事業の一環「メディカルラボ１５０」の発足を記
念し、ＴＡＷ１０周年記念イベントでは、顧問の川澄幸子先生がご挨拶されまし
た。今号ではフラクタル心理学を学んだご自身の体験をお話しいただきました。

フラクタル心理学協会 顧問
美容・健康コース講師　　

川澄 幸子 先生
宮城県在住

昨年８月、医療や健康に携わってきた
フラクタル心理カウンセラーによりメ
ディカルラボ１５０が結成されました。
フラクタル心理学のカウンセリング事
例を集積して、予防医療に役立ててい
くことを目的に活動していきます。

新潟県見附市南蒲原郡医師会 会長
山谷クリニック 院長　　

山谷 春喜 先生
新潟県在住

やまや

フラクタル心理学・
メディカルラボ１５０発足

■ 発展するフラクタル心理学
　昨年は TAW１０周年を迎え、記念
イベントを開催することができました。
全国からお越しくださったみなさま、誠
にありがとうございます。
　２００７年に「真夜中の光（Theory 
of an Advanced World）」を書きました。
当時は講師は私一人でしたが、それから
１０年経ち、現在は全国９か所でフラク
タル心理学のマスターコース講座が開催
されている日もあります。このように発展
するとは、本当に過去の思考が現実化し
たと思います。ここまで広まりましたの
は、ひとえにご支援いただいております
皆様のおかげです。本当にありがとうご
ざいます。

■ 脳の機能を生かすことで見える世界
　なぜこの理論を広めたいのか、ということを私自身考え
てみることがあります。
　たとえば、パソコンでできることの全部を知らずにいて、
その１０％しか使っていないとしたらどうでしょう。それで
は、自分がいったい何ができるのかということはわからな
いでしょう。私たちの脳も同じで、その機能を十分に生

かさなければこの世界のおもしろさ
はわからないでしょう。私は、脳が
本当に十分に使われたとしたら、ど
んな世界になるかを知りたいのです。
　ＴＡＷを学んだ皆様はこの世界の
構造をご存知ですし、脳の修正のし
かたもご存知なのです。ですから、
脳を誰よりも活性化できるのです。
　脳を活性化し続けたら、１０年後
の世界はどんなふうになっているで
しょうか。それは現在の私たちが想

像もしないすばらしいものでしょう。それを味わう楽しみ
こそが、私たちがここに存在している目的です。それを一
人でも多くの人と分かち合うことがおもしろいから、私は
この理論を広めたいと思うのです。

■ この１０年の深層意識の変化
　新しい考えが、深層意識の中で一定のレベルに達した
とき、私たちの人生は大きく変わります。辛抱強く積み重
ねましょう。ある日気が付くと、世界がすっかり変わって
しまっていたという日が来るでしょう。
　記念イベントでは、たくさんの方々に、今までの１０年
間にどんな変化を起こしたかをお話いただきました。それ
は、私の深層意識の変化であり、皆様の深層意識の変化
です。それを自分のこととして味わいながら、自分の変
化をさらに高めましょう。そして、本当の人生の目的へと
たどり着くことを楽しみにしましょう。

Before

After
■ 公衆衛生獣医師　小山 雅彦 さん  宮城県在住 ■ フラクタル心理学との出会い

　小学２年生の頃から吃音が出
始めて、学校の発表でどもってし
まったのがトラウマとして残り、
人前に出るとうまく話せなくなりま
した。
　その後、医学部を卒業して医
者になり、地元の市立病院の内
科医長として地域医療に携わって
きました。患者さんとは問題なく
話せますが、学会発表では言葉が詰まって、恥ずかしい
思いをしたこともありました。内科医として開業してからも、
対外的な活動は控えて、引きこもるように、診察している
状況でした。
　そのような経緯から、心の世界や宗教に関する本もよく
読んでいました。２年前に、『人生乗り換えの法則』宮崎
なぎさ（現、一色真宇 著　講談社刊）と出会い、「すべ
てが自分の投影である」「現象はフラクタル構造になって
いる」など、新しい概念に衝撃を受けて、マスターコース
を受講したのです。　

■ 深層意識の思い込みを変える
　初級では、深層意識にある思いによって吃音が出るこ
とを知りました。私の場合、人前に出たい欲求があるに
もかかわらず、深層意識に責任を取りたくない、他の人と
一緒になっていた方が安心だという思いがあり、それが吃
音となって自分の欲求の邪魔をしていたのです。深層意
識を変える修正文を作って、講師に添削してもらいました。
内容は、「自分の力で何でもできる。自分でやりなさい」「自
分が人生の主役だ」というものでした。
　受講生でフェイスブックグループを作り、講師からは、
フェイスブックに気づいたことや修正文を読んだ報告を書
き込むように言われ、無我夢中で言われた通りにしました。
　１日１０回を目標に、半年ほど修正文を読み続けると、
少しずつ自信のようなものが出てきて、自分でももっと
前に進んでいけるのではないかと思えるようになったの
です。
　中級では５ヵ年計画を書くワークがありましたが、「医
師会活動をもっと頑張ってやりたい」という目標を立てま
した。続けて受けた上級のワークでは、小さい頃をイメー
ジすると、父母が堂 と々話していたことを思い出しました。
フラクタル心理学は「親は非常に近い自分の深層意識」

と考えるので、私にも話す能力があ
るに違いないと思えました。
  「両親も堂 と々話していたので、あな
たも話せる素質を持っている。だから
大丈夫だよ」と修正文をつくって、繰
り返し自分に読み聞かせるうちに、人
前で話すときの予期不安も消えていっ
たのです。

■ 立候補して地域の医師会長になる
　次の年、「勉強が好きになる！」の講座を受けたとき、
ちょうど医師会の選挙が春に控えていました。これまで
何度か、医師会長への立候補を勧められていましたが、
医師会長は話すことが仕事のようなものなので、とても引
受けられないと断ってきたのです。
　ところが、今回は、自分は会長として務まるのではない
かと思えるようになり、講師に「地域の医師会長に立候
補してみようかと思う」と相談すると、「それはあなたの
仕事ですから、ぜひやってください」と勧められたのです。
講師の言葉はなかなか踏み出せない私への「未来からの
メッセージ」として大変励みになりました。　
　そうして、医師会長への立候補を表明すると、とんと
ん拍子に進んで、選挙では満場一致で決まり、６月から
会長に就任しました。

■ 生きがいのある社会をつくりたい
　私には「リーダーとして多くの人と関わり、大きな仕事
を成し遂げたい」という思いがありましたが、吃音のため
にその願望を抑え込んできました。フラクタル心理学を受
講したことで、人前でも話ができるようになり、医師会長
になったことで、今まででは考えられない人生が開けてき
ました。
　市長、国会議員、病院長など、付き合う人も変りました。
いい影響を受けて私自身も成長し、新しい世界も見えてき
ました。これがゴールではなく、さらに上の世界を目指し
て、フラクタル心理学を究めていきたいと思います。自分
のなかの可能性を追求することで、周囲にもさらにいい効
果が現われることでしょう。
　地域を活性化して、健康な人を増やし、生きがいのあ
る社会をつくっていきたい。最終的には日本をもっと良く
して、すべての日本人が総活躍できるようにしたい。その
カギがフラクタル心理学にあると思っています。

ＴＡＷ１０周年記念イベントで
の挨拶の模様（左から２人目
が川澄先生）

美容・健康コースの講師としてフ
ラクタル心理学を教えています。

ご主人と２人の息子さん、
義理のご両親と一緒に

不登校だった息子さんが有名校に進学し、皆勤賞を取り、ラグビーでも全国
大会出場を果たされます。ご自身も勤務先で希望部署に異動を実現され、い
きいきと充実した日々を過ごされています。
　父は仕事に忙しく、私は家族は放っておかれていると思
い込み、父を疎ましく思ってきました。フラクタル心理学で、
親の立場から自分のことを見たときに、「放っておかれたの
ではなく信頼されていた」「こんなにも愛してくれていた」と
父のことを理解することができました。父の偉大さに気づい
て、心から申し訳ないと思えました。
　また、フラクタル心理学で父と私、私と息子は、それぞ
れが相似形の関係になっているとわかりました。私が父への
思いを変えると、息子も私に対する態度を変えてきたのです。
私が考え方を変えて、エネルギーを出すようにすると、何も
言わないのに、息子も目標を持って一心に勉強するようにな
り、その後、息子は希望校に合格し、私も希望の部署に
異動するという、とてもいい結果を得ることになりました。
　これからも人生のターニングポイントで、フラクタル心理学
で学んだことを使っていきたいと思います。

TAW10年の軌跡　～過去・現在・未来～

人生の目的へとたどり着くために

フラクタル心理学で人生を乗り換えた受講生様

フラクタル心理学を広めて頂いている受講生様

相似形に気づいて自らエネルギー
を出すと息子に変化が

光　源 さん  宮城県在住
クリニックの事務長をされている奥様と一緒にフラクタル心理学を学んで実践
された結果、疲れにくい身体を手に入れ、患者さんや看護師さんにも変化が
見られました。仕事と共に生活面でもご夫婦でステージアップされています。
　私は外科医の父のことを「父親らしくない」と、非常に否
定していました。フラクタル心理学で、父との関係を振り返
ると、「誰よりも父親らしい素晴らしい父」と、父を見直すこ
とができました。その結果、相似形としてクリニックでは、看
護師さんたちが上司である私の指示通りに動いてくれるよう
になったのです。
　自分の怠慢さを正すためにスポーツジムに通い、身体を
鍛え、自分から動くようにすると、病状に変化のなかった患
者さんが、良い方向に変化していくケースが増えてきました。
漢方では心と体は「表裏一体」で、心が詰まると体の巡り
が停滞する「気鬱」になるとします。フラクタル心理学では「思
考が現実化する」として、心の状態が体に反映されると考
えますから、共通する点も多いと言えます。漢方の考え方を
取り入れながら、思考が体の状態をつくることを、わかりや
すく伝えていきたいと思います。

漢方の考え方と組み合わせて
フラクタル心理学を伝えたい

■ 能戸フーズ株式会社 代表取締役　能戸 圭恵 さん  北海道在住
会社を経営するなかでご自身が変化されることでまわりに協力者が増え、会
社の一押し商品である「がごめ昆布醤油」で日本ギフト大賞北海道賞を受賞。
４人の娘さんを育てる母の顔もお持ちです。
　フラクタル心理学を学んで、子どものときの家庭環境を振
り返ったときに、自分はなにもやらずに怠慢だったからこそ、
父に厳しく躾けられたのだとわかりました。勤勉な父母、勉
強やスポーツに頑張る兄や妹、私にはなにも才能がないと
思っていましたが、「周りは自分の深層意識」という視点を
知り、私はすべて持っていたことに気づきました。自分には
能力がたくさんあるとわかってからは、エネルギッシュに働け
るようになったのです。
　講座で学ぶなかで、自分の人生の目的や目標を思い出し、
現在の家族８人という賑やかな家庭環境も、私自身が望ん
だことだとわかりました。
　４年前に会社を起こしてからは、仕事を通して感動を共
有し合える仲間を増やしていきたいと思うようになりました。
地元の昆布漁を育てて、安心して働ける仕事環境をつくり、
地域の発展を目指していきます。

自分の能力に気づき、会社や地域の
発展に貢献したいと思うように

■ ＴＳＫ株式会社　代表取締役
　 フラクタル心理カウンセラー

事業を継ぎ、会社の方向性がわからなくなったときに、フラクタル心理学で
多くの信じ込みに気づき、思考の修正を進めた結果、売上げが増加。社会貢
献という人生の目的ができ、今後ますます発展が期待されます。
　父の急逝後、サービス事業を継いで６年間、経営の勉
強をしながら、事業を運営してきました。就任当時は、家
業を継いだという思いが強く、事業に興味を持てませんでし
たが、フラクタル心理学で、すべて自分が作りだしたことだ
とわかると、父のせいにすることがなくなり、父の才能と立場
を理解できるようになりました。
　事業に価値を見いだすこともでき、社会貢献という観点か
ら、仕事への心構えを一新できました。
　経営は、覚悟と決断の連続です。フラクタル心理学は、
経営者としてブレずに意志を貫くために、大変重要な支えと
なりました。今期は弊社３部門で前年対比を大きく上回る実
績を出しています。　
　現在、「再生」というキーワードで、新規事業を計画中
です。新たな事業でも皆さまに喜んでいただき、全国に広
げていけるように尽力していきたいと思います。

事業に価値を見いだし、前年比で大きく上回る実績に

フラクタル心理学を診療内科の医療現場に生かす（No.43 掲載）不登校から偏差値７０の高校に合格！（No.48 掲載）

日本ギフト大賞北海道賞を受賞！（No.46 掲載）

父の事業を継ぎ、苦しい状況を打破！　売上げも右肩上がりに（No.49 掲載）

■ 精神科医　クリニック院長
    フラクタル心理カウンセラー

ひかり

のみやま あきこ ほんだ りえ

おやま まさひこ げん

北野 叶奈子 さん  東京都在住
たまえのと

かなこきたの

本田 理恵 さん  北海道在住

　１年半ほど前にマスターコースを学んだときに、何よりもテキ
ストの完成度の高さに驚きました。ビジネスとしての直感のよう
なものがひらめき、将来、爆発的にヒットする驚異的な商品に
なる予感がしました。まだ誰も知らない魅力的な商品や仕事
は、時代の最先端を行くために、多くの人にはよくわからない
不思議なものに見えます。けれどもそんな仕事を見つけたら、
迷わずに誰よりも早く始めることがチャンスに繋がるのです。
　私自身はフラクタル心理学ダイエットコースを受講し７キロ痩
せたことをきっかけに、ダイエットコースの講師になり、同時に
コーディネーターの仕事を始めました。
　これまで瞑想を教えてきましたが、瞑想は創造主のスタート
の視点があり、フラクタル心理学は創造主のゴールの視点が
あると思い、スタートの視点を持っている人に、「ここに向かえ
ばいい」とゴールの視点を教えたところ、多くの賛同が得られ、
マスターコース入門講座開催時は５０名の方が参加されま
した。
　今後、マスターコースの講師になり、フラクタル心理学を教
えて、広めていきたいと思っています。

瞑想を教える傍ら、
フラクタル心理学を広めています

　３年前、オンライン講座のフローラプログラムを受けて私自
身が大きく変化したことから、一緒に学ぶ仲間が欲しくて、
ママ向けに有料の定期講座を開催したところ、「家事、育
児がおもしろくなった」と好評を得ました。
　マスターコース北海道十勝開催を企画して、会う人ごと
にフラクタル心理学の話をして参加を呼びかけると、他の講
座も合わせて３日間でのべ６０名の方が参加されました。「フ
ラクタル心理学を北海道に呼んでくれてありがとう」と言われ
ると、コーディネーター冥利に尽きます。良いご報告も自分
のことのように喜び、ときには涙する。フラクタルを知らずし
て他人や周りの変化をこのように喜ぶことができるでしょうか。
問題解決がゴールではなく、その先に望む未来をつくれると
ころがフラクタル心理学の醍醐味です。
　昨年２月で配偶者控除を超える収入を得ることができまし
た。未経験で専業主婦の私でもコツコツ頑張れば、このよ
うに稼げる仕組みに感動しました。現在の夢は、フラクタル
心理学を北海道に広めることですが、いずれはアジアの方々
にも伝えていきたいと考えています。

フラクタル心理学を北海道に広め、
いずれはアジアへも伝えるのが夢です

野見山 明子 さん  大阪府在住

１０周年記念イベントは、約１５０名の皆さまの
ご参加を得て盛大に開催されました。

ＴＡＷ１０周年の歩み
写真とエピソードでこの１０年を振り返りました。

スペシャルくじ引き当選の方たち
特賞は会長 一色真宇の継続３回セッションが
当たるというスペシャルな抽選会

講師の佐々木昇先生
による「本当の自分
を知る」ワーク

講師の寺岡明先生に
よる「呼吸から一元を
深める 」ワーク

この１０年で約３５０名のフラクタル心理学講師が誕生し、受講生も約１４,０００名となりました。この先の１０年でさらに
歩みを進めて皆さまが望む未来を創造し、フラクタル心理学も一層の発展を遂げることを、心に誓い合う日となりました。

司会の倉島麻帆さん
による「笑顔の作り方 
ワンポイントレッスン」

一色真宇による「図解でさらにわかるマスター
コース解説」マスターコースがわかりやすく
なると好評でした。

フラクタル心理学主要４コース講師紹介

人前で話す自信がつき、
立候補して医師会の会長になりました

父から受け継いだ能力に気づき
産業医として開業しました

TAW10年の軌跡　～過去・現在・未来～
イベントレポート

■ フラクタル心理学
　 ダイエットコース講師

■ フラクタル心理学
　 ダイエットコース講師

フラクタル心理学

http://www.taw.ac/
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昨年９月２４日（日）、東京青山にてＴＡＷ理論開発から１０年となる記念イベントを開催
いたしました。本号では当日行われたイベントの模様をレポートします。まずは、
TAW理論・フラクタル心理学開発者である一色真宇の挨拶をお送りいたします。

ＴＡＷ１０周年記念イベントでは、一色真宇と語る「私の体験ｂｙフラ
クタル心理学」と題して、人生を乗り換えた受講生さまの体験を伺い
ました。これまでＴＡＷプレスでもご紹介させていただいた４名の皆さ
まのお話をご紹介します。

講師を招いて精力的にマスターコースを開催し、多くの
方にフラクタル心理学を広めていただいているコーディ
ネーターのお二人に、フラクタル心理学を伝える喜びや、
やり甲斐についてお話しいただきました。

１０周年を記念して全国のステーションからいただいたメッセージをご紹介します。

東京都渋谷区神宮前 5-47-11-302
TEL       03-6805-1828
URL     http://www.taw.ac　　
Email  info＠taw.ac

編集責任者 /林　浩子　
取材・編集 /㈱mamu&Co.
                  代表 真宗理香子
レイアウト /オリーブツリー

Fractal Psychology Association
フラクタル心理学協会

株式会社 アクエリアス・ナビ 本社 
代表　菊澤 有一　
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-51-6 テラアシオス青山 7F
TEL : 03-6805-1824　
FAX : 03-6805-1931
Email : info@navi.ac 
http://www.navi.ac/

Aquarius Navi Institute
代表　一色 真宇 
255 W 5th Street #0115, San Pedro, CA 90731
USA
TEL : +1-310-614-8921
Email : infous@navi.ac

フラクタル心理学協会パートナー

ステーション Information

PROGRES
代表　山田 佐代子
〒939-8212
富山県富山市掛尾町 504　スペル 2階
TEL・FAX：076-471-5588
Mobile：090-1638-9046
Email：toyama@taw.ac
http://ameblo.jp/sayochan0345/

リクラシオ
代表　橋本 久美 
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 8-10-4　
101セントラルビル 702
Mobile：080-9893-8224
Email：info@recracio.com
http://recracio.com
http://ameblo.jp/kttaw/

ファースト・ブレイン
代表　辻　亜生
〒812-0012  
福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1
JRJP 博多ビル 3F　リージャス
TEL : 092-686-8676
Email : firstbrain@taw.ac
http://firstbrain-academy.com/ 
http://ameblo.jp/firstbrain-academy

カウンセリング・オフィス　はぴあ
代表　新垣 真治 
〒901-0145  
沖縄県那覇市高良 3-3-17-202
TEL : 098-859-3587
Email : okinawa@taw.ac
http://www.tawhappier.jp/ 
http://ameblo.jp/360happier/

株式会社 ピンクダイヤ
代表　吉永 富貴子 
〒730-0016　
広島県広島市中区幟町 3-55 幟町ゼネラルビル 502
TEL・FAX：082-555-9611 
Mobile : 090-3638-8175 
Email : tawhiroshimast@yahoo.co.jp  
http://taw-hiroshima.com

グランコンパス 
代表　高橋 治子  
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 1丁目 5-2
四ツ橋新興産ビル 303
TEL : 06-6555-6400　
FAX : 06-6555-6642
Mobile : 090-6555-9902 
Email  : osaka@taw.ac
http://www.taw-osaka.net 
http://ameblo.jp/taw-wonderful-life/

有限会社 スタットワーク
代表　牧野内 直美 
〒141-0021  
東京都品川区上大崎 2-15-5 長者丸ビル 303 
Mobile : 090-2624-0709 
TEL : 03-6459-3770  
FAX : 03-6459-3771
Email : mail@statwork.jp
　　　  statwork@taw.ac
http://statwork.jp/　
http://statwork.jp/blog/ 

九州・沖縄エリア                　    ◆ ステーション

関東エリア             　　　　　　 ◆ ステーション

関西エリア             　　　　　　 ◆ ステーション中国・四国エリア                   ◆ キーステーション

関東エリア　　　                   ◆ キーステーション

中部・甲信越エリア         　　 　◆ ステーション

お問合せは各キーステーションまで　● http://www.taw.ac/counselor/

カウンセラー視点を手に入れて

フラクタル心理学を使いこなしましょう!
カウンセラー視点を手に入れて

フラクタル心理学を使いこなしましょう!

 フラクタル心理カウンセラー３級授与
一般社団法人フラクタル心理学協会認定資格

◆ 認定資格者による各種講座・セミナー　

教育心理コース
勉強嫌いな子ども
が「勉強が好きに
なる！」講座です

■受講料 : 6,000 円
　（税込 6,480 円）
　　　　

2 時間

ＬＤＰコース
人生の羅針盤を
手に入れる方法を
お伝えします

■受講料 : 6,000 円
　（税込 6,480 円）
　　　　

2 時間

人を変える魔法コース
他人を変え、我慢
しているあなたを
解放します

■受講料 : 6,000 円
　（税込 6,480 円）
　　　　

2 時間

ダイエットコース
マインドを変えてダイ
エット成功へ導きます

■受講料 : 50,000 円
　（税込 54,000 円）
　　　　

6 時間

ビジネスマインド
コース
仕事をする脳を鍛
える講座です

時間・受講料は講師に
お問い合わせください

６０歳から始める健
康をつくる誘導瞑想
健康や寿命、お金
の不安を退治します

■受講料 : 15,000 円
　（税込 16,200 円）
　　　　

2 時間　5回セット

まずはお気軽に実感してください
スケジュールは　Mindset Revolution （マインドセットレボリューション）  http://www.mindset.top を検索してください。

講座に関するお問い合わせ、お申込みは下記ステーションまで

※フォロー 3回付き

Afterこのような方に
▶ プロのカウンセラーを目指す方
▶ 最高峰の心理分析法を知りたい方
▶ 仕事に応用して成功したい方

受講生募集

私の体験byフラクタル心理学

私の体験byフラクタル心理学 フラクタル心理学で人生を乗り換えた方たちの体験談　～医師～ フラクタル心理学で人生を乗り換えた方たちの体験談　～医師～健康な人を増やし、
生きがいのある社会をつくるカギが
フラクタル心理学にあると思います。

親への依存心を修正したら
双子の妹があっという間に

結婚 !。

TAW

10 th
TAW

10 th
Anniversary Event 

Report

特 集

　私は２００６年６月３０日に生きがい発見講座
（フラクタル心理学の前身）を受け、フラクタル
人生が始まりました。２００９年４月１日にスタッ
トワークとして目黒にステーションを開設しまし
た。マスタープログラムの素晴らしさを体験し、「これを必要
としている人は多い、ぜひとも広めなければ」という思いでし
た。最初の１０年の歩みを共に体験させていただきました。
テキストもないところから始めて、表参道にオフィスを構え、
セミナーを開催するレベルにまで大発展しています。目撃者
の一人として大変誇らしく、幸せな気持ちになります。
　これからもこの流れに沿って、世界の隅 ま々でフラクタル心
理学が浸透するさまを確認・協力する決意を新たにしました。

有限会社スタットワーク　代表 牧野内 直美

TAW

10 th
TAW

10 th
Anniversary Event 

Report

特 集

TAW

10 th
TAW

10 th
Anniversary Event 

Report

特 集

◆ キーステーション

　フラクタル心理学と出会って６年。私自身、
長い専業主婦生活から、経営する面白さを知
るまでに、人生を変えて参りました。今、私の
まわりは、人生に対して真剣に向き合い、夢を
叶えようとする人であふれています。日々、人生を大きく変え
られていく姿を、目の当たりにしています。
　これからも、たくさんの皆様が、人生の本当の面白さを知
り、自分の夢を叶えていかれますよう、ステーションとして
活動を広げて参ります。今後とも、どうぞ宜しくお願い申し
上げます。

リクラシオ　代表 橋本 久美
◆ ステーション

　富山プログレは２０１４年７月に設立され、これ
までに多くの講座を開催し、たくさんの方々にフラ
クタル心理学を学んで頂いております。現在はマ
スターコース講師１名、家族関係コース講師１名、
フラクタル心理カウンセラーが１０名おり、それぞれが各自の
フィールドで活躍しております。富山ではこれからもフラクタル
心理学を一人でも多くの方にお伝えし、受講生の皆さまの人生
のバージョンアップの応援をしていきたいと思っています。また、
この理論が世界中に広まり、多くの方の幸せの創造に繋がり、
フラクタル心理学の益々の発展を心よりお祈りしております。

PROGRES　代表 山田 佐代子
◆ ステーション

　グランコンパスは２０１２年にフラクタル心理
学協会認定ステーションとして大阪に開設いた
しました。フラクタル心理学を広める活動その
ものが社会貢献に繋がっていると実感し喜びを
感じる５年間でございました。たった１０年でAI時代が到来
したりと世界がめまぐるしく変化しています。相似関係で見
ると私達の脳がフルスピードで進化したのでしょう。１０年
先の新しい創発のため、脳をフル活用できるようフラクタル
心理学が役に立つよう邁進したく存じます。

グランコンパス　代表 高橋 治子
◆ ステーション

　自身もフラクタル心理学を学び始めて１０年目
となります。TAWとともに歩んできた１０年は
かけがえのないものとなりました。昨年より、
フラクタル心理学協会認定ステーション 「ファー
スト・ブレイン」として活動をはじめ、今年は「承前啓後」
をスローガンに、いいところは伸ばし悪いところは変え、
フラクタル心理学を広げるとともに人材育成に努めてまいり
ます。

ファースト・ブレイン　代表 辻　亜生
◆ ステーション

　７年前TAW理論に出会った時、私は外側に
あると思っていた大きな存在に信仰という形で
依存していました。そんな私の長年の被害者意
識を、一元のTAW理論が打ち砕いたのでした。
時代は新しい生き方を求めています。それこそが探究者とし
ての一色会長が先頭を切って構築されたTAW理論なのだと
思うと、改めて感謝の念に堪えません。これからもフラクタ
ル心理学の発展のためにどうしたらいいか、日々、思考し行
動して行きます。どうぞ、皆様のご協力、よろしくお願い申
し上げます。

カウンセリング・オフィス　はぴあ　代表 新垣 真治
◆ ステーション

　昨年、TAWは１０周年を迎えました。最初か
らフラクタル心理学の普及に携わって参りました
（株）アクエリアス・ナビは、１３年目を迎える
ことができました。２００８年１月にはマスター
コース入門講座第一回を開催、現在までに（株）アクエリアス・
ナビでご受講をいただいた受講生様はマスターコースだけで
も延べ６,０００人以上となりました。ひとえにみなさまの暖か
いご支援のおかげと心より感謝いたします。これからの１０
年も、更なる社会の発展に貢献できますよう、力を尽くして
参りたいと思っております。今後とも、みなさまのご指導ご
鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

株式会社アクエリアス・ナビ　代表 菊澤 有一
◆ フラクタル心理学協会パートナー

　私がＴＡＷを学んだのは２０１１年４月です。第
二の人生を謳歌したいという思いからです。仕事、
結婚、家事に育児、家族や人の世話に明け暮れ
る私を見て、娘は「絶対に結婚をしない」と言っ
て１８歳で家を出ました。入門二日目「探し求めていたものだ、
人生のやり直しができる」と直感。私が結婚観を修正すると
「結婚しない宣言」をしていた娘が男児を出産し、只今育児真っ
最中です。２０１２年７月にステーションを開設し、翌年８月に
は株式会社ピンクダイヤとして法人化。これまで講座やセミナー
等で数百名の方にＴＡＷをお伝えしました。現在は、シニア
の方を中心に「幾つになっても人生諦める必要ない！」と得意
のコンサル力を活かし、フラクタル心理学を使い伝えています。

株式会社ピンクダイヤ　代表 吉永 富貴子
◆ キーステーション

フラクタル心理学のご案内 フラクタル心理学が学べる講座をご紹介します。

「思考が現実化する。１００％例外なく！」というＴＡＷ
理論の根幹を学ぶ基本講座。人生を思い通りに生き
る技術を手に入れます。

フラクタル心理学を駆使して講師になる！  教えるこ
とを通して自分の人生がバージョンアップします。

入門から上級まで全１９日間

フラクタル心理学　マスターコース

フラクタル心理学講座

各種養成講座

⇧

矢印は
学習の順番です

※マスターコース未受講のかたも受講可能ですが、入門以上受講済のほうが理解しやすくなります。

＜人生を思い通りに生きる技術を学ぶ＞ 〈一般の方に教える講師資格が得られる〉

■受講料　初回 : 120,000 円（税込 129,600 円）
            再受講 :   60,000 円  （税込   64,800 円）

2日間

リーダーシップコース　＜ビジネスの成功を手に入れる＞

■受講料　初回 : 30,000 円  （税込   32,400 円）
            再受講 : 15,000 円（税込　16,200 円）

1日

美容・健康コース＜美と健康を手に入れる＞

■受講料　初回 : 30,000 円（税込 32,400 円）
      　　再受講 : 15,000 円（税込 16,200 円）

2日間

家族関係コース＜真実の愛を手に入れる＞

メディカルスタッフコース序章
1日　■受講料 : 20,000 円（税込 21,600 円）

メディカルスタッフコース＜医療の現場で働く人の生きがいのために ！ ＞

⇧

⇧

⇧

仕事で大成功したい人たちのための講座。フラクタル心理学の
手法を駆使した経営術が学べます。フラクタル心理学を応用し
て効率よく成功する珠玉の方法がつまっています。

母と子の関係をテーマに家族間の愛と感情の問題を読み解く講
座。人間関係を改善し自己成長を促します。独身のかたや男性
にも学んでいただきたい内容です。

医療者や介護者がいつまでも健康で幸せに働けるように、｢人は
鏡｣という心の仕組みを活用し、心身の疲れを自分で癒やす方
法をお伝えする講座。バーンアウト予防にも。

脳の錯覚を取り除き、美や健康を作り出すことに特化した講座。
自己評価が高まり、パートナーに巡り合う、ライフステージが上
がるなどの相乗効果も。男性にも学んでいただきたい講座です。

■受講料　初回 : 320,000 円（税込 345,600 円）

フラクタル心理カウンセラー養成講座
フラクタル心理学をベースに世界最高レベルのカウンセラーを目指す

＜プロの心理カウンセラーの技術を学ぶ＞

＊初年度登録料 20,000 円（税込 21,600 円）込み

＊「教育心理コース」、「人を変える魔法コース」、「LDPコース」、
   「ビジネスマインドコース」講師資格も取得できます。

マスターコース未受講者受講可

■受講料　初回 : 30,000 円（税込 32,400 円）
　　　　再受講 : 15,000 円（税込 16,200 円）

入 門　Basic
フラクタル心理学の土台を学びます

2 日間（1day あり）

各講座の詳細についてはフラクタル心理学協会ホーム
ページをご覧ください。

理論を学びたい人は 講師になりたい人は

http://www.taw.ac

■受講料　初回 : 240,000 円 （税込 259,200 円）
　　　　再受講 : 140,000 円（税込 151,200 円）

中 級　Intermediate
あなたの人生の方向性を明確にし、創造の過程を通じて、
ゆるぎない人生の羅針盤を手に入れます。

8 日間

■受講料　: 200,000 円（税込 216,000 円）
＊ライセンス取得料 50,000 円（税込 54,000 円）込み

ダイエットコース講師養成講座
フラクタル心理学の画期的なダイエット法を教える

1日間

■受講料　: 60,000 円（税込 64,800 円）
＊初年度登録料 10,000（税込 10,800 円）込み

教育心理コース講師養成講座
子どもを勉強好きにすることを通して思考の変え方を教える

1日間

■受講料　: 60,000 円（税込 64,800 円）
＊初年度登録料 10,000（税込 10,800 円）込み

人を変える魔法コース講師養成講座
他人を変え、我慢している人を解放する方法を教える

1日間

ＬＤＰコース講師養成講座

■受講料　: 60,000 円（税込 64,800 円）
＊初年度登録料 10,000（税込 10,800 円）込み

自分の深層意識からメッセージを読み取る方法を教える

1日間

ビジネスマインドコース講師養成講座

■受講料　: 60,000 円（税込 64,800 円）
＊初年度登録料 10,000（税込 10,800 円）込み

自分の深層意識からメッセージを読み取る方法を教える

1日間

■受講料　初回 : 120,000 円（税込 129,600 円）
　　　　再受講 :   60,000 円（税込   64,800 円）

上 級　Advanced
フラクタル心理学の神髄を学ぶ最終講座。あなたの人生
の質が完全に変わります。

3 日間

8日間

■受講料　初回 : 150,000 円（税込 162,000 円）
　　　　再受講 :   90,000 円（税込   97,200 円）

初 級　Elementary 
理論と感情の両面からフラクタル心理学を自分の人生で
使えるようにします。

6日間
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