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SHIEN学の本当の姿 
SHIENアカデミー代表理事 たておかやすを 

 SHIEN学を「支援」する科学だと想いこんでいる人がいる。

自分は、支援を実践しているからSHIEN学はもうわかって

いる、自分には必要ない、と。これは、あたっていない。 

SHIEN学とは、どちらかというと「支援してもらう科学」であ

る。もっと正確に言うと、「してもらう・してあげる」を交換す

る科学である。だから「感謝の科学」と言えるだろう。 

感謝の科学とは、人の気持ちがそこに入るということだ。

人の気持ちは、互いに見えない、見えないけれども存在し

ている。存在しているけれど、触れないものを科学しても

よい時代が来たのである。方法論も評価の仕方も変わっ

ていくのだ。どのように変わっていくのかは、おいおい示し

ていきたい。 

 リザパラの科学は「見えるもの」の科学だ。プロパラの科

学は「見えるものが半分、見えないものが半分」の科学で

ある。コズパラの科学は「ほぼ見えないものからなる」科

学なのである。なぜそのような科学が、今必要になってき

たのかは、人類が「見えるものの科学」に偏りすぎてし

まったからである。 

 SHIEN学を進めていくと、健康となり、良い人々に出逢い、

囲まれ、一瞬一瞬に幸せを感じ、見出せるようになってい

く。その先にこそ、世界人類の安寧と静寂と平和が観念

論でなく開かれるのである。 
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1月30日（土）、浜松市内の都田建設ドロフィーズキャンパスにて 

第3回フォーラムを開催しました。 

ゲストスピーカーは同社社長の蓬台浩明氏。 

「お客様に選ばれる社風力をつくる」や「吉田松陰に学ぶ本気の生きざま」

などの著作がある若き経営者です。 

産業界からの参加者が大半だったせいか、 

企業組織の中でSHIEN学を活用してみたいという声が多く聞かれました。 

 

※都田建設は「平成24年度のおもてなし経営企業選」にも選ばれています。 
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SHIENアカデミー 各地の活動 

From Hamamatsu 
第3回公開フォーラム「21世紀の働き方/組織のあり方」開催 

From Kanazawa 
第2回公開フォーラム 
「世界を変えるSHIEN学〜力を引き出し合う働き方」開催 

2月22日（月）、石川県野々市市にて金沢では2回目の公開フォーラムを開催。 

地元ハウジングメーカーであるクロダハウス黒田社長のご協力で実現したものです。 

平日の夜という時間帯にもかかわらず、遅くまで熱いSHIENの会話が交わされました。 

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました！ 

SHIENアカデミーは昨年4月から本格的に活動を開始し、もうすぐ2年目に突入します。 
今年に入っても各地で活動を継続中。 
金沢、浜松、東京から公開フォーラムやイベントをレポートします。 
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From Tokyo 
第1回 東京あったまる会/ 第4回 SHIEN理論研究会 開催 

2月28日、東京地区のアドバイザー資格取得者と講座受講者の皆さんが一同に会して 

「第1回東京あったまる会」を開催しました。 

まずは、SHIENの心を持つ同士で再開を喜び、体も心もあったまったのち、 

今後の東京分校の方向性を検討しました。 

続く第3回SHIEN理論研究会では一般参加の方も入り、 

北海道分校代表の伊藤めぐさんをファシリテータにして 

SHIEN学の基本となる理論について深めていきました。 

●あの伝説の天分発見ワークショップが帰ってくる！ 

天分とは、誰からも教わっていないのに，

なぜか上手にでき， 

その人が輝く仕事のやり方や職業のこと。 

SHIEN学では、個々の人の持つ天分に 

合わせた生き方を提唱しています。 

自分の天分を発見したい方、 

ぜひご参加ください。 

■日時：2016年4月29日（土）11時〜30日（日）15時 
   （1泊2日） 
  
■場所：静岡県立森林公園 森の家 
   （静岡県浜松市浜北区根堅2450-1） 
 
詳細は事務局までお問い合わせください。 
Email: shien@shien-academy.jp 

• 自身の人生の軌跡を振り返る(自分史) 
• 天分適応度テスト 
• キラークエスチョン 
  …あなたの天分に迫る、ヴィジョン策定 
• よろこびのワークショップ 
  …障壁の克服／天分にたどりつく道標。 

  
本プログラムは独自のSHIEN理論にもとづき， 
すべてワークショップと対話形式で行われます。 

 

■お申し込み先：
http://my.formman.com/form/pc/JolPnJQptPG3Fk1e/ 
 （お申込みフォームが現れます） 
 
■お申込み締め切り：2016/3/31（木） 
 
※定員12名（最少催行人数6名） 

PROGRAM 
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北海道キャンパスだより 

4 

「小さなカフェが世界を変える」 
 
２０１６年１月 SHIENアカデミー北海道分校が開校しました。 
 
そして・・・ 
２０１６年２月 １１日午後１時より 
SHIENアカデミー北海道分校のこれからについて 
メンバーと秘密会議が行われました。 
  
場所は札幌の小さなカフェcafe tone。 
 
この日は大事な会議のためカフェはお休みし、 
さあ！いよいよ始まる?と、その瞬間 
「すみません、お店やってますか？？」とお客様。 
  
丁重にお断りをし、見送った３分後 
「すみません、車が動かないんで。」 
 
様子を見に行くと  
雪の溝にタイヤがはまり 
車中に小さいお子さんが３人乗ったまま 
何をしても動かない様子でした。 
  
メンバー全員で外に出て 
急出活動開始ですヾ(〃^∇^)ﾉ♪（写真１） 
  
それはそれは 見事なチームワークで 
JAFを呼ばずに あっという間に 救出することができました 
  
とても気持ちのいいスタートで 
SHIENアカデミー北海道 初のSHIEN活動は 
この課外活動から始まりましました^ ^ 
  
その後に撮った写真がこちら（写真２） 
   
 
タイトルは「小さなカフェが世界を変える」 
 
そしていよいよテーマに入ります。 
 
SHIENアカデミー北海道分校に人格があるとし、 
みんなで質問をしていきました 
 
Q これから３年間のビジョンはなんですか？ 
Q 目指ものは何ですか？ 
Q 北海道分校の広がり方はどんなイメージ？ 
Q 北海道分校が 北海道に起こすアクションは？ 
  日本に起こすアクションは？ 

質問が出たところで 
 
私たち1人1人が  北海道分校に成り 
答えていきます 
 
 
一番印象に残った質問を公開します 
 
Q １００年後のSHIENアカデミー北海道分校って 
    どんなどんな姿だろう！ 
  その時  どうなってる？ 
 
A    もう必要がなくなっているでしょう 
 
A もし残っているとしたら・・・ 
 ・人生のスイッチを入れる場所 
 ・シフトが起こる場所 
 ・何か始めたい人が必ず訪れる登竜門 
 ・ここに来ただけで気づきが起こる 整った場 
 
A 世界中にあるSHIENカフェの本店 
  
そして極めつけで  みんなが納得した答えは・・・ 
 
A SHIENは当たり前の世界となり、 
      歴史上のアカデミーとなる 
      「SHIENの心はここから始まり世界が平和になった」と、 
    教科書に写真付きで掲載されている（写真２^ ^） 
 
  
あっという間に時間が過ぎ、 
私たちの心は １つになりました（写真３） 
 
３月１２日 
SHIENアカデミー北海道  
開校記念フォーラムが 
行われます。（写真４） 
  
これからも繋がりを大切に 
共に進んでまいります。 
どうぞ宜しくお願いします。 
 

（写真１） 

（写真２） 

（写真３） 
SHIENアカデミー北海道   
代表 伊藤めぐ／メンバー一同 
 

（写真４） 
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SHIENアカデミー 公開講座のご案内 

SHIENアカデミーでは全国各地で公開ワークショップを開催しています。詳細は事務局までお尋ねください。 

このほか、ご希望の地域での開催も可能です。 shien@shien-academy.jp 事務局 村木 
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SHIENアカデミー 公認資格講座のご案内 

日程 地域 開催講座 会場（予定） 申込 

2016年3月 
13日(日） 北海道 SHIEN学アドバイザー 

札幌: Cafe tone 
札幌市北区北23条西10丁目1−6 

受付中 

2016年4月 
9日(土） 

10日(日） 
関東 

SHIEN学アドバイザー 
SHIEN学マスター 

湯河原観光会館 

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上566 
受付中 

公認資格講座には受講資格を設けています。事務局にお問い合わせください。 

札幌開催  3月12日（土）13:30〜  
会場：コミュニティカフェ café tone  参加費：3,000円～7,000円（自由料金制） 

北海道分校開校記念フォーラム  SHIEN学～小さなカフェが世界を変える～ 
講師：舘岡康雄先生（SHIENアカデミー代表理事／静岡大学大学院教授） 

SHIEN相談会ファシリテータ：伊藤めぐ（SHIENアカデミー運営委員／SHIENアカデミー北海道代表） 

 

東京開催  3月27日（日） 13:30〜   
会場：東京工業大学キャンパスイノベーションセンター東京５階501  参加費：5,000円 

SHIEN学への誘い ～つながる、広がる 共育、共学、共楽会～ 
講師：舘岡康雄先生（SHIENアカデミー代表理事／静岡大学大学院教授） 

静岡開催  4月16日（土） 13:30〜   
会場：静岡県産業経済会館  参加費：5,000円 

対話（ダイアログ）が育む変革の力 
講師：舘岡康雄先生（SHIENアカデミー代表理事／静岡大学大学院教授） 

   西原茂樹氏 （静岡県牧之原市長） 

↑詳細はホームページ（http://www.shien-academy.jp/）の「お知らせ」からリンクをたどってごらんください。 
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