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意識を変える、それがSHIEN学
SHIENアカデミ ー 代表理事 たておかやすを

先日国連大学のウ ー タント会議場で縁ある人たち

と講演を聴いたのですが、 米国では400億円の赤

字を出した役員たちが、 400億円のリストラを従

業員に強いて、 効率化に成功します。 すると、 その

年の役員たちがポー ナスを200億円もとるそうで

す。 日本ではちょっとありえないでしょう。 また、

100億円の利益を出したとすると、 200億円銀

行から借りて、 それを加えて株主に配当するそうで

す。 そして、 従業員をモチベー ションするとは、 給

料を上げるか、 ポジションを挙げるくらいしか発想

が浮かばないそうです。 しかし、 日本では、 トップ

が従業員と現場で一緒に働くということは決して特

別なことではないと語っていました。

米国人から見ればなぜ日本人が同じようにしな

いのか、 分かりません。 日本人は米国の経営の仕方

も日本とそんなに変わらないと思いこんでいること

でしょうが、 まったく違うわけです。 このように狩

猟的というか、 競争的というあり方は、 一部の地域、
一部の文化、 一時的にはありえるのでしょうが、木各

差の拡大、 不幸のもとに幸福者がでるというあり方

は哲学的にも少し考えが深い人なら、 何を意味して

いるのか、 将来的に地球をどうしてしまうのかよく

お分かりになるでしょう。

重なりを創って、 互いのことを想いながら、 して

もらう／してあげながら、 天分を引き出し含ってい

くあり方が理想的であり、 持続可能な社会を導いて

いくのです。 そこになかなかいたれないのは、 過去

のリザルトパラダイムの経験、 価値感が染み付いて

おり、 その実践の残滓が濃厚に私たちを取り囲んで

いるからです。 勝敗的な刺激を好むような刺激を無

責任に、 そうとはしらずに発信したり、 無意識に受

け入れあっているからといえましょう。 温かな意識

に変える時が来ているのです。 散育も経済も政治も

医学もそのように変えていくのが、 意識の科学、

SHIEN学なのです。

photo by Yasuwo 







��������
���		 2018���

��������	�
���
��

4

SHIENアカデミー福岡立ち上げ
セミナーの様子(*´∇｀)ﾉｼ ♬♪♩

九州の地に SHIEN学の「学びと気づきの場」が立ち上がりました(○´∀｀)ﾉﾞ

SHIENアカデミー福岡 / SHIENアカデミー長崎が、
誕生いたしました(*´∇｀)ﾉｼ ♬♪♩

SHIEN��������(*�∇�)�� ��
北海道キャンパスを中心に
毎月１回SHIENカフェを開催してたSHIENカフェですが
SHIENアカデミー福岡とSHIENアカデミー長崎が誕生し、
福岡、長崎、大阪、東京北海道と会場が 増えました.
スカイプ経由で全国からご参加いただけます。 ぜひ！ご来場お待ちしています。
SHIENカフェの日程はFacebookのSHIEN学 / 公式ページにて
https://www.facebook.com/shiengaku/

SHIENアカデミー長崎立ち上げ
講座の様子(*´∇｀)ﾉｼ ♬♪♩
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SHIEN学「SHIEN学を深く学ぶ3つのコース」 ・セミナーのご案内

日程 地域 開催講座 会場 申込

11月17日
（土） 札幌

アドバイザー(資格)
プラクティショナー
シンポジウム

札幌 Café tone
札幌市北区北23条西10丁目1-6

受付中

11月18日
（日） 札幌 SHIEN学

１日セミナー in 札幌

札幌 Café tone
札幌市北区北23条西10丁目1-6
前売り 7,700円 / 当日 8,500円

受付中

12月15,16日
（土・日） 長崎/島原 天分発見ワークショップ1,2,3 Soul Blossom

長崎県島原市弁天町1-7055-1） 受付中

12月17日
（月） 熊本

SHIEN学
セミナー in 熊本 調整中です^^// 受付中

1月1２日
（土） 東京

アドバイザー(資格)
プラクティショナー
シンポジウム

会場◇ S/S/A/W (カフェ・レストラン)
住所◇東京都 品川区 荏原 5-15-15 西
小山サマリヤマンション 1F

受付中

1月13日
（日） 東京 マスター講座

会場◇ S/S/A/W (カフェ・レストラン)
住所◇東京都 品川区 荏原 5-15-15 西
小山サマリヤマンション 1F

公募して
ません

2月16日
（土）

長崎/島原 アドバイザー(資格)
プラクティショナー
シンポジウム

Soul Blossom
長崎県島原市弁天町1-7055-1） 受付中

SHIEN学をさまざまなスタイルで学び、活躍していただくために、これまでの「ファシリテーション（アドバイザー・マ
スター）コース」に加え、SHIEN学「SHIEN学を深く学ぶ3つのコース」 として 「プラクティショナーコース」「シン
ポジウムコース」を新設しました。 各コースは次のような内容です。
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詳しい内容は https://www.facebook.com/events/714586475565303/にて
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