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しあわせへのナビゲーション 
～shiawase3.0 プログラム～ 

2019 年 3 月 21 日 ＠武蔵野大学有明キャンパス 

ご覧になりたいプログラムをクリックして下さい。 
各ページの一番下に、このページへ戻るリンクがあります。 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

shiawase 対談 ＠3号館 
まずはみなさまとご一緒に、さまざまな角度から浮かび上がっ

てくる幸せについて感じていきたいと思います。3 号館 3 階にて
お待ちしております。 

9:50-10:00 shiawase 開き 
   前野隆司 1、西本照真 2 

1. 共同実行委員長、慶應義塾大学 
2. 共同実行委員長、武蔵野大学 

10:00-10:40 shiawase 対談 part 1 
   松本紹圭 3、前野隆司、西本照真 

3. 僧侶・未来の住職塾塾長、 
浄土真宗本願寺派光明寺僧侶 

10:40-11:20 shiawase 対談 part 2 
   茂木健一郎 4、平本あきお 5 

4. 脳科学者 
5. 身体知コミュニケーションを使って、

ゾーン・フローを発揮させ、ピーク 
パフォーマンスを引き出すメンタルコーチ 

11:20-12:00 shiawase 対談 part 3 
   田中ウルヴェ京 6、前野隆司 

6. メンタルトレーニング上級指導士、IOC
マーケティング委員、IOC 認定アスリート
キャリアプログラムトレーナー、ソウル
五輪シンクロ・デュエット銅メダリスト 

12:00-12:10 ゴスペル 
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Ver.3.4_20190307 

shiawaseワークショップ @1号館 
shiawase ワークショップは、3 つの時間帯に分かれています。 

第1セッション：13:00-14:10 WS01～WS17､WS26､WSM1 

第2セッション：14:30-15:40 WS18～WS25､WS27～WS33､WS51､WSM2 

第3セッション：16:00-17:30 WS34～WS50､WSM3 

※セッションの開始時刻は学会と共通です。

ワークショップの一覧は、次のページ以降に記載しています。
各ワークショップのタイトル部分をクリックして頂きますと、 
それぞれの内容詳細ページをご覧頂けます。詳細ページ上部左側
にはこのページに戻るためのリンクがあり、上部右側の団体ロゴ
（提供があった場合のみ）には Web ページへのリンクが貼って
ありますので、ご活用下さい。 

なお、各ワークショップにおいて、「幸せの４つの因子」に関係
するものについては、次のアイコンで示しています。 

自己実現と成長の「やってみよう」因子 

つながりと感謝の「ありがとう」因子 

楽観と前向きの「なんとかなる」因子 

独立とマイペースの「あなたらしく」因子 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS1 13:00-14:10 1-202 教室     
「感謝」の探求と実践ワークショップ 

shiawase 3.0 実行委員会（松永圭史・朝野かおり） 
 
WS2 13:00-14:10 1-203 教室     

カラダ「セルフコンディショニング」 
～肩こりへのアプローチから幸せを感じよう～ 

ブレインラボカマクラ 
 
WS3 13:00-14:10 1-204 教室     

あなただけの幸せの地図を見つけませんか？ 
～人生に訪れた「ありがとう」を探す旅～ 

ポインツ・オブ・ユー ジャパン 
 
WS4 13:00-14:10 1-303 教室     

ゴスペルを歌おう！ 
All of One Gospel Singers 

 
WS5 13:00-14:10 1-304 教室     

『氏名は使命』Name is Mission 
～あなたの名前に隠された使命とは～ 

日本だじゃれ活用協会 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS6 13:00-14:10 1-305 教室     
幸せな人を育てる里山がっこう -里山がっこうとの対談- 

フォレストハーモニー 
 
WS7 13:00-14:10 1-401 教室     

話し方ひとつで思考が変わる！行動が変わる！ 
ハッピートークトレーニング® 

一般社団法人ハッピートークアカデミー協会 
 
WS8 13:00-14:10 1-402 教室     

UnHappy+幸福学＝∞（無限大） 
※WS24 と同一 

キャリアサポーターズ 
 
WS9 13:00-14:10 1-403 教室     

ウェルビーイングダイアログ 2on1 
慶應 SDM ヒューマンラボ 前野隆司&マドカ 

 
WS10 13:00-15:40 1-404 教室     

もう一つの働き方改革～ジョブクラフティング 2.0 
一般社団法人日本ポジティブ心理学協会 

 
WS11 13:00-14:10 1-405 教室     

“手当て”の力 ～シアワセの実感～ 
カラダ大学  
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS12 13:00-14:10 1-501 教室     
~幸せになれる呼吸法~ココロとカラダを整える「ボディリズム」 

一般社団法人日本ボディリズムマネジメント協会 
 
WS13 13:00-14:10 1-502 教室     

関係性システム・コーチング®と本当の幸せの関係 
 ※WS29、WS45 と同一 

CRR ジャパン 
 
WS14 13:00-14:10 1-503 教室     

理想のパートナーと幸せを 引き寄せる恋愛心理学 
平本式コミュニケーション心理学 

 
WS15 13:00-14:10 1-504 教室     

あなたの気持ちを伝えよう 
～対話とコロリアージュ(塗り絵)でメッセージカード創り～ 

こころのひと休み保健室 
 
WS16 13:00-14:10 1-505 教室     

子供の強みを見ると問題が消失する！？ 
～子供の強みスイッチを探そう～ 

ニューヨークライフバランス研究所 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS17 13:00-14:10 1-506 教室     
shiawase を心と体で体感するコーチングセミナー 
 ※WS33、WS49 と同一 

夢大学 
 
WS18 14:30-15:40 1-202 教室     

ねんどファシリテーションカフェ 
～しあわせをカタチにしてみよう～ 

しあわせファシリテーションチーム 
 
WS19 14:30-15:40 1-203 教室     

しあわせのワールドワーク 
 ※WS35 と同一 

321 ワールドワークチーム 
 
WS20 14:30-15:40 1-204 教室     

さあ森へいこう 
株式会社森へ 

 
WS21 14:30-15:40 1-303 教室     

project『 コトホキ ノ アート 』 
研究舎 ヨハク 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS22 14:30-15:40 1-304 教室     
「自分の幸せ」に気付こう、近付こう！ 

-幸せになるための｢問題解決｣と自分と向き合う｢セルフダイアログ｣- 
ms-gk 

 
WS23 14:30-15:40 1-305 教室     

コーチングで幸せを呼び起こすワークショップ 
～コーチング体験会～ 

CTI ジャパン 
 
WS24 14:30-15:40 1-402 教室     

UnHappy+幸福学＝∞（無限大） 
※WS8 と同一 

キャリアサポーターズ 
 
WS25 14:30-15:40 1-403 教室     

ハッピーワークショップ体験版《一般向け》 
慶応 SDM ヒューマンラボ 

 
WS26 13:00-14:10 1-507 教室     

幸せの 4 つの因子で笑い文字の「ありがとう」を書いてみよう、
渡してみよう 
※WS51 と同一 

一般社団法人笑い文字普及協会 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS27 14:30-15:40 1-405 教室     
ハッピーマネージメント～人生の質を高め、豊かに生きるコツ～ 

※WS43 と同一 
キャリア・クエスト 

 
WS28 14:30-15:40 1-501 教室     

心臓ヨガ®体験ワークショップ 
～私らしい幸せのための Heartfullness プログラム～ 

 ※WS44 と同一 
一般社団法人日本ポジティブヘルス協会 

 
WS29 14:30-15:40 1-502 教室     

関係性システム・コーチング®と本当の幸せの関係 
 ※WS13、WS45 と同一 

CRR ジャパン 
 
WS30 14:30-15:40 1-503 教室     

幸せも成果も引き寄せる『空気感』の作り方 
平本式コミュニケーション心理学 

 
WS31 14:30-15:40 1-504 教室     

ワクワクゆめ教室～夢探検マップで夢発見 
 ※WS47 と同一 

一般社団法人日本ゆめ教育協会 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS32 14:30-15:40 1-505 教室     
幸せ時間のつくり方 

～パートナーとの関係を育てる四つのレベル～ 
SmartBeing 合同会社 

 
WS33 14:30-15:40 1-506 教室     

shiawase を心と体で体感するコーチングセミナー 
 ※WS17、WS49 と同一 

夢大学 
 
WS34 16:00-17:30 1-202 教室     

愛情飢餓感を満たし、自己肯定感・他者受容力を高めて Well-Being
を実現する、脳科学・身体心理学に基づくメンタルプログラム 

日本メンタル再生研究所 
 
WS35 16:00-17:30 1-203 教室     

しあわせのワールドワーク 
 ※WS19 と同一 

321 ワールドワークチーム 
 
WS36 16:00-17:30 1-204 教室     

心からやりたいことを事業として取り出すワークショップ 
(zenschool ゼンスクール) 

株式会社 enmono 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS37 16:00-17:30 1-303 教室     
しあわせリーダーシップ 

- Well-Being と Well-Doing を磨こう 
しあわせリーダーズ合同会社 

 
WS38 16:00-17:30 1-304 教室     

強みを知って、活かして、幸せを拡げよう！ 
SA・KURA 企画事務所 

 
WS39 16:00-17:30 1-305 教室     

医師が伝える！根拠に基づく「健康を育む」食事 
Happy Healthy Club 

 
WS40 16:00-17:30 1-404 教室     

はじめよう、強みにもとづく子育て 
NPO 法人フラーリシング・エデュケーション・ジャパン 

 
WS41 16:00-17:30 1-403 教室     

ウェルビーイングデザインプログラム体験版《企業人向け》 
慶応 SDM ヒューマンラボ 

 
WS42 16:00-17:30 1-402 教室     

幸せになる「HAPPY TREE」づくり 
特定非営利活動法人 HUG for ALL  
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS43 16:00-17:30 1-405 教室     
ハッピーマネージメント～人生の質を高め、豊かに生きるコツ～ 

※WS27 と同一 
キャリア・クエスト 

 
WS44 16:00-17:30 1-501 教室     

心臓ヨガ®体験ワークショップ 
～私らしい幸せのための Heartfullness プログラム～ 

 ※WS28 と同一 
一般社団法人日本ポジティブヘルス協会 

 
WS45 16:00-17:30 1-502 教室     

関係性システム・コーチング®と本当の幸せの関係 
 ※WS13、WS29 と同一 

CRR ジャパン 
 
WS46 16:00-17:30 1-503 教室     

平本 LIVE～自分らしい生き方を叶える力～ 
平本式コミュニケーション心理学 

 
WS47 16:00-17:30 1-504 教室     

ワクワクゆめ教室～夢探検マップで夢発見 
 ※WS31 と同一 

一般社団法人日本ゆめ教育協会 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS48 16:00-17:30 1-505 教室     
自分で決められる人が育つには? 

～ウェルビーイングと自己決定～ 
ウェルビーイング心理教育アカデミー 

 
WS49 16:00-17:30 1-506 教室     

shiawase を心と体で体感するコーチングセミナー 
 ※WS17、WS33 と同一 

夢大学 
 
WS50 16:00-17:30 1-507 教室     

がん患者のための shiawase ワークショップ 
～あなたらしさの源泉 価値観を再発見する～ 

千道株式会社 
 
WS51 14:30-15:40 1-507 教室     

幸せの 4 つの因子で笑い文字の「ありがとう」を書いてみよう、
渡してみよう 
※WS26 と同一 

一般社団法人笑い文字普及協会 
 
WSM1 13:00-14:10 1-201 教室     

武蔵野大学しあわせ研究所の取り組み 
武蔵野大学しあわせ研究所 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WSM2 14:30-15:40 1-201 教室     
自然と自分がつながる幸せワークショップ 

武蔵野大学しあわせ研究所 
 
WSM3 16:00-17:30 1-201 教室     

しあわせな職場づくりにむけて 
武蔵野大学しあわせ研究所（高橋克徳） 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS1 13:00-14:10 1-202 教室     
「感謝」の探求と実践ワークショップ 

shiawase 3.0 実行委員会（松永圭史・朝野かおり） 
 
「感謝」の持つマジックパワーについて私たちは目をつけました。
感謝を実践している人はしあわせそう。それって実践しているか
らしあわせ？それともその逆？ 様々な「？」が浮かびました。
感謝の実践研究家の第一人者としてこれまでに私たちが探求した
成果を、国内外の研究結果のご紹介とともに、感謝を深く体感す
るワークショップにしてお届けします。みなさんが職場や家庭で
感謝を感じて表現できますよう。読んでくださって感謝！ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
ありがとう！（つながりと感謝） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具と好奇心 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS2 13:00-14:10 1-203 教室     
カラダ「セルフコンディショニング」 

～肩こりへのアプローチから幸せを感じよう～ 
ブレインラボカマクラ 

 
自分の生き方や生活のあり様をポジティブに創り、「幸せ」である
ためには良好な健康状態が不可欠になります。ご自分のカラダに
関心はありますか？カラダの動きや状態を知り、自分でできる「セ
ルフコンディショニング」を一緒に体験してみませんか？本ワー
クショップでは、日本の国民病と言われ、年代や性別に関係なく
悩ませる肩こりにアプローチをします。カラダの不調が軽減でき
れば、明日からの生活や生き方が変わるはずです！ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, あなたらしく！（独立とマイ
ペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具。カラダを軽く動かせる服装でいらしてください。医師
より運動の禁止を指示されている場合はご参加をお控えください。 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS3 13:00-14:10 1-204 教室     
あなただけの幸せの地図を見つけませんか？ 

～人生に訪れた「ありがとう」を探す旅～ 
ポインツ・オブ・ユー ジャパン 

 
それなりに幸せだけど何か足りない。もしかしたら「今ここ」に
ある幸せに気づいていないのかも？Google, IKEA 等グローバル
企業で採用されている、イスラエル発のコミュニケーションツー
ル Points of You® で、あなたの人生に訪れた「ありがとう」を探
し、あなただけの幸せの地図を見つけませんか？魅力的なフォト
カードが、あなたの心を開き、パターンを壊し、つながりの感覚
へと導きます。さぁ、あなた自身が「今ここ」にある幸せに気づ
く旅へ出かけましょう！ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
好奇心 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS4 13:00-14:10 1-303 教室     
ゴスペルを歌おう！ 

All of One Gospel Singers 
 
ゴスペルをみんなで歌えるよう簡単なレッスンをします。シンポ
ジウム対談の最後に歌うメンバーも一緒なので、初心者でも安心
です。 
声と音楽の力で、みんなと繋がれることを実感できます。一緒に
気持ちよく歌って、幸せなひと時を過ごしましょう！ 
 
●Hallelujah ：ハレルヤは感謝を表す言葉。英語の曲ですが、繰
り返しが多いので、すぐに覚えられます 
 
●翼をください：ご存知の日本語の歌をゴスペル風に、手話もつ
けて、カッコよく楽しく歌います 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
なし 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS5 13:00-14:10 1-304 教室     
『氏名は使命』Name is Mission 

～あなたの名前に隠された使命とは～ 
日本だじゃれ活用協会 

 
氏名を並べ替え、人生の使命・生きる意味を見つけるワークショ
ップです。 
名前は、あなたの幸せを願って贈られた、人生で初めて受け取る
プレゼント。 
氏名の中にある使命を見つけることを通じて、自己肯定感が高ま
り、家族・ルーツへのつながりと感謝が一層深まります。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, あなたらしく！（独立とマイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS6 13:00-14:10 1-305 教室     
幸せな人を育てる里山がっこう -里山がっこうとの対談- 

フォレストハーモニー 
 
・里山がっこう設立の経緯。 
・里山がっこうと人財育成。 
・幸せをもたらせてくれるがっこう。 
里山がっこうは、都会で忘れていた大切なことを思い出させてく
れます。みんなが笑顔になる里山がっこうをご紹介します。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
なし 
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http://forest-harmony.co.jp/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS7 13:00-14:10 1-401 教室     
話し方ひとつで思考が変わる！行動が変わる！ 
ハッピートークトレーニング® 

一般社団法人ハッピートークアカデミー協会 
 
皆さんは、最近どんな言葉を使っていますか？ 会話中、頭の中で
思い浮かべた言葉も含めてです。 
「日々使っている言葉で人生は作られる」と言われ、どんな言葉
を使うかは、とても大切なことです。 
ハッピートークトレーニング®では「脳の仕組み」を利用し、言葉
を変えることであなたの気持ち・思考を自然に変わりあなたの人
生がよりハッピーになるきっかけになります。 
体験していただき、一緒にハッピーな人生を送りましょう！ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
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https://hi-from30.com/educational


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS8 13:00-14:10 1-402 教室     
UnHappy+幸福学＝∞（無限大） 
※WS24 と同一 

キャリアサポーターズ 
 
幸せは錯覚でないか？と考えていた、自己効力感は高いけど、自
己肯定感が低いキャリアコンサルタントが、自分が変わり、行動
が変わり、UnHappy と強く感じている人たちと変わっていく様
のドキュメンタリー 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, なんとかなる！（前向きと楽
観）, あなたらしく！（独立とマイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
スマホ必携、シェアしあいましょう！！ 
  

p.22



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS9 13:00-14:10 1-403 教室     
ウェルビーイングダイアログ 2on1 

慶應 SDM ヒューマンラボ 前野隆司&マドカ 
 
新たに開発したウェルビーイングダイアログ 2on1（3 人で行う対
話）を行います。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
特になし 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS10 13:00-15:40 1-404 教室     
もう一つの働き方改革～ジョブクラフティング 2.0 

一般社団法人日本ポジティブ心理学協会 
 
働く経験を豊かにし、より大きな楽しみや高い生産性をもたらす
方法の一つに、ポジティブ組織学の提唱する「ジョブクラフティ
ング」があります。具体的には、自分の価値観、強み、情熱に基
づき、自分の仕事を積極的に再設計する知恵であり技術です。今
年は、個々人の仕事の再設計に加え、価値観、強み、情熱の各要
素にも焦点をあてます。今まで知らなかった自分自身に出会い、
新たな仕事のやり方について一緒に考えてみませんか？ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
エンゲージメント＆意味・意義 
（M・セリグマンによるウェルビーイング PERMA モデルの E と
M に相当） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
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https://www.jppanetwork.org/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS11 13:00-14:10 1-405 教室     
“手当て”の力 ～シアワセの実感～ 

カラダ大学 
 
皆さんは、最近どんな言葉を使っていますか？  
会話中、頭の中で思い浮かべた言葉も含めてです。 
「日々使っている言葉で人生は作られる」と言われ、 
どんな言葉を使うかは、とても大切なことです。 
ハッピートーク®では「脳の仕組み」を利用し、言葉を変えること
であなたの気持ち・思考を自然に変わりあなたの人生がよりハッ
ピーになるきっかけになります。 
ハッピートーク®を体験していただき、一緒にハッピーな人生を
送りましょう！ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
ありがとう！（つながりと感謝）, あなたらしく！（独立とマイペ
ース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
同性同士での簡単なペアワークを行います。お互いの身体に「手
を当てる」行為が発生することをご了承ください。 
  

p.25



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS12 13:00-14:10 1-501 教室     
~幸せになれる呼吸法~ココロとカラダを整える「ボディリズム」 

一般社団法人日本ボディリズムマネジメント協会 
 
ボディリズムは幸せの 4 因子と相性ばっちり！ 
 
やってみよう！（楽しい呼吸法”ボディリズム”で心身の基礎代謝
アップ） 
ありがとう！（呼吸を合わせて”つながり”を体感） 
なんとかなる！（もやもやした気持ちも深い呼吸で吐き出しちゃ
いましょう 
あなたらしく！（自分の好きな呼吸”リズム”を見つけましょう） 
 
幸せになる呼吸法、一緒に体験してみませんか？ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
本ワークショップでは、呼吸法でストレス度が変化する体験をし
ていただきます。ご興味ある方は事前にインストールしていただ
くとスムーズです。スマートフォンアプリ「COCOLOLO」（無料） 
http://cocololo.jp/about/ 
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https://body-rhythm.jp/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS13 13:00-14:10 1-502 教室     
関係性システム・コーチング®と本当の幸せの関係 
 ※WS29、WS45 と同一 

CRR ジャパン 
 
コーチングの新しいアプローチとして生まれた「システム・コー
チング®」。 
１対ｎ（複数）の関係、２人以上のパートナーシップやチームを
クライアントとするコーチングです。ここではシステム・コーチ
ング®の理論や手法を使って、本当の幸せとは何かについて探求
していきます。人と繋がりあっていることとお互いが違う存在で
あることを同時に感じられます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
特になし 
  

p.27



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS14 13:00-14:10 1-503 教室     
理想のパートナーと幸せを 引き寄せる恋愛心理学 

平本式コミュニケーション心理学 
 
理想のパートナーと幸せを 引き寄せる恋愛心理学 
平本あきお 
 
◆ 恋愛や結婚について、こんな風に思っていませんか？ 
・自分磨きに疲れた。 
・相手に「嫌われてないかな・・・？」と気になる。 
・そもそもどんなパートナーが理想かわからない 
・恋愛や結婚と仕事のバランスをどうとっていいのか？ 
・仕事が忙しすぎて、出会いがない。 
 
◆このセミナーに参加すると・・・ 
①自分が望むライフスタイルがわかる 
②理想のパートナーがはっきりする。 
 
自分が本当に望むライフスタイルを描くことでそれにぴったりな
パートナーに出会う方法が見つかります！目からウロコの考え方
はビジネスなど、パートナーシップ全般に応用可能。楽しい実習
中心で、４万人以上の人の自分らしさを引き出してきた平本あきお
（https://www.facebook.com/akio.hiramoto）が、あなたから引き
だします！ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具、ワクワクした気持ち  
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http://inovatia.jp/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS15 13:00-14:10 1-504 教室     
あなたの気持ちを伝えよう 

～対話とコロリアージュ(塗り絵)でメッセージカード創り～ 
こころのひと休み保健室 

 
ありがとう、ごめんね、大好き、これからもよろしく…。 
そんな言葉を伝えたいと気になっている人はいませんか？ 
伝えたい方が身近な存在だったり、メッセージがシンプルなほど、
伝えにくさを感じがちです。 
ここでは、フランス発祥の塗り絵コロリアージュで、世界に１つ
だけのポストカードを創ります。 
帰りがけにポストにポン！ 
楽しみながら創ると、きっとあなたの気持ちが素直に伝わること
でしょう。 
自分宛に送るのもオススメです。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
特になし 
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https://kokorohitoyasu3.wixsite.com/kokorohitoyasumi


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS16 13:00-14:10 1-505 教室     
子供の強みを見ると問題が消失する！？ 

～子供の強みスイッチを探そう～ 
ニューヨークライフバランス研究所 

 
世界的な調査会社ギャロップ社の調査では、上司が部下の強みを
見ると、社員の問題行動がほぼ消失することがわかっています。
また、ポジティブ心理学を子育てに応用した最新研究では、親が
子供の弱みではなく強みに注目すると、親子の幸福度が増し、成
績までも高くなることがわかっています。万能薬のように聞こえ
る強みですが、我が子の弱みの方が目に入りますよね。このワー
クショップでは、日常生活で子供の強みに注目する具体的な方法
を紹介します。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
  

団体Web
ページへ
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https://www.lifebalanceny.org/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS17 13:00-14:10 1-506 教室     
shiawase を心と体で体感するコーチングセミナー 
 ※WS33、WS49 と同一 

夢大学 
 
あなたは「心からやりたいことで自分らしく」生きていますか？
誰かの応援により、予想以上に力が湧いた経験がありますか？私
は、コーチング・ワークショップ・コミュニティ創りを通して、
人は「自分らしさ」と「人の繋がり」この 2 つが揃った時に、素
晴らしいパフォーマンスを発揮するという確信を得ました。「仲間
や家族と一緒にど真ん中を生きている」状態こそが夢を実現に導
き、そこに幸せがあります。ワークショップでは、それを体感で
きるワークやグループコーチングを行います。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
あなたらしく！（独立とマイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具と好奇心 
  

p.31



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS18 14:30-15:40 1-202 教室     
ねんどファシリテーションカフェ 

～しあわせをカタチにしてみよう～ 
しあわせファシリテーションチーム 

 
この WS では、粘土で思いを表現しながら参加者同士でコミュニ
ケーションしていきます。普段使わない五感を刺激して、みんな
で楽しく体験できます。ねんどは難しそう、表現するのは苦手な
んだよね…という方でも大丈夫！誰でもすぐにカタチにできます。
ねんどで何が見つかるの？考える前に手を動かしましょう！しあ
わせのカタチを一緒にねんどで作ってみませんか？（NPO 法人
日本ファシリテーション協会の会員有志で企画しています） 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
【持ち物】考えるより感じる気持ち 
【注意事項】中学生未満は保護者同伴での参加となります。また、
誤飲には十分ご注意ください。 
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https://www.facebook.com/NendoFacilitationCafe/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS19 14:30-15:40 1-203 教室     
しあわせのワールドワーク 
 ※WS35 と同一 

321 ワールドワークチーム 
 
「幸せ」をテーマにした公開ワールドワーク＆体験会です。幸せ
な社会を目指そうとする時、そこにはどのような想いがあるのか。
そしてどのような抵抗が湧き起るのか。その一面を見てみるとと
もに、それぞれの想いを体験してみましょう。幸せな社会を実現
するヒントを体感できるかもしれません。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
好奇心、寛容さ、幸せと聞いて最初に浮かんだ気持ち 
  

p.33



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS20 14:30-15:40 1-204 教室     
さあ森へいこう 

株式会社森へ 
 
一歩踏み込めばそこは森です。 
一緒に森へ行ってみませんか？ 
教室が森に大変身します。 
森の香り、鳥のさえずり、太陽の移り変わり。 
ゆっくり、ゆっくり、ただ感じる時間。 
自分と、人と、森と、つながる時間。 
そんな shiawase 時間を過ごしてみませんか？ 
新しい緑の芽吹きを感じる春の森で、お待ちしています。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
持ち物無し 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS21 14:30-15:40 1-303 教室     
project『 コトホキ ノ アート 』 

研究舎 ヨハク 
 
個々の創造の種に、光をあて水をやり育てるためのアートプログ
ラム。 
古語＇ことほき（言祝き）＇とは、名もなき存在に、名を付け、
名を呼び、その存在を喜び愛しみ祝福するという「世界との関わ
り方」です。 
私たちも名もなき存在としてこの世に生まれました。「安堵し自分
の存在を喜ぶ」そんな在り方の入口はアートにあります。「自分の
内面を描く」ことで、すべての人に内在する創造力と繋がる、心
と身体へのアート体験を、ぜひ。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
あなたらしく！（独立とマイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
パステルで「自分の心模様」の絵を描きます、手ぶらで OK です。
絵画経験問いませんので、どなたでもお気軽にどうぞ。 
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https://www.yohaku-lab.com/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS22 14:30-15:40 1-304 教室     
「自分の幸せ」に気付こう、近付こう！ 

-幸せになるための｢問題解決｣と自分と向き合う｢セルフダイアログ｣- 
ms-gk 

 
幸せを感じるには、「不安でない」「充実した」状態であることが
重要。「不安解消」と「充実への気付き」をテーマにワークをしま
す！「前向きに進む」前に「足元の砂利」を片付けていくことも
肝心！ 
【不安を分解して解決】 
漠然とした不安とどうやって向き合って対処していけば良いのか、
実践するために何が必要かコツを紹介 
【自分との対話】 
自分と対話する事によって「自分の幸せ」を感じて、明日からも
っと楽しくするためのワーク 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立とマイペ
ース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
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https://happiwebe.com/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS23 14:30-15:40 1-305 教室     
コーチングで幸せを呼び起こすワークショップ 

～コーチング体験会～ 
CTI ジャパン 

 
CTI ジャパンでは人が人に関わることで幸せが生まれる、コーチ
ングを通じてそのコミュニケーションをお伝えしています。今回
のワークショップではコーチングを実際に受けていただき自分の
幸せを見つける体験ができます。そして人と人とが関わり合うこ
とで幸せが生まれる瞬間を私たちは「響き合う」と呼んでいます
が、自分の幸せが誰かの幸せを呼び起こします。当日集まった人
たちで響き合う時間を創り出したいと思います。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと
感謝）, あなたらしく！（独立とマイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具（ボールペン） 
  

p.37



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS24 14:30-15:40 1-402 教室     
UnHappy+幸福学＝∞（無限大） 
※WS8 と同一 

キャリアサポーターズ 
 
幸せは錯覚でないか？と考えていた、自己効力感は高いけど、自
己肯定感が低いキャリアコンサルタントが、自分が変わり、行動
が変わり、UnHappy と強く感じている人たちと変わっていく様
のドキュメンタリー 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, なんとかなる！（前向きと楽
観）, あなたらしく！（独立とマイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
スマホ必携、シェアしあいましょう！！ 
  

p.38



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS25 14:30-15:40 1-403 教室     
ハッピーワークショップ体験版《一般向け》 

慶応 SDM ヒューマンラボ 
 
幸福学に基づき検証された、幸せのメカニズムを体験していただ
くワークショップです。 
幸福学の知識を身につけ、実際にワークをすることで、体感して
いただきます！ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
全てに関係します！ 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
  

p.39

https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p280x280/52087628_2740442019514708_6589378025689710592_n.png?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-nrt1-1.xx&oh=bab77c07a5a57e19016d6a8dd2963102&oe=5CDE0E2A


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS26 14:30-15:40 1-507 教室     
幸せの 4 つの因子で笑い文字の「ありがとう」を書いてみよう、
渡してみよう 

※WS51 と同一 
一般社団法人笑い文字普及協会 

 
今回初開催！「ありがとう」の笑い文字ワークショップ！笑い文
字は誰でも書ける満面の笑顔の筆文字コミュニケーション。笑い
文字の「ありがとう」に❤やほっぺを書き入れるワークをして、
実際に会場の誰かに渡すことで、「やってみよう」「ありがとう」
「なんとかなる」「あなたらしく」の幸せの 4 つの因子をすべて体
験できます。あなたがこの「ありがとう」を渡したとき、きっと
大きな笑顔と幸せが生まれます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
手ぶらで大丈夫！ 
  

p.40

http://waraimoji.com/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS27 14:30-15:40 1-405 教室     
ハッピーマネージメント～人生の質を高め、豊かに生きるコツ～ 
※WS43 と同一 

キャリア・クエスト 
 
マネジメントは、仕事の場面だけでなく、家庭でも、子育ての場
面でも行われています。誰にでも身近にあるマネジメントを「ハ
ッピー」にすることができれば人生の質が向上し、豊かな人生を
送ることができます。このワークショップでは、幸せに関する諸
研究の成果やポジティブ心理学の知見等を皆さんと共有しながら、
「ハッピーマネジメント」の考え方やコツ、「ハピネスリーダー像」
の Being について考えていきます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
  

p.41

https://www.career-quest.jp/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS28 14:30-15:40 1-501 教室     
心臓ヨガ®体験ワークショップ 
～私らしい幸せのための Heartfullness プログラム～ 
 ※WS44 と同一 

一般社団法人日本ポジティブヘルス協会 
 
心臓を意識したことはありますか？ 
心臓はただの血液を全身に送るだけのポンプではなく、感情・直
感・記憶と密接に繋がっています。例えば「胸騒ぎ」のような言
葉で表されている感覚は、脳は認識していない何かの感覚を心臓
が感じ取ってくれているのです。このワークショップでは心臓に
意識を向け、心臓を感じ、ヨガのポーズや呼吸・瞑想を通してハ
ート（心臓）の声を聴き、私らしく幸せに生きることについて対
話をしていきます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具・ノート・身体を動かしやすく呼吸の楽な服装 
  

p.42



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS29 14:30-15:40 1-502 教室     
関係性システム・コーチング®と本当の幸せの関係 
 ※WS13、WS45 と同一 

CRR ジャパン 
 
コーチングの新しいアプローチとして生まれた「システム・コー
チング®」。 
１対ｎ（複数）の関係、２人以上のパートナーシップやチームを
クライアントとするコーチングです。ここではシステム・コーチ
ング®の理論や手法を使って、本当の幸せとは何かについて探求
していきます。人と繋がりあっていることとお互いが違う存在で
あることを同時に感じられます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
特になし 
  

p.43



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS30 14:30-15:40 1-503 教室     
幸せも成果も引き寄せる『空気感』の作り方 

平本式コミュニケーション心理学 
 
職場や家庭、学校や病院の『空気感』によって、「悩みの量」「パ
フォーマンス」「気分」が変わります。『空気感』のいい人は、多
くのチャンスに恵まれます。自分も周りにも、幸せや成果を呼び
込みます。素晴らしいリーダーは、『いい空気感』を作ったり、『悪
い空気感』を変えたりすることが得意です。 
そして、『空気感』は、どんな立場からでも変えることができます。
あなたも、『いい空気感』で、幸せと成果の両方を手に入れてみま
せんか？ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
ワクワク感と遊び心 
  

p.44

http://inovatia.jp/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS31 14:30-15:40 1-504 教室     
ワクワクゆめ教室～夢探検マップで夢発見 
 ※WS47 と同一 

一般社団法人日本ゆめ教育協会 
 
あなたの「ゆめ」は何ですか？あなたの家族の「ゆめ」は何です
か？ 
そもそも「ゆめ」って何だと思いますか？ 
わずか、90 分で楽しみながら「ゆめ」を発見するワークショップ
の紹介です。 
このプログラムは、文部科学省の認定授業にもなっており、小中
学校のキャリア教育や社会人向けの自己理解プログラムとしても
活用されています。 
「しあわせ」につながる「ゆめ」を今一度考えてみませんか？ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, あなたらしく！（独立とマイ
ペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
  

p.45



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS32 14:30-15:40 1-505 教室     
幸せ時間のつくり方 

～パートナーとの関係を育てる四つのレベル～ 
SmartBeing 合同会社 

 
パートナーとの関係を育む秘訣は「しあわせ時間」にあります。
しあわせ時間とは、単に楽しく気分が良い時間のことではありま
せん。互いを意識し、互いの幸せを育むために協力する時間のこ
とです。しあわせ時間を意識的に持つと、利己的な愛情が相互愛
へと変わっていきます。ただし、しあわせ時間をつくるにはちょ
っとした工夫が必要です。このワークショップでは、しあわせ時
間の特徴を理解し、そのつくり方について学べます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
ありがとう！（つながりと感謝） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具程度 
  

p.46

https://www.smart-being.com/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS33 14:30-15:40 1-506 教室     
shiawase を心と体で体感するコーチングセミナー 
 ※WS17、WS49 と同一 

夢大学 
 
あなたは「心からやりたいことで自分らしく」生きていますか？
誰かの応援により、予想以上に力が湧いた経験がありますか？私
は、コーチング・ワークショップ・コミュニティ創りを通して、
人は「自分らしさ」と「人の繋がり」この 2 つが揃った時に、素
晴らしいパフォーマンスを発揮するという確信を得ました。「仲間
や家族と一緒にど真ん中を生きている」状態こそが夢を実現に導
き、そこに幸せがあります。ワークショップでは、それを体感で
きるワークやグループコーチングを行います。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
あなたらしく！（独立とマイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具と好奇心 
  

p.47



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS34 16:00-17:30 1-202 教室     
愛情飢餓感を満たし、自己肯定感・他者受容力を高めて Well-Being
を実現する、脳科学・身体心理学に基づくメンタルプログラム 

日本メンタル再生研究所 
 
Well－Being 度を高めるキーとなる自己肯定感は、潜在意識レベ
ルの愛情飢餓感（他者承認欲求飢餓）を満たすことが非常に重要
です。それは、筑波大学名誉教授・宗像恒次博士の研究では、身
体違和感を良好化させるという方法で、脳内の情動の発生装置と
言われる扁桃体活動を安定化させることでできることがでわかっ
てきました。今の自己肯定感を数値化し、簡易的なワークでこの
数値が変化する体験をしていただきたいと思います。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
あるがままに（自分らしさ）。やってみよう（自己実現と利他心） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
メモ用紙（A4 以下の大きさ）と筆記用具。 
  

団体Web
ページへ

p.48

https://www.mentalsaisei.com/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS35 16:00-17:30 1-203 教室     
しあわせのワールドワーク 
 ※WS19 と同一 

321 ワールドワークチーム 
 
「幸せ」をテーマにした公開ワールドワーク＆体験会です。幸せ
な社会を目指そうとする時、そこにはどのような想いがあるのか。
そしてどのような抵抗が湧き起るのか。その一面を見てみるとと
もに、それぞれの想いを体験してみましょう。幸せな社会を実現
するヒントを体感できるかもしれません。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
好奇心、寛容さ、幸せと聞いて最初に浮かんだ気持ち 
  

p.49



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS36 16:00-17:30 1-204 教室     
心からやりたいことを事業として取り出すワークショップ 
(zenschool ゼンスクール) 

株式会社 enmono 
 
新規事業やイノベーション起したい方向けのワークショップです。
瞑想を通じて１０歳の夏休みの頃ワクワク感と、スキルをかけ合
わせて本当にやりたいことを事業として取り出すワークを行いま
す。本プログラムは慶應大学の WellBeingInnovation スクールに
採用され、2017 年のポジティブサイコロジー学会でも発表されて
います。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, あなたらしく！（独立とマイ
ペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
太めのマジックペン 
  

p.50

https://www.zenschool.jp/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS37 16:00-17:30 1-303 教室     
しあわせリーダーシップ 
- Well-Being と Well-Doing を磨こう 

しあわせリーダーズ合同会社 
 
マインドフルネスメソッドやポジティブ心理学、脳科学、幸福学
からのアカデミックな知見やグローバル企業のベストプラクティ
スをもとに、Well-Being（しあわせな状態でいるリーダー）、Well-
Doing（しあわせを創造できるリーダー）の両方の技術を磨きま
す。予定している内容：心理的安全性を生み出す 1 on 1 、マイン
ドフルネス、ストーリーテリング等 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具と好奇心 
  

p.51

https://www.shiawase-leaders.com/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS38 16:00-17:30 1-304 教室     
強みを知って、活かして、幸せを拡げよう！ 

SA・KURA 企画事務所 
 
自分にとって「これって普通だよね」と思っていることが、実は
特別で、すばらしい才能や強みだったりすることが多々あります。
自分の強みをもう一度確認し、新たに知って、自身のため周りの
方のために強みを活かして、幸せを拡げていきませんか？ワーク
ショップでは、ストレングスファインダー®資質に基づいたチェ
ックリストを使って強みを見つけます。 
 
そこから、「ああ、これも強みだったんだな」「一人ひとりみんな
違っていいんだな」と心が温まる幸せを感じることでしょう。 
 
また、強みを活かしている時はワクワク楽しい幸せな瞬間。強み
の活かし方を知ることで、自身の喜びだけでなく、周りの方の役
に立ち、相手をハッピーにできる幸せ。強みを知ることでいろい
ろな幸せが待っています。（後日変更の可能性あります） 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, あなたらしく！（独立とマイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具  

p.52

https://sa-kura.jp


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS39 16:00-17:30 1-305 教室     
医師が伝える！根拠に基づく「健康を育む」食事 

Happy Healthy Club 
 
楽しく食事をして健康を育めるとしたら、それはとても shiawase
なことではないでしょうか。 
生活習慣病の成れの果ては、心筋梗塞をはじめとする心血管疾患
です。これは、時に突然死を起こしうる重い病気です。そんな診
療を 20 年以上しているうちに、食生活のセルフ・マネジメントの
大切さを強く感じました。情報の溢れる現代社会では、食生活に
関する知識も玉石混合です。本当に科学的に健康に良い食事につ
いて、一緒に楽しく学びませんか？ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, あなたらしく！（独立とマイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
  

p.53

https://ja-jp.facebook.com/pages/category/Doctor/Happy-Healthy-Club-1952677368310809/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS40 16:00-17:30 1-404 教室     
はじめよう、強みにもとづく子育て 

NPO 法人フラーリシング・エデュケーション・ジャパン 
 
強みにもとづく子育てによって、子どもの才能を伸ばし、幸福度
を高めることができる。そして、親自身も成長し、幸せになるこ
とができると国際ポジティブ心理学協会会長のリー・ウォーター
ズ博士が提唱しています。親子で幸せになる科学的な子育て方法
を私たちと一緒に始めてみませんか。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
  

p.54

https://www.flourishingeducation.org/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS41 16:00-17:30 1-403 教室     
ウェルビーイングデザインプログラム体験版《企業人向け》 

慶応 SDM ヒューマンラボ 
 
幸福学に基づき検証された、幸せのメカニズムを体験していただ
くワークショップです。 
幸福学の知識を身につけ、実際にワークをすることで、体感して
いただきます！ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
全てに関係します！ 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
  

p.55

https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p280x280/52087628_2740442019514708_6589378025689710592_n.png?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-nrt1-1.xx&oh=bab77c07a5a57e19016d6a8dd2963102&oe=5CDE0E2A


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS42 16:00-17:30 1-402 教室     
幸せになる「HAPPY TREE」づくり 

特定非営利活動法人 HUG for ALL 
 
このワークショップでは、いくつかの対話と作品作りを通じて幸
福の 4 因子を体感していただきます。実際に手を動かして物を作
ることで参加いただく皆様にも楽しんでいただくプログラムです。
作った【HAPPY TREE】は是非お持ち帰りください。 
(※) HUG for ALL は「すべての子どもに安心できる居場所を生
きる力を」というミッションを掲げ、児童養護施設でくらす子ど
もたちを支援している NPO 法人です。ワークショップ冒頭で活
動に関するご案内もさせていただきます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
のりやハサミを使っての作業を予定していますので、小さいお子
様とご参加される方はご留意ください。 
  

団体Web
ページへ
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http://hugforall.strikingly.com/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS43 16:00-17:30 1-405 教室     
ハッピーマネージメント～人生の質を高め、豊かに生きるコツ～ 
※WS27 と同一 

キャリア・クエスト 
 
マネジメントは、仕事の場面だけでなく、家庭でも、子育ての場
面でも行われています。誰にでも身近にあるマネジメントを「ハ
ッピー」にすることができれば人生の質が向上し、豊かな人生を
送ることができます。このワークショップでは、幸せに関する諸
研究の成果やポジティブ心理学の知見等を皆さんと共有しながら、
「ハッピーマネジメント」の考え方やコツ、「ハピネスリーダー像」
の Being について考えていきます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
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https://www.career-quest.jp/


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS44 16:00-17:30 1-501 教室     
心臓ヨガ®体験ワークショップ 
～私らしい幸せのための Heartfullness プログラム～ 
 ※WS28 と同一 

一般社団法人日本ポジティブヘルス協会 
 
心臓を意識したことはありますか？ 
心臓はただの血液を全身に送るだけのポンプではなく、感情・直
感・記憶と密接に繋がっています。例えば「胸騒ぎ」のような言
葉で表されている感覚は、脳は認識していない何かの感覚を心臓
が感じ取ってくれているのです。このワークショップでは心臓に
意識を向け、心臓を感じ、ヨガのポーズや呼吸・瞑想を通してハ
ート（心臓）の声を聴き、私らしく幸せに生きることについて対
話をしていきます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具・ノート・身体を動かしやすく呼吸の楽な服装 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS45 16:00-17:30 1-502 教室     
関係性システム・コーチング®と本当の幸せの関係 
 ※WS13、WS29 と同一 

CRR ジャパン 
 
コーチングの新しいアプローチとして生まれた「システム・コー
チング®」。 
１対ｎ（複数）の関係、２人以上のパートナーシップやチームを
クライアントとするコーチングです。ここではシステム・コーチ
ング®の理論や手法を使って、本当の幸せとは何かについて探求
していきます。人と繋がりあっていることとお互いが違う存在で
あることを同時に感じられます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
特になし 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS46 16:00-17:30 1-503 教室     
平本 LIVE～自分らしい生き方を叶える力～ 

平本式コミュニケーション心理学 
 
ー人生が変わる瞬間を、あなたは目撃する。ー 
上場企業経営者、メジャーリーガー、映画俳優、起業家、ビジネ
スパーソンなど、これまで 5 万人以上を指導してきたメンタルコ
ーチ平本あきおが、その場で希望者を集いあなたの目の前で公開
でコーチング＆カウンセリングの LIVE セッションを行います。 
課題解決はもちろん、あなたが描く幸せなビジョンの実現を加速
させるのも平本 LIVE の魅力。 
使命やビジネスについて、目の前のプライベートや家族の問題、
ライフスタイルも扱うから、根本的に人生がシフトします。 
「本当にやりたいこと」や「自分らしいやり方」で悩んでいる方
もぜひ！ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
なし  
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS47 16:00-17:30 1-504 教室     
ワクワクゆめ教室～夢探検マップで夢発見 
 ※WS31 と同一 

一般社団法人日本ゆめ教育協会 
 
あなたの「ゆめ」は何ですか？あなたの家族の「ゆめ」は何です
か？ 
そもそも「ゆめ」って何だと思いますか？ 
わずか、90 分で楽しみながら「ゆめ」を発見するワークショップ
の紹介です。 
このプログラムは、文部科学省の認定授業にもなっており、小中
学校のキャリア教育や社会人向けの自己理解プログラムとしても
活用されています。 
「しあわせ」につながる「ゆめ」を今一度考えてみませんか？ 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, あなたらしく！（独立とマイ
ペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS48 16:00-17:30 1-505 教室     
自分で決められる人が育つには? 

～ウェルビーイングと自己決定～ 
ウェルビーイング心理教育アカデミー 

 
昨年、日本人２万人のデータの分析から、収入や学歴よりも「自
己決定度」が人の幸せに影響しているということが発表されまし
た。幸せに影響のあったトップ３の要因は「自己決定」と「健康」
と「つながり」でした。これは、心理的、身体的、社会的な健や
かさをさす、ウェルビーイングの概念と一致しています。しかし、
健康やつながりとは異なり、自己決定は少し難しい概念です。自
己決定できる人が幸せになるのだから、自分で決めましょうと言
って、自分の人生の大切な決断を自分で決められる人になれるわ
けではありません。決めたくても決められない、わからない、と
いう人が多いのではないでしょうか？ このワークショップでは、
エビデンスをもとに、自分で決められる人が育つのに欠かせない
３条件を紹介し、自己決定度を高める方法について参加者の皆さ
んと共に考えます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）,あなたらしく！（独立とマイ
ペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
特になし 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS49 16:00-17:30 1-506 教室     
shiawase を心と体で体感するコーチングセミナー 
 ※WS17、WS33 と同一 

夢大学 
 
あなたは「心からやりたいことで自分らしく」生きていますか？
誰かの応援により、予想以上に力が湧いた経験がありますか？私
は、コーチング・ワークショップ・コミュニティ創りを通して、
人は「自分らしさ」と「人の繋がり」この 2 つが揃った時に、素
晴らしいパフォーマンスを発揮するという確信を得ました。「仲間
や家族と一緒にど真ん中を生きている」状態こそが夢を実現に導
き、そこに幸せがあります。ワークショップでは、それを体感で
きるワークやグループコーチングを行います。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
あなたらしく！（独立とマイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具と好奇心 
  

p.63



shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS50 16:00-17:30 1-507 教室     
がん患者のための shiawase ワークショップ 
～あなたらしさの源泉 価値観を再発見する～ 

千道株式会社 
 

このワークショップでは、自分らしく生き生きと生きていくこ
とを目指して、自分の価値観を見つけていきます。 

人生で最も大事な４つのリソースを何に割り当てているのかを
じっくり見ていくことで、より早く確実にあなただけにユニーク
な価値観を見つけることができるのです。 

私はがんになった当初は、何もできない自分に落ち込み悩んで
いましたが、そこから立ち直り、以前のように自分らしく生き生
きとやりたいことに注力できるようになったのは、自分の価値観
がわかっていたからです。 

辛い治療に前向きに取り組めたのも、自分の価値観がわかって
いて、自分が成し遂げたいことにフォーカスしていたからです。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, あなたらしく！（独立とマイ
ペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
筆記用具 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WS51 14:30-15:40 1-507 教室     
幸せの 4 つの因子で笑い文字の「ありがとう」を書いてみよう、
渡してみよう 

※WS26 と同一 
一般社団法人笑い文字普及協会 

 
今回初開催！「ありがとう」の笑い文字ワークショップ！笑い文
字は誰でも書ける満面の笑顔の筆文字コミュニケーション。笑い
文字の「ありがとう」に❤やほっぺを書き入れるワークをして、
実際に会場の誰かに渡すことで、「やってみよう」「ありがとう」
「なんとかなる」「あなたらしく」の幸せの 4 つの因子をすべて体
験できます。あなたがこの「ありがとう」を渡したとき、きっと
大きな笑顔と幸せが生まれます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
手ぶらで大丈夫！ 
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shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WSM1 13:00-14:10 1-201 教室     
武蔵野大学しあわせ研究所の取り組み 

武蔵野大学しあわせ研究所 
 
武蔵野大学はブランドステートメント「世界の幸せをカタチにす
る。」を 2016 年 4 月に発表し、2016 年 7 月には Musashino 
University Creating Happiness Incubation（武蔵野大学しあわせ研
究所）を設立しました。世界のしあわせを響創するための学際的
な研究を行い、自他ともにしあわせを享受できる世界の実現に貢
献することを目的として、公募により、学内外から 100 人余りの
研究員が集まっています。今回は、しあわせ研究所の取り組みの
一部をみなさまにご紹介いたします。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
ありがとう！（つながりと感謝） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
特になし 
  

p.66

https://www.musashino-u.ac.jp/research/laboratory/happiness_incubation.html


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WSM2 14:30-15:40 1-201 教室     
自然と自分がつながる幸せワークショップ 

武蔵野大学しあわせ研究所 
 
自然と自分がつながる幸せワークショップへようこそ。キャンパ
スの屋上では、パーマカルチャーの考え方を用いて野菜やハーブ
を栽培する自然循環型の菜園を目指し、利用する命の循環や自然
の在り方にそった栽培を行っています。普段、自然を感じること
が少ない都会でリラックスしながら裸足で土に触れつつ、さまざ
まな種を植えて、幸せガーデンを作りましょう。この経験をもと
に身近な場所で、実践してみてはいかがですか。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
ありがとう！（つながりと感謝） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
特になし 
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https://www.musashino-u.ac.jp/research/laboratory/happiness_incubation.html


shiawaseワークショップ 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

WSM3 16:00-17:30 1-201 教室     
しあわせな職場づくりにむけて 

武蔵野大学しあわせ研究所（高橋克徳） 
 
あなたの職場は、人を幸せにしていますか。さらに、価値観や働
き方の多様化、AI やロボットを始めとする情報技術の進化は、わ
たしたちを本当に幸せにするのでしょうか。このワークショップ
では、①組織感情診断を用いて職場の今を知り、②未来の変化が
職場にもたらす影響を考え、③その上で「しあわせな職場」のイ
メージを出し合う、という３つのワークを行いながら、「しあわせ
な職場づくり」のカギについて一緒に考えます。 
 
ワークショップ内容のカテゴリー： 
やってみよう！（自己実現と成長）, ありがとう！（つながりと感
謝）, なんとかなる！（前向きと楽観）, あなたらしく！（独立と
マイペース） 
 
受講者の持ち物 または受講者への注意事項： 
特になし 
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Ver.3.4_20190307 

shiawase学会 @1号館 
基調講演・シンポジウムのほか、46 の一般発表が行われます。

各セッションの開始時刻は、同時開催の shiawase ワークショップと
あわせています。 

下線の引かれたタイトル部分をクリックして頂きますと、それ
ぞれの内容詳細ページをご覧頂けます。詳細ページ上部にはこの
ページに戻るためのリンクがありますので、ご活用下さい。 

基調講演・シンポジウム 会場 1-306 教室 

第 1 セッション 
基調講演 1（13:00-14:00） 

死者の幸福は語りうるか 
一ノ瀬 正樹（武蔵野大学） 

第 2 セッション 
基調講演 2（14:30-15:30） 

ポジティブ心理学から考えるウェルビーイング：統合的アプローチ 
小林 正弥（千葉大学） 

第 3 セッション 
シンポジウム（16:00-17:30） 

ウェルビーイングリサーチの可能性と展望 
座長：前野 隆司（慶應義塾大学） 

小林 正弥（千葉大学） 
秋山 美紀（東京医療保健大学） 
島津 明人（北里大学） 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

一般発表 

＜発表順＞ ※発表時間は質疑を含めて 25 分 

第 1 セッション［13:00-14:30］ 

1-206 教室 

13:00-13:25（発表番号：G1） 
自分と、人と、世界をつなぐ「対話」（仮） 

長井 雅史、中村 一浩（ダイアローグ・ラボ） 
 

13:30-13:55（発表番号：G7） 
「対話」が生み出す「しあわせ」とは（仮） 

 菊野 陽子、中村 一浩（株式会社 Dialogue with） 
 

1-207 教室 

13:00-13:25（発表番号：G2） 
楽観性を高める方法 

 魚地 朋恵（慶應義塾大学大学院 SDM 研究科） 
 

13:30-13:55（発表番号：G8） 
レジリエントライフデザインラボの取り組み 

赤羽 裕子（SDM ヒューマンラボ研究員）、田村 謙介、 
窪田 尚洋、中田 実紀子  
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

14:00-14:25（発表番号：G13） 
「介護フラ」は世界中のお年寄りと、介護職員さんを幸せにする！ 

栗原 志功（一般社団法人 健康フラ・介護フラ協会）、 
 前野 隆司（慶應 SDM)、 秋山 美紀（東京医療保健大学）、 
指田 睦（一般社団法人 健康フラ・介護フラ協会） 

 

1-307 教室 

13:00-13:25（発表番号：G3） 
絵を早く分かりやすく描くことから見えてきた楽で楽しいワー
クショップのデザインに関する一考察 

宇治 茶更（CoCreSalon、コクリサロン） 
 

13:30-13:55（発表番号：G9） 
幸福学から捉えるトライアスリートのエスノグラフィー 
 八田 益之（法政大学キャリアデザイン学研究科修士） 

 
1-308 教室 

13:00-13:25（発表番号：G4） 
良いことを毎日 3 つ思い出して幸せになるワーク 2.0 ～日常の
生活の中から幸せを見つけるアプリ”はぴトレ”～ 

太田 雄介 (株式会社はぴテック) 
 

13:30-13:55（発表番号：G10） 
自己肯定感を育む「できたことノート」実践法 
 永谷 研一（株式会社ネットマン）  
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

1-406 教室 

13:00-13:25（発表番号：G5） 
PTA3.0 の可能性～VUCA 社会における教育イノベーションの
担い手として～ 

梅田 眞司（Social Design Laboratory） 
 

13:30-13:55（発表番号：G11） 
未来の教育と幸せ～家庭教育と学校教育における幸福環境研究～ 

 梅田 湘悟（Social Design Laboratory） 
 
1-407 教室 

13:00-13:25（発表番号：G6） 
チーム理念をデザインする HappyFutureTree 

 木村 玲美（NPO 法人しなやかワーク／浜松総務部(有)）、 
五十井 薫（(一社)日本情報システム・ユーザー協会 JUAS）、
ひとと組織のWell-Being プロジェクトin JUAS 本間哲尉他一同 

 
13:30-13:55（発表番号：G12） 
長続きする NPO の秘訣～SET の感動の秘密～ 
 木村 聡（慶應義塾大学院システムデザインマネジメント） 

 
14:00-14:25（発表番号：G14） 
自然（じねん）経営 -日本発のティール・ホラクラシー（自己
組織化）経営- 
 島 青志（(株)Salt）  
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

第 2 セッション［14:30-16:00］ 

1-206 教室 

14:30-14:55（発表番号：G15） 
フィンランドに学ぶ福祉と教育～平等でオーダーメイドの幸せ
レシピ～ 

角光 裕美（社会福祉法人ぷろぼの）、 
小曽根 龍一（神奈川リハビリテーション病院） 

 
15:00-15:25（発表番号：G21） 
高幸福度 北欧デンマークの”幸せの秘訣”を日本に展開する 
 犬尾 陽子 (慶應大学大学院 SDM ヒューマンラボ) 

 

1-207 教室 

14:30-14:55（発表番号：G16） 
幸福度を向上させる、自己肯定感向上トレーニングの可能性 

山本 潤一（日本メンタル再生研究所・情動認知行動療法
研究所、客員研究員） 

 
15:00-15:25（発表番号：G22） 
がん患者しあわせの土台「考・食・動」のススメ 

加藤 せい子（千道株式会社）、林 亮太郎（慶應義塾大学
大学院付属システムデザインマネジメント研究所）  
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

15:30-15:55（発表番号：G27） 
“わかって”いても、“出来ない”あなたへ。～ネガポジ反転学®の
ススメ～ 

エド・はるみ（慶應義塾大学大学院システムデザイン・
マネジメント研究所／株式会社よしもとクリエイティブ・
エージェンシー所属） 

 

1-307 教室 

14:30-14:55（発表番号：G17） 
幸福な街のメカニズム ～役所 2.0 待望論～ 
 稲葉 理一郎（慶應 SDM 修士 1 年・川崎市） 

 
15:00-15:25（発表番号：G23） 
しあわせホテルの新しい取り組み（仮） 

鈴木 雅晴、中村 一浩（しあわせホテル株式会社） 
 

1-308 教室 

14:30-14:55（発表番号：G18） 
母娘の手作りバックで広がる幸せの循環方法 ～しあわせ循環
プロジェクト～ 

伊藤 由紀(SDM 研究員) 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

15:00-15:25（発表番号：G24） 
「しょうがい」のある子どもの母の「しあわせ」～子育てひろ
ばの試行から～ 

前廣 美保、矢澤 美香子、義永 睦子（武蔵野大学）、 
山本 由子（東京医療保健大学） 

 

1-406 教室 

14:30-14:55（発表番号：G19） 
児童養護施設で生活する子どもたちの幸福度を高める方法 

楠 聖伸（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科） 

 
15:00-15:25（発表番号：G25） 
社会的養護下の子どもの「幸せ」を考える 
 村上 綾野（特定非営利活動法人 HUG for ALL） 

 

1-407 教室 

14:30-14:55（発表番号：G20） 
社員が幸せになる 1on1 とは？ 
 櫻井 将（エール株式会社、SDM 研究員） 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

15:00-15:25（発表番号：G26） 
しあわせな働き方改革の「し」 

坂本 崇博（コクヨ株式会社／合同会社 SSIN／一般社団
法人 日本健康企業推進者協会）  

 
15:30-15:55（発表番号：G28） 
企業事例にみる幸せマネジメントへの軌跡 

荻野 淳也（慶應 SDM 講師、マインドフルリーダーシッ
プインスティテュート代表理事）、岡本 直子（慶應ＳＤ
Ｍ特任助教、EVOL 株式会社パートナー） 

 
 
第 3 セッション［16:00-17:30］ 

1-206 教室 

16:00-16:25（発表番号：G29） 
幸せな生き方のためのパターン・ランゲージ 
 岩田 華林、河野 礼、小川 功毅(慶應義塾大学)  

 
16:30-16:55（発表番号：G35） 
幸せでない時も幸せになれる！「ぱっかん効果」で幸せは伝染
する 
 福薗 ちよこ、はにわ きみこ、蓑和 憲子（ぱっかん楽観） 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

17:00-17:25（発表番号：G41） 
サンタの大冒険は、世界平和へ通ず 
 栗原 志功（慶應 SDM) 

 

1-207 教室 

16:00-16:25（発表番号：G30） 
呼吸と幸せ 
 あきり さほ 

 
16:30-16:55（発表番号：G36） 
幸せな教育 ―アクティブ・ラーニングによる多様性適応力向上― 
 藤原 由美（産業能率大学・慶應義塾大学大学院 SDM 研究所） 

 
17:00-17:25（発表番号：G42） 
夢を描く力を育む英語教育 
 濱田 真由美（流通科学大学）  

 

1-307 教室 

16:00-16:25（発表番号：G31） 
ハッピーセンター（和歌山市立青少年国際交流センター）の取
組について 
 宮武 功（和歌山市立青少年国際交流センター所長）、
 稲野 雅則（加太観光協会会長） 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

16:30-16:55（発表番号：G37） 
野菜を真ん中に。健康とパフォーマンス向上のスタイル食学 

大平 恭子（殿町ウェルビーイングイノベーションスクール
Tonomachi Edge（強化コース）修了/ブランドストーリー 
代表/野菜ソムリエ上級プロ） 

 
17:00-17:25（発表番号：G43） 
公民連携図書館の賑わいの秘密 

山崎 茜（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科修士 2 年）  

 

1-308 教室 

16:00-16:25（発表番号：G32） 
笑いを通じた災害被災地の子ども支援－大道芸訪問活動の実践
報告 

田久 朋寛（大道芸人・無所属） 
 

16:30-16:55（発表番号：G38） 
子どもの遊びと幸福～個人の Happy とみんなの Happy の関係性 

金井 聡（キリフリ自然学校 一般社団法人学び方を学ぶ
プロジェクト）、栗原 祥（キリフリ自然学校） 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

17:00-17:25（発表番号：G44） 
こども食堂の輪から広がる地域の幸せ 

奥山 睦（慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科 博士課程）  

 

1-406 教室 

16:00-16:25（発表番号：G33） 
ワーク・ライフ・インテグレーションによる社会人学生の幸福
感の向上 –仕事と私生活の統合を目指して 

矢澤 美香子、野口 普子、前廣 美保、本多 勇（武蔵野大学) 
 

16:30-16:55（発表番号：G39） 
次世代型キャリアコンサルティングの在り方への検討 

梅田 眞司、須田 万里子、矢萩 邦彦（Well-Being Career 
Design Lab） 

 
17:00-17:25（発表番号：G45） 
現代の都市環境は我々にとって幸せか ～森林音の研究から～ 

簗 輝孝（慶應大学大学院システムデザイン・マネジメン
ト研究科） 

 

1-407 教室 

16:00-16:25（発表番号：G34） 
仕事わくわくの 5 因子から考える、Waku-work のヒント！ 
 井上 亮太郎（慶應義塾大学大学院）  

p.79



shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

16:30-16:55（発表番号：G40） 
エンジニアのワクワク発見！～仕事をもっと面白くする！ 

源明 典子、太田 久美（エンジニア Link/（株）スコラ・
コンサルト）、浅井 大輔（エンジニア Link 世話人／メー
カー勤務） 

 
17:00-17:25（発表番号：G46） 
新しい働き方で目指す、障害者の幸福度向上 

田中 真宏（NPO 法人ピープルデザイン研究所）、 
今村 仁美（株式会社富士通 SSL）  
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

＜カテゴリー別＞ ※発表時間は質疑を含めて 25 分 

アプローチ手法 

G3 13:00-13:25 1-307 教室 アプローチ手法（グラフィックレコーディング） 

絵を早く分かりやすく描くことから見えてきた楽で楽しいワー
クショップのデザインに関する一考察 

宇治 茶更（CoCreSalon、コクリサロン） 
 

G9 13:30-13:55 1-307 教室 アプローチ手法（エスノグラフィ） 

幸福学から捉えるトライアスリートのエスノグラフィー 
 八田 益之（法政大学キャリアデザイン学研究科修士） 

 

海外の幸せ 

G15 14:30-14:55 1-206 教室 海外の幸せ 

フィンランドに学ぶ福祉と教育～平等でオーダーメイドの幸せ
レシピ～ 

角光 裕美（社会福祉法人ぷろぼの）、 
小曽根 龍一（神奈川リハビリテーション病院） 

 

G21 15:00-15:25 1-206 教室 海外の幸せ 

高幸福度 北欧デンマークの”幸せの秘訣”を日本に展開する 
 犬尾 陽子 (慶應大学大学院 SDM ヒューマンラボ) 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

学生教育 

G36 16:30-16:55 1-207 教室 学生教育 

幸せな教育 ―アクティブ・ラーニングによる多様性適応力向上― 
 藤原 由美（産業能率大学・慶應義塾大学大学院 SDM 研究所） 

 

G42 17:00-17:25 1-207 教室 学生教育 

夢を描く力を育む英語教育 
 濱田 真由美（流通科学大学）  

 
 

教育改革 

G5 13:00-13:25 1-406 教室 教育改革 

PTA3.0 の可能性～VUCA 社会における教育イノベーションの
担い手として～ 

梅田 眞司（Social Design Laboratory） 
 

G11 13:30-13:55 1-406 教室 教育改革 

未来の教育と幸せ～家庭教育と学校教育における幸福環境研究～ 
 梅田 湘悟（Social Design Laboratory） 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

子どもの幸せ 

G18 14:30-14:55 1-308 教室 子どもの幸せ 

母娘の手作りバックで広がる幸せの循環方法 ～しあわせ循環
プロジェクト～ 

伊藤 由紀(SDM 研究員) 
 

G19 14:30-14:55 1-406 教室 子どもの幸せ 

児童養護施設で生活する子どもたちの幸福度を高める方法 
楠 聖伸（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科） 

 

G24 15:00-15:25 1-308 教室 子どもの幸せ 

「しょうがい」のある子どもの母の「しあわせ」～子育てひろ
ばの試行から～ 

前廣 美保、矢澤 美香子、義永 睦子（武蔵野大学）、 
山本 由子（東京医療保健大学） 

 

G25 15:00-15:25 1-406 教室 子どもの幸せ 

社会的養護下の子どもの「幸せ」を考える 
 村上 綾野（特定非営利活動法人 HUG for ALL） 

 
 
 

p.83



shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G32 16:00-16:25 1-308 教室 子どもの幸せ 

笑いを通じた災害被災地の子ども支援－大道芸訪問活動の実践
報告 

田久 朋寛（大道芸人・無所属） 
 

G38 16:30-16:55 1-308 教室 子どもの幸せ 

子どもの遊びと幸福～個人の Happy とみんなの Happy の関係性 
金井 聡（キリフリ自然学校 一般社団法人学び方を学ぶ
プロジェクト）、栗原 祥（キリフリ自然学校） 

 

G44 17:00-17:25 1-308 教室 子どもの幸せ 

こども食堂の輪から広がる地域の幸せ 
奥山 睦（慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科 博士課程）  

 

幸せと環境 

G45 17:00-17:25 1-406 教室 幸せと環境 

現代の都市環境は我々にとって幸せか ～森林音の研究から～ 
簗 輝孝（慶應大学大学院システムデザイン・マネジメン
ト研究科） 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

実践手法 

G4 13:00-13:25 1-308 教室 実践手法 

良いことを毎日 3 つ思い出して幸せになるワーク 2.0 ～日常の
生活の中から幸せを見つけるアプリ”はぴトレ”～ 

太田 雄介 (株式会社はぴテック) 
 

G10 13:30-13:55 1-308 教室 実践手法 

自己肯定感を育む「できたことノート」実践法 
 永谷 研一（株式会社ネットマン） 

 
 

対話 

G1 13:00-13:25 1-206 教室 対話 

自分と、人と、世界をつなぐ「対話」（仮） 
長井 雅史、中村 一浩（ダイアローグ・ラボ） 

 

G7 13:30-13:55 1-206 教室 対話 

「対話」が生み出す「しあわせ」とは（仮） 
 菊野 陽子、中村 一浩（株式会社 Dialogue with） 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

地域活性 

G17 14:30-14:55 1-307 教室 地域活性 

幸福な街のメカニズム ～役所 2.0 待望論～ 
 稲葉 理一郎（慶應 SDM 修士 1 年・川崎市） 

 

G23 15:00-15:25 1-307 教室 地域活性 

しあわせホテルの新しい取り組み（仮） 
鈴木 雅晴、中村 一浩（しあわせホテル株式会社） 

 

G31 16:00-16:25 1-307 教室 地域活性 

ハッピーセンター（和歌山市立青少年国際交流センター）の取
組について 
 宮武 功（和歌山市立青少年国際交流センター所長）、
 稲野 雅則（加太観光協会会長） 
 

G37 16:30-16:55 1-307 教室 地域活性 

野菜を真ん中に。健康とパフォーマンス向上のスタイル食学 
大平 恭子（殿町ウェルビーイングイノベーションスクール
Tonomachi Edge（強化コース）修了/ブランドストーリー 
代表/野菜ソムリエ上級プロ） 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G43 17:00-17:25 1-307 教室 地域活性 

公民連携図書館の賑わいの秘密 
山崎 茜（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科修士 2 年）  

 
 

働き方・仕事 

G6 13:00-13:25 1-407 教室 働き方・仕事 

チーム理念をデザインする HappyFutureTree 
 木村 玲美（NPO 法人しなやかワーク／浜松総務部(有)）、 

五十井 薫（(一社)日本情報システム・ユーザー協会 JUAS）、
ひとと組織のWell-Being プロジェクトin JUAS 本間哲尉他一同 

 

G12 13:30-13:55 1-407 教室 働き方・仕事 

長続きする NPO の秘訣～SET の感動の秘密～ 
 木村 聡（慶應義塾大学院システムデザインマネジメント） 

 

G14 14:00-14:25 1-407 教室 働き方・仕事 

自然（じねん）経営 -日本発のティール・ホラクラシー（自己
組織化）経営- 
 島 青志（(株)Salt）  
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G20 14:30-14:55 1-407 教室 働き方・仕事 

社員が幸せになる 1on1 とは？ 
 櫻井 将（エール株式会社、SDM 研究員） 

 

G26 15:00-15:25 1-407 教室 働き方・仕事 

しあわせな働き方改革の「し」 
坂本 崇博（コクヨ株式会社／合同会社 SSIN／一般社団
法人 日本健康企業推進者協会））  

 

G28 15:30-15:55 1-407 教室 働き方・仕事 

企業事例にみる幸せマネジメントへの軌跡 
荻野 淳也（慶應 SDM 講師、マインドフルリーダーシッ
プインスティテュート代表理事）、岡本 直子（慶應ＳＤ
Ｍ特任助教、EVOL 株式会社パートナー） 

 

G34 16:00-16:25 1-407 教室 働き方・仕事 

仕事わくわくの 5 因子から考える、Waku-work のヒント！ 
 井上 亮太郎（慶應義塾大学大学院） 

 

G40 16:30-16:55 1-407 教室 働き方・仕事 

エンジニアのワクワク発見！～仕事をもっと面白くする！ 
源明 典子、太田 久美（エンジニア Link/（株）スコラ・
コンサルト）、浅井 大輔（エンジニア Link 世話人／メー
カー勤務）  
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G46 17:00-17:25 1-407 教室 働き方・仕事 

新しい働き方で目指す、障害者の幸福度向上 
田中 真宏（NPO 法人ピープルデザイン研究所）、 
今村 仁美（株式会社富士通 SSL） 

 

ライフデザイン 

G41 17:00-17:25 1-206 教室 ライフデザイン 

サンタの大冒険は、世界平和へ通ず 
 栗原 志功（慶應 SDM) 

 
 

G13 14:00-14:25 1-207 教室 ライフデザイン（体、心、食） 

「介護フラ」は世界中のお年寄りと、介護職員さんを幸せにする！ 
栗原 志功（一般社団法人 健康フラ・介護フラ協会）、 
 前野 隆司（慶應 SDM)、 秋山 美紀（東京医療保健大学）、 
指田 睦（一般社団法人 健康フラ・介護フラ協会） 

 

G16 14:30-14:55 1-207 教室 ライフデザイン（体、心、食） 

幸福度を向上させる、自己肯定感向上トレーニングの可能性 
山本 潤一（日本メンタル再生研究所・情動認知行動療法
研究所、客員研究員） 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G22 15:00-15:25 1-207 教室 ライフデザイン（体、心、食） 

がん患者しあわせの土台「考・食・動」のススメ 
加藤 せい子（千道株式会社）、林 亮太郎（慶應義塾大学
大学院付属システムデザインマネジメント研究所）  

 

G27 15:30-15:55 1-207 教室 ライフデザイン（体、心、食） 

 “わかって”いても、“出来ない”あなたへ。～ネガポジ反転学®
のススメ～ 

エド・はるみ（慶應義塾大学大学院システムデザイン・
マネジメント研究所／株式会社よしもとクリエイティブ・
エージェンシー所属） 

 

G30 16:00-16:25 1-207 教室 ライフデザイン（体、心、食） 

呼吸と幸せ 
 あきり さほ 

 
 

G33 16:00-16:25 1-406 教室 ライフデザイン（キャリア） 

ワーク・ライフ・インテグレーションによる社会人学生の幸福
感の向上 –仕事と私生活の統合を目指して 

矢澤 美香子、野口 普子、前廣 美保、本多 勇（武蔵野大学) 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G39 16:30-16:55 1-406 教室 ライフデザイン（キャリア） 

次世代型キャリアコンサルティングの在り方への検討 
梅田 眞司、須田 万里子、矢萩 邦彦（Well-Being Career 
Design Lab） 

 
 

G29 16:00-16:25 1-206 教室 ライフデザイン（幸せの 4 因子） 

幸せな生き方のためのパターン・ランゲージ 
 岩田 華林、河野 礼、小川 功毅(慶應義塾大学)  

 

G35 16:30-16:55 1-206 教室 ライフデザイン（幸せの 4 因子） 

幸せでない時も幸せになれる！「ぱっかん効果」で幸せは伝染
する 
 福薗 ちよこ、はにわ きみこ、蓑和 憲子（ぱっかん楽観） 

 
 

G2 13:00-13:25 1-207 教室 ライフデザイン（楽観性） 

楽観性を高める方法 
 魚地 朋恵（慶應義塾大学大学院 SDM 研究科） 
 

G8 13:30-13:55 1-207 教室 ライフデザイン（レジリエンス） 

レジリエントライフデザインラボの取り組み 
赤羽 裕子（SDM ヒューマンラボ研究員）、田村 謙介、 
窪田 尚洋、中田 実紀子  
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

基調講演 会場 1-306 教室 

第 1 セッション（13:00-14:00） 
「死者の幸福は語りうるか」 

一ノ瀬 正樹（武蔵野大学） 
 
「幸福」とは何か、と正面切って問いを立てて、それに答えるの
は非常に難しい。そもそも、主観的な次元で論ずべきか、社会全
体の観点を持ち込むべきか、といった基本的な疑問が直ちに浮か
んでしまう。けれども、「幸福でない」状態というのは、はるかに
同定しやすい。それは、「幸福」をどう解釈しようとも、「幸福」
にとって最低限必要な条件が満たされていない状態のことである。
たとえば、虐待されているとか、不当な仕方で害を被っていると
か、そういう状態である。そういう状態をどう理解し、どう改善
できるのかを明確にすることで、「幸福」の外縁が輪郭づけられる
だろう。ここでは、そうした観点から「死者」の幸福可能性につ
いて論じたい。ガリレオが 20 世紀になってローマ教会によって
謝罪された、という事例が象徴的なたたき台になる。なぜなら、
こうした謝罪行為は、ガリレオは、その死後も、不当な害を被っ
ていた、すなわち「幸福」の必要条件が犯されていた、という理
解を内包するからである。しかし、もちろん、「死者」は非存在で
あり、「幸福」など関知できるはずがないではないか。では、果た
して、この「謝罪」はどういう事態なのだろうか。死は無害であ
るとする「エピクロス説」との対照のもと、この問題を論じてい
く。  
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

基調講演 会場 1-306 教室 

第 2 セッション（14:30-15:30） 
「ポジティブ心理学から考えるウェルビーイング：統合的アプローチ」 

小林 正弥（千葉大学） 
 
ポジティブ心理学とは、人々が善い生き方をして幸せになるため
の科学的心理学である。ウェルビーイング（良好状態）が高けれ
ば健康や病気からの回復、学業や仕事の成功につながることが明
確になったので、成果を活用すれば幸せになる可能性が高まる。 
 最近は「幸福」に代えて科学的には「ウェルビーイング」とい
う用語を用いることが増えているが、この理解や計測をめぐる論
争は哲学的な側面も持っている。またポジティブとネガティブと
の関係を再考して統合的に考えるアプローチも浮上している。さ
らに個人の感情や人格的特性とともに、医療・養育・教育・経済・
政治・社会などの様々な領域での学際的研究が進展し始めている。 
 このようにポジティブ心理学は個々人のポジティブな心理の研
究から始まって、ネガティブな心理との関係や、マクロな公共的
領域も含めて考える方向へと向かっている。よって、統合的なウ
ェルビーイング研究へと向かっていると言うことができよう。  
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

シンポジウム 会場 1-306 教室 

第 3 セッション（16:00-17:30） 
「ウェルビーイングリサーチの可能性と展望」 
座長：前野 隆司（慶應義塾大学） 

小林 正弥（千葉大学） 
秋山 美紀（東京医療保健大学） 
島津 明人（北里大学） 

 
人々のウェルビーイングに貢献する－それは研究者としての最大
の喜びである。ではウェルビーイングとは何か。なぜウェルビー
イングは重要であるのか？どんなことがウェルビーイングに関連
するのか？どのようにウェルビーイングを高められるのか？ウェ
ルビーイングを追求する研究者から、ウェルビーイングリサーチ
の現状をそれぞれの専門の立場から発言し、討論し、これからの
方向性を探っていくのが本シンポジウムの目的である。 
 
本シンポジウムの趣旨＆ウェルビーイングリサーチについて 
 前野隆司（慶應義塾大学） 

コミュニティのウェルビーイング 
小林正弥（千葉大学） 

ケアをする人のウェルビーイング 
秋山美紀（東京医療保健大学） 

働く人のウェルビーイング 
島津明人（北里大学） 

討論会  
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G1 13:00-13:25 1-206 教室 対話 

自分と、人と、世界をつなぐ「対話」（仮） 
長井 雅史、中村 一浩（ダイアローグ・ラボ） 

 
現在、組織、医療・福祉、教育、パートナーシップなど、さまざ
まな分野で「対話」の必要性が求められ始めています。「対話」が
生み出す一体感やつながりは、どんなメカニズムなのか。どうす
れば、実現できるのか。プログラムを通じて見えてきた成果をお
伝えします。 
 
キーワード 
対話（Dialogue）、つながり、関係性 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G2 13:00-13:25 1-207 教室 ライフデザイン（楽観性） 

楽観性を高める方法 
 魚地 朋恵（慶應義塾大学大学院 SDM 研究科） 
 
抑うつ予防やパフォーマンスの向上にも関連があるとされている 
楽観性（optimism）に関する研究を行っています。楽観性の日常
の使われ方や意味合いについて考え、楽観性と関連のあるいくつ
かの要素に注目しています。 
これらをもとに楽観性を高めるための方法をご紹介します。 
楽観性に関する学びの機会になると思いますので、ふるってご参
加いただければ幸いです。 
 
キーワード 
楽観性 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G3 13:00-13:25 1-307 教室 アプローチ手法（グラフィックレコーディング） 

絵を早く分かりやすく描くことから見えてきた楽で楽しいワー
クショップのデザインに関する一考察 

宇治 茶更（CoCreSalon、コクリサロン） 
 
グラフィック・レコーディング（以下、グラレコ）は、文字や絵
図を用い講演もしくは授業等で見聞きしたことを、記録は後から
見てその内容を理解できることも必要になります。一般的なイラ
ストレーションとは異なり、見聞きしたことを文字や絵図などの
資格情報に変換する場合に時間制約があることが特徴となります。
この制約下で分かりやすくかつ見た目が良いものを描くには訓練
が必要とされておりますがその訓練方法について多様な方法が提
示されているものの一般的なものが無いという状況です。この点
に関し筆者の経験を踏まえた知見について「楽で楽しい」を中心
に論じます。 
 
キーワード 
ワークショップ、グラフィック・レコーディング、潜在意識 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G4 13:00-13:25 1-308 教室 実践手法 

良いことを毎日 3 つ思い出して幸せになるワーク 2.0 ～日常の
生活の中から幸せを見つけるアプリ”はぴトレ”～ 

太田 雄介 (株式会社はぴテック) 
 
ポジティブ心理学を提唱したセリグマン博士らの研究では、毎晩
寝る前に良いことを 3 つ書くこと(Three Good Things、以下
TGT)で、幸せになり、かつその効果が長期にわたり継続する事が
示されている。その後も、海外や日本で多くの研究例が報告され
ており、TGT はポジティブ心理学のワークの中でも最もパワフル
なワークの一つと位置づけられている。しかし一方で、研究によ
ってはその効果が確認できないという報告もある。 
良いこと 3 つの効果について、自社開発したスマートフォンアプ
リ”はぴトレ”を用いた検証を行い、投稿された 1 万件以上の”良い
こと”の分析を通して、その効果を今一度、検討し、その結果を報
告する。 
 
キーワード 
ポジティブ心理学、3 つの良いこと、アプリ 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G5 13:00-13:25 1-406 教室 教育改革 

PTA3.0 の可能性～VUCA 社会における教育イノベーションの
担い手として～ 

梅田 眞司（Social Design Laboratory） 
 
これからの曖昧かつ複雑・多様であり不確実性が高い VUCA 社会
を生き抜いていく力を子供達が育んていくために、教育は、現状
の行動主義的学習観から社会構成主義的学習観をはじめとした学
習者中心の学びの場への本質的な変容および地域ごとの教育デザ
インの駆動が求められていくことを確認すると共に、その教育の
イノベーションの担い手としての PTA の可能性と新しい PTA の
あり方(PTA3.0)について、幸福学からの視点で考察をする。 
 
キーワード 
PTA、教育、イノベーション 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G6 13:00-13:25 1-407 教室 働き方・仕事 

チーム理念をデザインする HappyFutureTree 
 木村 玲美（NPO 法人しなやかワーク／浜松総務部(有)）、 

五十井 薫（(一社)日本情報システム・ユーザー協会 JUAS）、
ひとと組織のWell-Being プロジェクトin JUAS 本間哲尉他一同 

 
HappyFutureTree は、チーム理念をデザインするために開発した
対話ツールです。幸福学や AI（アプリシエイティブ・インクワイ
アリー）の知見を活用しています。１本の木をチームに見立てま
す。自分たちの強みや大事にしている価値観を根や幹で、仕事の
価値を太陽で、わくわくする未来の姿を花や実で、やってみよう
と思うアクションを葉っぱで、サポートして欲しいことを水で描
きます。そして自分たちの木に、心躍るキャッチコピー（アファ
ーマティブトピックス）をつけます。木は光合成によって花を咲
かせ実を結びます。木々は集まり森になります。 
 
HappyFutureTree は個人のビジョンを描く内省ツールとしても
利用できます。 
 
私たちは、ひとと組織の well-being をめざす新しいメンタルヘル
ス、ポジティブメンタルヘルスを実践しています。 
 
キーワード 
幸福学、チーム理念、ポジティブメンタルヘルス 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G7 13:30-13:55 1-206 教室 対話 

「対話」が生み出す「しあわせ」とは（仮） 
 菊野 陽子、中村 一浩（株式会社 Dialogue with） 
 
地域でソーシャルイノベーションを生み出す「小布施インキュベ
ーションキャンプ（OIC)」や、企業内変革を目指す「キリンイン
キュベーションキャンプ（KIC)」を通じて見えてきた、対話
（Dialogue）による個人・組織の変容と、生まれたイノベーショ
ン・しあわせ（well-being)について発表します。 
 
キーワード 
対話（Dialogue）、しあわせ（well-being)、イノベーション 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G8 13:30-13:55 1-207 教室 ライフデザイン（レジリエンス） 

レジリエントライフデザインラボの取り組み 
赤羽 裕子（SDM ヒューマンラボ研究員）、田村 謙介、 
窪田 尚洋、中田 実紀子 

 
レジリエントライフデザインマップを使用し、死別後のグリーフ
ケア以外への応用やアロマセラピーとの協力したワークショップ
の取り組みの報告など 
 
キーワード 
レジリエンス、ライフデザイン、マップ 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G9 13:30-13:55 1-307 教室 アプローチ手法（エスノグラフィ） 

幸福学から捉えるトライアスリートのエスノグラフィー 
 八田 益之（法政大学キャリアデザイン学研究科修士） 

 
近年、市民マラソンやトライアスロンなどの長距離スポーツへの
参加が世界的に人気だ。その現象の解明のため、私は社会学の視
点での調査を行い、その成果を『覚醒せよ、わが身体。 トライア
スリートのエスノグラフィー』（ハーベスト社、2017）にまとめた。
1 つの結論として、市民アスリートとは「物語構造」を日常に埋
め込むことにより、後期近代社会における再帰性からの解放され
た存在といえる。 
 
本発表では、同書での調査・考察を、前野隆司による「幸福の 4
因子」から捉え直す。 
市民アスリートとは、ゴールでの達成感に象徴される「自己実現
と成長」をアイデンティティの核とする存在だ。その達成へと至
る日々の練習では、自身の身体に対する「楽観性」を動機に、「マ
イペース」な過程でなされる。こうした活動の中で、競技という
社会集団を軸とした「つながりと感謝」も獲得しうる。 
この仮説をエスノグラフィーの手法により検証したい。 
 
キーワード 
市民トライアスロン、エスノグラフィー、再帰的近代 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G10 13:30-13:55 1-308 教室 実践手法 

自己肯定感を育む「できたことノート」実践法 
 永谷 研一（株式会社ネットマン） 

 
私は 2016 年「できたことノート」2017 年に「できたこと手帳」
を出版し多くの人に自己肯定感を高める方法を広めています。毎
日 5 分「できたこと」を見つけて、毎週１回「ベストできたこと」
を「内省」して新しい行動を見出す方法です。 
「できたこと」を見つめることで自己肯定感が向上することはも
ちろん、行動変容できて「ありたい姿」も見つかっていきます。 
「できたことノート＆手帳」は、中学校、高校などの学校、親子
での活用、ビジネスパーソンなど幅広い層ですでに１万人以上に
活用されています。最近では生徒手帳を「できたこと手帳化」す
る学校も出て来ました。 
使うと自分のことが好きになってどんどん前向きになっていきま
す。 
「クラスが明るくなった」「幸せに感じる日が増えた」「子供のい
い面がたくさん見つかった」「仕事がうまくいくようなった」など
のお手紙をもらいます。今回のプレゼンでは「できたことノート」
の実践例や活用例をお伝えします。 
 
キーワード 
自己肯定感、行動変容、ありたい姿 
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しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G11 13:30-13:55 1-406 教室 教育改革 

未来の教育と幸せ～家庭教育と学校教育における幸福環境研究～ 
 梅田 湘悟（Social Design Laboratory） 

 
子供たちが大人になった未来は社会が大きく変わり、今までの当
たり前が当たり前にならなくなるかもしれません。 僕たち子供が
未来を生きていくためのこれからの教育環境について、主観的幸
福を軸に研究しました。 
 
キーワード 
教育、子供、未来 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G12 13:30-13:55 1-407 教室 働き方・仕事 

長続きする NPO の秘訣～SET の感動の秘密～ 
 木村 聡（慶應義塾大学院システムデザインマネジメント） 

 
NPO が対象とする社会課題は複雑で壮大なものであることが多
い。また NPO には雇用されていない成員と有給職員の両者で成
立するものがある。ただ、前者は活動から遠ざかると自己有用感
が低下しやすく、後者には業務が偏るため、NPO という組織形態
は構造的に疲弊しやすいと言える。その NPO において重要なこ
とが、組織に対する満足度だ。川西らは NPO などの非営利組織・
団体をコミュニティと位置づけ、ソーシャルキャピタルから派生
した概念であるコミュニティキャピタルの満足度の指標を提案し
た。本論文では、コミュニティキャピタル診断の３つの因子を上
げる要因を、運営方針として模倣可能なもので抽出することを試
みた結果、「準備（練習）、本番を通して団体理念を体現、実感す
る期間」、「自分のやりたいことの明確化と活動での反映期間」、「自
己開示を通したチームビルディング（居場所づくり）期間」を設
けるという３つの運営方針が導出された。 
 
キーワード 
コミュニティキャピタル、ボランティアマネジメント、幸福度 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G13 14:00-14:25 1-207 教室 ライフデザイン（体、心、食） 

「介護フラ」は世界中のお年寄りと、介護職員さんを幸せにする！ 
栗原 志功（一般社団法人 健康フラ・介護フラ協会）、 
 前野 隆司（慶應 SDM)、 秋山 美紀（東京医療保健大学）、 
指田 睦（一般社団法人 健康フラ・介護フラ協会） 

 
歳を重ね、介護が必要になっても、楽しく幸せに生きたい！ 
介護フラは、今まであった介護のイメージを一変させます。楽し
く踊りながら、リハビリ・介護予防・ボケ予防、さらには幸福度
も向上するんです！ 
2018 年グッドデザイン賞受賞！ 
 
キーワード 
介護、幸せ、世界平和 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G14 14:00-14:25 1-407 教室 働き方・仕事 

自然（じねん）経営 -日本発のティール・ホラクラシー（自己
組織化）経営- 
 島 青志（(株)Salt）  

 
「ティール組織」のベストセラーもあり、自律型・自己組織化経
営に注目が集まっている。Zappos などが導入している Holacracy
（ホラクラシー）が代表的な形態であるが、これらは欧米型組織
のトッププダウン経営のアンチテーゼから生まれた。一方で、も
ともとボトムアップ型の企業文化を持ち、「場の経営」という基盤
もある日本企業の間でも、日本らしい自律型・自己組織化経営を
模索する動きもある。 
第 3 回ホワイト企業大賞を受賞したダイヤモンドメディア株式会
社などが中心となって立ち上げた「自然（じねん）経営研究会」
は、そうしたいわば「日本発信のティール・ホラクラシー経営」
の確立を目指している。 
日本においてティール、ホラクラシー経営を実践している 20 社
の調査データなどを基に、「新しい働き方」「新しい企業のあるべ
きかたち」を模索する企業の動きについて研究発表する。 
 
キーワード 
自然（じねん）経営、ティール組織、ホラクラシー 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G15 14:30-14:55 1-206 教室 海外の幸せ 

フィンランドに学ぶ福祉と教育～平等でオーダーメイドの幸せ
レシピ～ 

角光 裕美（社会福祉法人ぷろぼの）、 
小曽根 龍一（神奈川リハビリテーション病院） 

 
2018 年世界幸福度ランキング 1 位となった「フィンランド」(日
本 54 位)。 
私たちは、内閣府青年国際交流事業「地域コアリーダープログラ
ム」として、2018 年 10 月にフィンランドの障害福祉・教育施設
を訪問しました。 
多くの障害当事者や専門家、実践家の方々とのお話やホームステ
イから、フィンランド社会で「自分らしく生きる『幸せ』」を支え
る活動、社会制度、暮らしの中で大切にしていることをたくさん
知ることができました。 
そこで感じた日本との大きな違いは、「個を大切に育むオーダーメ
イドの教育や福祉」と「社会の中にある『平等』や『自己実現の
自由さ』」です。 
属性ではなく個人の力や自己決定を大事にするフィンランド社会。 
その在り方から学んだ「幸せレシピ」の考え方を報告します。 
フィンランドのお話を材料に、「自分らしく生きる『幸せ』」をフ
ロアのみなさんと考えます。 
 
キーワード 
フィンランド、自己実現、平等  
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G16 14:30-14:55 1-207 教室 ライフデザイン（体、心、食） 

幸福度を向上させる、自己肯定感向上トレーニングの可能性 
山本 潤一（日本メンタル再生研究所・情動認知行動療法
研究所、客員研究員） 

 
Well-Being＝幸福度を向上させために、または別の言い方をする
と自分を愛し、他者を愛する力を発揮するために、非常に重要と
なるのは、自己肯定感の向上です。近年、自己肯定感は身体感覚
をコントロールすることで脳内の情動の発生装置とも言われる扁
桃体を安定化させ、潜在感情をプラス化することで自己肯定感向
上に役立つことがわかってきました。その原理と、うつ・メンタ
ル改善だけでなく、ビジネス分野での生産性向上、そしてプロス
ポーツの分野でのパフォーマンス向上、などに役立った事例を解
説します。 
 
キーワード 
身体心理学、自己肯定感、自己報酬追求型・他者報酬追求型 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G17 14:30-14:55 1-307 教室 地域活性 

幸福な街のメカニズム ～役所 2.0 待望論～ 
 稲葉 理一郎（慶應 SDM 修士 1 年・川崎市） 

 
 幸福学は地方行政にどこまで取り入れられているのか。地方自
治体においては大都市の約 10％が『幸福度』の指標化を行ってお
り、都市インフラの整備水準や社会現象指標（犯罪率や就学率等）
に加え、近年では主観的幸福実感度や生活課題が「幸福指数」と
して指標化されているが、主観的幸福実感度の数値化や住民意識
との整合、行政施策への反映については課題が多く、試行錯誤が
続いているのが現状である。 
 また、自治体の幸福度向上のアプローチは「指標化」と「運動」
の二つの側面があるが、これまで後者を対象にした研究や取組は
極めて不足しており、幸福学を地方行政に展開できているとは到
底言えない状況である。 
 「幸福な街」はどのように実現可能なのか。その実現には役所
（本当は役所に加え議員や住民）もアップデートが必要だと考え
る。ではどのようなアップデートが必要なのか。期待される「役
所 2.0」について、議論を深めたい。 
 
キーワード 
幸福、まちづくり 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G18 14:30-14:55 1-308 教室 子どもの幸せ 

母娘の手作りバックで広がる幸せの循環方法 ～しあわせ循環
プロジェクト～ 

伊藤 由紀(SDM 研究員) 
 
母と娘がハンドメイドでものづくりする『幸せで優しい』気持ち
を循環させる『しあわせ循環プロジェクト』を立ち上げ、主にリ
サイクル糸で手編みした bag、小物を製作、販売。売り上げの一
部を寄付する活動を行っている。実母と共に、自らが楽しむこと
で作品を製作。口コミ、紹介のみで広がり、多くのお客様がオー
ダー待ちの状態となっている。『みんなを主役に』というテーマの
下、等身大で誰でもできる幸せづくりの事例をご紹介いたします。 
 
キーワード 
しあわせ循環プロジェクト、母と娘、みんなを主役に 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G19 14:30-14:55 1-406 教室 子どもの幸せ 

児童養護施設で生活する子どもたちの幸福度を高める方法 
楠 聖伸（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科） 

 
児童相談所に寄せられた児童虐待の通告件数は 13.4 万件（2017
年度）、虐待によって死亡した子どもの数は 77 人（2016 年度）と
なり、大きな社会問題となっています。  
現在、保護者がいないあるいは虐待等によって保護者と暮らすこ
とが難しい等の理由で、社会的な養育を受ける子ども達は約 4.5
万人、うち約 3 万人が児童養護施設で生活しています。  
児童虐待はどこでも起こり、そして、子どもの心や発達に大きな
影響を与えます。できることならいますぐにでも児童虐待がない
社会を実現したいと思う一方、具体的で効果的な方法はほとんど
ありません。 
そのため、まず は施設で生活する子どもたちが、その子らしくし
あわせになってもらうことが重要と考え、レジリエンスという観
点から幸福度を高める方法を開発し、実践しています。本発表で
は、開発した方法とその効果について発表します。 
 
キーワード 
児童養護施設、レジリエンス、アフターケア 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G20 14:30-14:55 1-407 教室 働き方・仕事 

社員が幸せになる 1on1 とは？ 
 櫻井 将（エール株式会社、SDM 研究員） 

 
多くの企業で 1on1 が取り入れられてきている一方で、1on1 の実
施率が上がらない、実施状況が見えない、上司も部下もやらされ
感で実施している、といった企業もあるのではないでしょうか？
本セッションでは、これまで YeLL で実施してきた 1,500 件以上
の 1 対 1 のセッションから見える「社員の幸せに寄与する 1on1
とは？」というテーマにて、定性的なものはもちろん、データを
基にした情報提供をしていきたいと思います。実際に 1on1 で社
員は幸せになるのか？もしなるとしたら、どのような 1on1 が社
員を幸せにするのか？1on1 を有意義にするためのヒントは？と
いった内容をお伝えしつつ、皆さまと一緒に「幸せ×1on1」を考
える場にできればと思っています。 
 
キーワード 
1on1、組織開発、コーチング 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G21 15:00-15:25 1-206 教室 海外の幸せ 

高幸福度 北欧デンマークの”幸せの秘訣”を日本に展開する 
 犬尾 陽子 (慶應大学大学院 SDM ヒューマンラボ) 

 
2018 年 11 月に高幸福度といわれるデンマーク・コペンハーゲン
にて、生き方・働き方・学び方をテーマに、"happiness のエキス
パートたち”との対談や、デンマーク独特の教育機関”エフタスコ
ーレ”の視察など、実際に 40 人以上のデンマーク人との対話を実
施。そこから見えてきたデンマークが、幸せな国と言われている
実状を報告する。その上で、北欧は高税で高福祉の社会システム
が整っているから・・・ということを結論にせず、日本にも展開
できる幸せな生き方・働き方・学び方について考えていく。 
 
キーワード 
北欧デンマーク、自律、社会参画 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G22 15:00-15:25 1-207 教室 ライフデザイン（体、心、食） 

がん患者しあわせの土台「考・食・動」のススメ 
加藤 せい子（千道株式会社）、林 亮太郎（慶應義塾大学
大学院付属システムデザインマネジメント研究所）  

 
発表者はがん発症から約１年にわたる自身の闘病経験をもとに、
がんと共に幸せに生きる方法「考・食・動」を確立しつつある。 
 ここに「考」とは、思考習慣、ものごとの考え方のことで、ネ
ガティブに偏った状態を解消するものである。 
「食」とは、食習慣のことで、発酵食や糀料理を中心にした食習
慣により腸を活性化するものである。 
 さらに「動」とは、呼吸習慣のことで、腹式呼吸により体全体
に十分な酸素を行き渡らせて免疫力を高めるものである。 
 今回の発表では、これら３つの要素の適応順序と、最も重要な
「考」について詳しく述べる。 
「できたことノート」と「ディマティーニメソッド」により、認
知の癖の改める方法は、がん患者に限らずあらゆる人々の幸せに
寄与するものと考えている。 
 
キーワード 
がん、習慣化、認知のくせ 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G23 15:00-15:25 1-307 教室 地域活性 

しあわせホテルの新しい取り組み（仮） 
鈴木 雅晴、中村 一浩（しあわせホテル株式会社） 

 
自分にとってのしあわせとは何か、日々の生活に追われる中では、
つい見失いがちです。しかし、それが何なのかを自分なりに見つ
けられて、創り出せるようになると、いつでも幸せな自分になれ
るようになります。昨年に立ち上がった「しあわせホテル株式会
社」では、そのためのきっかけとして、ひとつの旅を生み出しま
した。その新しい旅を提案したいと思います。 
 
キーワード 
しあわせ（well-being） つながり いま、ここ 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G24 15:00-15:25 1-308 教室 子どもの幸せ 

「しょうがい」のある子どもの母の「しあわせ」～子育てひろ
ばの試行から～ 

前廣 美保、矢澤 美香子、義永 睦子（武蔵野大学）、 
山本 由子（東京医療保健大学） 

 
障害手帳を取得しているか、医師の診断を受けている学齢期以上
の子どもを育てている母親を対象とした子育てひろばの実験的な
開催について報告する。 
子育てひろばは、武蔵野大学キャンパス内でひと月おきに 3 回開
催し、社会福祉士、臨床心理士、保育士、看護師の資格を持つス
タッフがお茶などを用意して、自由におしゃべりなどをして過ご
す場を提供するものである。専門家の運営の元でゆっくりと安心
して人と出会い、語ることのできる場所を持つことが、障害児の
母親にもたらす影響を考察する。日頃、子育てや家事、仕事など
との両立で大変な思いをしていると想定できる母親が、子育てひ
ろばに参加することで、心理的、社会的にどのような体験をする
のかを、居心地の良さを評価するスケール、および自由記述のア
ンケートから「しあわせ」を感じる要因が見られるかどうかを探
った。 
 
キーワード 
障害児の母、子育て、語りの場 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G25 15:00-15:25 1-406 教室 子どもの幸せ 

社会的養護下の子どもの「幸せ」を考える 
 村上 綾野（特定非営利活動法人 HUG for ALL） 

 
虐待や貧困、親との死別などの理由で児童養護施設や里親家庭な
ど「社会的養護」の仕組みの下でくらす子どもたちが、日本全国
に約 4 万 5 千人います。様々な背景を持って社会的養護下で育つ
子どもたち。彼らの求める「幸せ」はどんなものか、実際に彼ら
が手にできていない「幸せ」は何か、彼らが「幸せ」な未来を築
くために何が必要か。実際に出会った子ども・若者たちのストー
リーと共に、児童養護施設の現状や、施設出身の若者の現状など
を、定量的なデータをもとにお伝えしたいと思います。また、私
たち NPO 法人 HUG for ALL が、子どもたちの「幸せ」のために
行っている活動と、そこから見えてきた成果、そして支援者側の
「幸せ」についても発表させていただきます。 
 
キーワード 
社会的養護、子ども、幸せ 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G26 15:00-15:25 1-407 教室 働き方・仕事 

しあわせな働き方改革の「し」 
坂本 崇博（コクヨ株式会社／合同会社 SSIN／一般社団
法人 日本健康企業推進者協会） 

 
「老舗大手企業の“しあわせな働き方改革”」について、自身が 10
年にわたって実践・経験した多くの失敗・成功事例から導かれた
以下セオリーを発表いたします。 
①むやみな時短や、どこでも働けるようにする環境改革は、経営
も従業員も不幸せに（自律、自己肯定、挑戦心低下）。「やること
×やりかた×やるちから」の改革がしあわせな働き方改革。 
②海外やベンチャーの真似では文化と競合する。老舗企業の文化
を踏まえつつ、しあわせに取り組むアプローチとは。 
③老舗企業に足りない「イノベーション（創新普及）」。老舗大手
企業 10 社で革新的な成果をあげている従業員らにインタビュー
をした中で見えてきたイノベーターの育て方。 
④しあわせを左右する「コミュニケーション」。週２時間しかオフ
ィスにいない管理職が、業績を高めながらチームの満足度も社内
トップクラスに高めている事例から見えてきたコミュニケーショ
ン論。 

 
キーワード 
しあわせになる働き方改革、働き方改革にしあわせは不可欠、 
老舗企業ならではの失敗・成功の鍵 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G27 15:30-15:55 1-207 教室 ライフデザイン（体、心、食） 

“わかって”いても、“出来ない”あなたへ。～ネガポジ反転学®の
ススメ～ 

エド・はるみ（慶應義塾大学大学院システムデザイン・
マネジメント研究所／株式会社よしもとクリエイティブ・
エージェンシー所属） 

 
 あなたは、毎日楽しく幸せな気分で暮らしていますか？ 
誰もが「しあわせに暮らしていきたい」と願いながら、実際には
こまごまとした人間関係や出来事から、様々な感情の中で過ごさ
れているのではないでしょうか。 
 それらの対処法は数多く研究され、私たちはそうした知識から
すぐに「わかる」ことが出来ます。しかし、なかなか実際には「そ
う出来ない」のが現実ではないでしょうか。 
 私の研究“ネガポジ反転学®”の柱は、＜動いて体感＞していただ
くことです。 
その研究は、体感しながらその感情に影響を与え、ネガティブだ
った感情が、少しでもポジティブな感情に変化していくことを目
指しています。 

先ずは、百聞は一見にしかず！ 
ではなく、＜一感＞にしかず！（笑） 
ぜひ話を聞きにいらしてください。お待ちしています。 

 
キーワード 
ネガポジ反転学®、ネガポジ反転™、体感  
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G28 15:30-15:55 1-407 教室 働き方・仕事 

企業事例にみる幸せマネジメントへの軌跡 
荻野 淳也（慶應 SDM 講師、マインドフルリーダーシッ
プインスティテュート代表理事）、岡本 直子（慶應ＳＤ
Ｍ特任助教、EVOL 株式会社パートナー） 

 
「幸せな社員と経営」の実現を目指し、３年間に及び（継続中）
「Well-Being プログラム」を基軸としたコンサルティング・対話
を基軸としたワークショップを行っている企業の事例。部門間コ
ミュニケーションの活性化から若手リーダー育成、マネジメント
チーム力の強化に影響が及んでいる。幸福度アンケートや社内Ｅ
Ｓ調査による数値の向上も交えて「幸せマネジメント」への軌跡
を紹介。 

 
キーワード 
幸福学に基づく幸せ経営、Well-being プログラム、企業事例 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G29 16:00-16:25 1-206 教室 ライフデザイン（幸せの 4 因子） 

幸せな生き方のためのパターン・ランゲージ 
 岩田 華林、河野 礼、小川 功毅(慶應義塾大学)  

 
「幸せの 4 因子」実践のためのコツをパターン・ランゲージの手
法を用いて記述し、より多くの人々のライフデザインを支援する
ことを目的とした研究の発表。 

 
キーワード 
幸せの 4 因子、パターン・ランゲージ 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G30 16:00-16:25 1-207 教室 ライフデザイン（体、心、食） 

呼吸と幸せ 
 あきり さほ 

 
息は「自分の心」と書きます。呼吸は見えませんが、自分と他者
への影響力をもっています。今回は、主にアスリート、アーティ
スト、介護者等のハイパフォーマンスを求められる人、精神的ス
トレスが常に高目の人々が現場で活用している呼吸法を、エビデ
ンスを交えてご紹介します。自分の呼吸を知ることで感性を更に
ひらき、一瞬一瞬をベストな選択で過ごすと人間関係の改化にも
つながります。幸せに過ごすための技法を日常に取り入れていた
だければ幸せです。 

 
キーワード 
影響力、アンチエイジング、情熱 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G31 16:00-16:25 1-307 教室 地域活性 

ハッピーセンター（和歌山市立青少年国際交流センター）の取
組について 
 宮武 功（和歌山市立青少年国際交流センター所長）、
 稲野 雅則（加太観光協会会長） 

 
地方都市ではスポーツ振興、観光振興がなされてる。オリンピッ
ク開催後も視野に入れ、先行研究や先進事例の調査も踏まえ、地
方都市にはスポーツ振興と併せて観光振興や文化振興を図り、市
民の「余暇」充実、文化的・健康的な生活を推進する、総合的な
地域活性化策が必要であるが応用可能な成功モデルは蓄積に乏し
い。本取組は加太まちづくり株式会社という地域団体が構成員の
連合団体が指定管理する和歌山市立青少年国際交流センターとい
う「場」を活用した地域活性に資する新しい余暇活動推進（幸福）
モデルの構築を目的とする。 

 
キーワード 
地域活性、スポーツコミッション、和歌山市 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G32 16:00-16:25 1-308 教室 子どもの幸せ 

笑いを通じた災害被災地の子ども支援－大道芸訪問活動の実践
報告 

田久 朋寛（大道芸人・無所属） 
 
 発表者はジャグリングやマジック、バルーンアートをコミカル
なおしゃべりとともに披露するプロの大道芸人です。平成 30 年
西日本豪雨で大きな被害を受けた広島県 S 町を訪問しました。災
害発生から約 40 日後の平成 30 年 8 月下旬、児童（小学生）を一
時預かりする施設にて大道芸を披露しました。 
 一時預かり施設の運営スタッフの合意のもと、児童とスタッフ
へ感想についてのアンケートを実施し、フェイススケールを用い
て気分変化の簡易測定を実施しました。Wilcoxon の符号付順位和
検定の結果、大道芸披露後に 1%水準で気分の有意な改善が認め
られました。 
 被災直後で児童に楽しい時間を提供することが第一の目的であ
ったため、アンケートから得られたデータは限定的なものとなり
ますが、検定の結果ならびに児童の様子、運営スタッフへの聞き
取りの結果から、笑いを通じた被災地の子ども支援を持続可能な
ものとするために必要なことを議論したいと思います。 

 
キーワード 
災害被災地支援、大道芸、笑い 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G33 16:00-16:25 1-406 教室 ライフデザイン（キャリア） 

ワーク・ライフ・インテグレーションによる社会人学生の幸福
感の向上 –仕事と私生活の統合を目指して 

矢澤 美香子、野口 普子、前廣 美保、本多 勇（武蔵野大学) 
 
 近年の多様化するキャリアの中で、新たな知識の獲得やスキル
のブラッシュアップを目的とした社会人の学び直しに関心が高ま
っている。しかし、現実的には、多くの社会人学生が、仕事と私
生活のバランスを取りながら学び続けることの難しさを感じてい
る。 
 そこで、本研究では、従来のワーク・ライフ・バランス（WLB）
からさらに発展した概念であり、仕事と私生活の統合を目指す「ワ
ーク・ライフ・インテグレーション（W & LI）」に着目する。社会
人学生が「仕事」「家庭」「学び」といった複数の生活領域を効果
的に統合して好循環を生み出し、幸福感の向上につなげていくた
めの方法について、心理社会的な観点から検討する。今回は、昨
年に続く 2 回目の発表であり、後続研究の成果について発表する。 

 
キーワード 
ワーク・ライフ・インテグレーション、社会人学生、幸福感 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G34 16:00-16:25 1-407 教室 働き方・仕事 

仕事わくわくの 5 因子から考える、Waku-work のヒント！ 
 井上 亮太郎（慶應義塾大学大学院） 

 
みなさんは仕事でわくわくしてますか？ 
統計解析から見えてきた、仕事におけるわくわく感のメカニズム
を紹介します。職場にみられる不全感や倦怠感…どうすればわく
わくしやすい職場にできるのか、仕事わくわくの 5 因子をヒント
に、みんなで考えてみませんか？ 

 
キーワード 
わくわく感、働き方、組織活性化 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G35 16:30-16:55 1-206 教室 ライフデザイン（幸せの 4 因子） 

幸せでない時も幸せになれる！「ぱっかん効果」で幸せは伝染
する 
 福薗 ちよこ、はにわ きみこ、蓑和 憲子（ぱっかん楽観） 

 
頭で考えても幸せは体感できない。それは、体の動きが感情を作
るから。実際、幸せでない状態でも、瞬時に幸せを感じることは
可能です。ぱっかん楽観では、笑いヨガで実証されている「体の
動きが感情を作る・笑いは伝染する」ことを「くす玉作りワーク
ショップ」に活かしています。パッカンと割れて人が笑顔になる
くす玉は、作る楽しさ＝自己成長と、人を喜ばせること＝利他、
を同時に体感できるツール。「いいね」と認めあいながら、みんな
で手作りすることに意味があります。製作過程で「やってみよう」
「なんとかなる」を味わい「ありのまま」の自分らしいデザイン
になる。人を喜ばせるパッカン行動から「ありがとう」の気持ち
で他者とかかわる。「幸せの４つの因子」を体感できます。最初は
元気がない人も、完成時には満面の笑顔です。さまざまな大人が、
子ども心を取り戻し、ワクワクと幸せな気持ちが伝染することを
発表します。 

 
キーワード 
幸せの伝染、心と身体、体感 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G36 16:30-16:55 1-207 教室 学生教育 

幸せな教育 ―アクティブ・ラーニングによる多様性適応力向上― 
 藤原 由美（産業能率大学・慶應義塾大学大学院 SDM 研究所） 

 
幸福学、ポジティブ心理学、マインドフルネス、コーチング、幸
せな経営など、さまざまな分野で「幸せ」に関する研究が広く行
われるようになってきた。一方、教育の場において、次期学習指
導要領が主体的･対話的な深い学びを求め、その手法としてのアク
ティブ・ラーニングに注目が集まっている。そこで本研究では、
アクティブ・ラーニングの一環としてのグループワークに注目し、
「幸せな教育」を開発・実施して、その評価を「幸福学」と「多
様性適応力」の視点から検証することを目的とした。 
 
キーワード 
アクティブ・ラーニング、多様性適応力、グループワーク 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G37 16:30-16:55 1-307 教室 地域活性 

野菜を真ん中に。健康とパフォーマンス向上のスタイル食学 
大平 恭子（殿町ウェルビーイングイノベーションスクール
Tonomachi Edge（強化コース）修了/ブランドストーリー 
代表/野菜ソムリエ上級プロ） 

 
 人生１００年時代。疾病予防にも料理の彩りにも食生活を豊か
に身になるものとして不可欠な「野菜・果物」ですが、その消費
量は年々減少し、年代別では２０代において顕著です。また産地
では生産者の高齢化や事業継承・跡取り問題を抱え、農業の経営
力向上が急務とされています。 
 今回は、2008 年の起業から事業の幹にしている「食農連携と産
業振興」そして野菜ソムリエ上級プロとしての「ヘルシーでポジ
ティブな食体験の普及活動」での経験実績を背景に、昨年 11 月、
殿町ウェルビーイングイノベーションスクール・ウェルビーイン
グイノベーション Tonomachi Edge （強化コース）で発表した
事業構想をふまえながら、『ストレスを予防・軽減し、幸福感を高
める効果のある食事体験のデザイン』と地域活性について発表し
ます。 
 
キーワード 
リチャージ・フード＆マインド、野菜・果物、健康経営・地域活性 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G38 16:30-16:55 1-308 教室 子どもの幸せ 

子どもの遊びと幸福～個人の Happy とみんなの Happy の関係性 
金井 聡（キリフリ自然学校 一般社団法人学び方を学ぶ
プロジェクト）、栗原 祥（キリフリ自然学校） 

 
我々は、栃木県日光市降高原にて子ども達に自由で自主性を重視
したキャンプ「いついつ日光」を 1 年に 3 回、1 回 5 日間、計 8
年間実施してきた。小学生から中学生までが参加者として、高校
生から中高年がボランティアとして活動にかかわる。実施期間中、
いつ来てもいつ帰ってもいいスタイルで、活動内容は、前日に子
どもと大人がミーティングをして決める。細かなルールは設けず、
大切にしてほしいこと「みんなが Happy、自分で Try-All」だけを
掲げている。子ども達とともに遊ぶ中で、個人の Happy とみんな
の Happy との関係性を見出すことができた。子ども達の遊びは、
決して目的があるわけではない。そのため、Happy になるために
遊んでいるわけではなく、無我夢中で遊んでいると自分が Happy
になり、結果的にみんなが Happy になっているという現象が起こ
る。今回は、その理由を事例を踏まえて報告、紹介する。 
 
キーワード 
教育、遊び、体験 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G39 16:30-16:55 1-406 教室 ライフデザイン（キャリア） 

次世代型キャリアコンサルティングの在り方への検討 
梅田 眞司、須田 万里子、矢萩 邦彦（Well-Being Career 
Design Lab） 

 
現状のキャリアコンサルティングの型分類調査とキャリアコンサ
ルタントの幸福度調査研究を行なった。これからの VUCA 社会に
おいて、より生産性が高くまたクライアントの幸福度を高める次
世代のキャリアコンサルタント像を提示する。 
 
キーワード 
キャリアコンサルタント、イノベーション、学び 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G40 16:30-16:55 1-407 教室 働き方・仕事 

エンジニアのワクワク発見！～仕事をもっと面白くする！ 
源明 典子、太田 久美（エンジニア Link/（株）スコラ・
コンサルト）、浅井 大輔（エンジニア Link 世話人／メー
カー勤務） 

 
若手エンジニアが、企業や仕事の枠を超えて互いに学び合う場・
コミュニティとして”エンジニア Link“を立ち上げました。 コン
セプトは「自分の仕事を面白くするのは自分！」自分で仕事を面
白くするために、エンジニアが自分のワクワク（エネルギーの源
泉となるようなモノゴト）を探索するワークショップを 2016 年
より 12 回開催してきました。様々な企業の若手エンジニアが参
加しています。その中から見えてきた若手エンジニアのコミュニ
ケーションや思考の傾向および、実感している変化について発表
します。 
 
キーワード 
若手エンジニア、ワクワク、コミュニティ 
  

p.134



shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G41 17:00-17:25 1-206 教室 ライフデザイン 

サンタの大冒険は、世界平和へ通ず 
 栗原 志功（慶應 SDM) 

 
閉塞感漂う世の中、保守主義に向かう世界は幸せに向かっている
のか？ 
この状況を打開し、人々を幸せにし、世界を平和にできるのは、
「サンタ」である。 
6 年のサンタ活動を通じて明らかになった、サンタの正体とは？ 
今こそ人々に必要なのは、誰かを幸せにしたいと切に願い行動す
る、「サンタマインド」である。 
サンタの日常は非日常。即ち「冒険」である。さらに、サンタ自
身が「場」となることも分かった。 
とにかく、サンタは世界平和に通ずるのだ。 
 
キーワード 
サンタ、世界平和、冒険 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G42 17:00-17:25 1-207 教室 学生教育 

夢を描く力を育む英語教育 
 濱田 真由美（流通科学大学）  

 
本発表は、心理学・脳科学に基づいた自己実現法を英語授業に取
り入れた新しい取り組みに関する実践報告である。平成２５年度
に内閣府によって実施された意識調査では、日本の青少年は諸外
国に比べ将来に夢を持てず自己肯定感が低い状況であることが明
らかになった。憂慮すべき状況を改善するための試みとして、英
語学習を通じて夢を描ける力、自分の可能性を信じる力、自己肯
定感を高めることを目的とした新しい英語コースを立ち上げ、英
語教材を開発した。夢や目標を英語で発表するプロジェクトを始
め、様々なアクティビティーやワークに１５週間を通じて取り組
んだ結果、学生の夢を描く力や自己肯定感が高まり、人生に対す
る考え方に変化をもたらすという結果が得られた。発表では、ポ
ジティブ心理学や脳科学に基づいて作成した英語のワークシート
やアクティビティーの紹介も行う。 
 
キーワード 
自己実現、英語教育、自己肯定感 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G43 17:00-17:25 1-307 教室 地域活性 

公民連携図書館の賑わいの秘密 
山崎 茜（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科修士 2 年）  

 
佐賀県武雄市図書館では連日人が集い、にぎわいが起きている。
どういうデザインで人が集う空間はできるのか、そして人が集う
ことは一体、何を人にもたらすのか。開館して 5 年経ってわかっ
たそのにぎわいの秘密を当事者研究として発表する。 
 
キーワード 
地域活性、場、図書館 
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shiawase学会 目次へ 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

G44 17:00-17:25 1-308 教室 子どもの幸せ 

こども食堂の輪から広がる地域の幸せ 
奥山 睦（慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科 博士課程）  

 
大田区蓮沼のきまぐれ八百屋「だんだん」で、たったひとりの市
民の志から始まった「こども食堂」は、全国約 2000 か所以上にス
ピルオーバーしている。 
現在日本では、17 歳以下の子どもの７人に 1 人が貧困状態である
といわれている。様々な家庭の事情により貧困状態となった親子
は、栄養不足や孤食などの問題を抱えている。そんな状況をこど
も食堂は、栄養ある食事を安価で提供し、様々な人々が集い会話
し、楽しく食事ができる場所を地域の中で提供することによって、
課題解決の一翼を担っている。 
本研究では、文献調査およびヒアリング調査、現地調査により、
こども食堂の実態を明らかにし、こどもの幸せの未来図を描くこ
ども食堂の進化発展として、どのような姿が望まれるのか、また
そのためにどのような課題があり、どう行動すべきかを明らかに
していく。 
 
キーワード 
こども食堂、子どもの貧困、こどもの幸せ 
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G45 17:00-17:25 1-406 教室 幸せと環境 

現代の都市環境は我々にとって幸せか ～森林音の研究から～ 
簗 輝孝（慶應大学大学院システムデザイン・マネジメン
ト研究科） 

 
我々人間は、人工物に囲まれた都市環境に適応できているのであ
ろうか。ストレス社会といわれる現代、様々な病気や精神病も、
都市化が進む中で人類が自然界の設計を無視してきた代償とも言
われている。このような状況の中、自然、特に森林が人間にもた
らす効果について注目が集まってきている。森林の音を研究する
視点から、幸せな音環境について一緒に考えてみたい。 
 
キーワード 
森林、都市、身の回りの音環境 
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G46 17:00-17:25 1-407 教室 働き方・仕事 

新しい働き方で目指す、障害者の幸福度向上 
田中 真宏（NPO 法人ピープルデザイン研究所）、 
今村 仁美（株式会社富士通 SSL） 

 
NPO 法人ピープルデザイン研究所は、身体・精神・知的障がい者
など、様々な理由から社会参画することが難しい方々に、スポー
ツや音楽などのエンターテイメント領域での仕事を通じて社会と
の接点づくりをする「就労体験」の場を提供しています。これま
での参加者数は 1800 名を超え、その一割近くは、その後一般企
業への正規就労を果たしています。 
就労体験の参加者は、就労体験を通じて社会参加し、「誰かの役に
立ち、喜ばれる」経験をすることで、働く喜びを実感しています。
今回は、実際に就労体験に参加している障がい者の方々に就労体
験前後での幸福度調査を実施した結果と、障がい者の幸福度向上
につながる新しい働き方についてご報告します。 
 
キーワード 
インクルーシブ、就労体験、障がい者の幸福度 
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shiawase結び @3号館 
shiawase3.0 のイベントの結びとして、あらためて一堂に会して

本日の shiawase を分かち合いたいと思います。 
会場は午前中に対談が行われた 3 号館 3 階です。 

 
17:40-18:00 shiawase 結び 

高木さと子（日本ハグ協会） 
島田由香（ユニリーバ） 
前野隆司（慶應義塾大学） 

（敬称略） 
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キャンパス案内・教室配置 
 
キャンパス案内 
 

2 号館ではイベントはありません 

1 号館では基調講演・シンポ
ジウム、ワークショップ、 
学会が開催されます。 

3 号館では 3 階で                 教室配置はこちら 
対談と結びが 
開催されます 

 
 

4 号館では 
イベントは 
ありません 
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教室配置       キャンパス案内  3 階  4 階  5 階 
1 号館 2 階 

①第１セッション 13:00～ ②第２セッション 14:30～ ③第３セッション 16:00～ 

1－205 教室 
 託児 
 
1－204 教室 
 ①WS3 ②WS20 
 ③WS36 
 
1－203 教室 
 ①WS2 ②WS19 
 ③WS35 
 
 
 
 
1－202 教室 
 ①WS1 ②WS18 
 ③WS34 
 
 
1－201 教室 
 ①WSM1 
 ②WSM2 
 ③WSM3 
 

 1－206 教室 
 ①G1・G7 
 ②G15・G21 
 ③G29・G35・G41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1－207 教室 
 ①G2・G8・G13 
 ②G16・G22・G27 
 ③G30・G36・G42 
 
 
1－208 教室 
 控室 
※各団体パンフレット 
  配布場所 
（休憩等にお使い下さい） 
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教室配置       キャンパス案内  2 階  4 階  5 階 
1 号館 3 階 

①第１セッション 13:00～ ②第２セッション 14:30～ ③第３セッション 16:00～ 

1－304 教室 
 ①WS5 ②WS22 
 ③WS38 
 
 
1－303 教室 
 ①WS4 ②WS21 
 ③WS37 
 
 
 
 
 
 
1－302 教室 
 控室 
（休憩等にお使い下さい） 

 
 
 
1－301 教室 
 スタッフルーム 
（関係者以外立入禁止） 

 
 

 

 1－305 教室 
 ①WS6 
 ②WS23 
 ③WS39 
 
1－306 教室 
 ①基調講演 1 
 ②基調講演 2 
 ③シンポジウム 
 
 
 
 
1－307 教室 
 ①G3・G9 
 ②G17・G23 
 ③G31・G37・G43 
 
1－308 教室 
 ①G4・G10 
 ②G18・G24 
 ③G32・G38・G44 

 

p.144



 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

教室配置       キャンパス案内  2 階  3 階  5 階 
1 号館 4 階 

①第１セッション 13:00～ ②第２セッション 14:30～ ③第３セッション 16:00～ 

1－404 教室 
 ①・②WS10 
 ③WS40 
 
 
1－403 教室 
 ①WS9 
 ②WS25 
 ③WS41 
 
 
 
 

1－402 教室 
 ①WS8 
 ②WS24 
 ③WS42 
 
 
1－401 教室 
 ①WS7 
 ②主催者調整枠 
 ③主催者調整枠 

 

 1－405 教室 
 ①WS11 
 ②WS27 
 ③WS43 
 
1－406 教室 
 ①G5・G11 
 ②G19・G25 
 ③G33・G39・G45 
 
 
 
 
1－407 教室 
 ①G6・G12・G14 
 ②G20・G26・G28 
 ③G34・G40・G46 
 
1－408 教室 
控室 
（休憩等にお使い下さい） 

 

p.145



 

しあわせへのナビゲーショントップに戻る 

教室配置       キャンパス案内  2 階  3 階  4 階 
1 号館 5 階 

①第１セッション 13:00～ ②第２セッション 14:30～ ③第３セッション 16:00～

1－504 教室 
 ①WS15 
 ②WS31 
 ③WS47 
 
1－503 教室 
 ①WS14 
 ②WS30 
 ③WS46 
 
 
 
 
 
1－502 教室 
 ①主催者調整枠 
 ②WS29 
 ③WS45 
 
1－501 教室 
 ①WS12 
 ②WS28 
 ③WS44 
 

 1－505 教室 
 ①WS16 ②WS32 
 ③WS48 

1－506 教室 
 ①WS17 ②WS33 
 ③WS49 

1－507 教室 
 ①WS13 ②WS26 
 ③WS50 
 
 
 
1－508 教室 
 使用不可 
 
 
 
1－509 教室 
 使用不可 
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更新履歴 
Version 更新日 内容 
Ver.3.1 2019 年 3 月 3 日 Web 公開 
Ver.3.2 2019 年 3 月 3 日 ファイル内リンク不具合修正 
Ver.3.3 2019 年 3 月 4 日 誤植修正 
Ver.3.4 2019 年 3 月 7 日 文字情報一部修正 
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