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■ 販売チームが思った
　ように動いてくれない
　健康食品と化粧品の販
売を始めて１３年になりま
す。結果の出せる販売チー
ムを作りたい、売り上げを

倍にしたいと思いつつ、現実はというと、チームメンバーは
指示通りに動いてくれず、一つの目標に向かおうとする勢い
もありませんでした。
  「どうして言われた通りにしないの！! 」と、イライラが募り
ました。私自身がステージを上げないことには状況は変わら
ない、“自分を見つめ直してみよう……” と思った矢先に、Ｔ
ＡＷに出会いました。　
　昨年２月にマスターＴＡＷの初級を受講しました。講座の
中で、以前の自分に焦点を当てるワークがあり、上司が認
めてくれなかったことが思い出されました。その話をすると、
いきなり先生から、「あなたは親を見下していたんですね」と、
思ってもみないことを言われたのです。「父は恐い人でしたら、
見下すなんてとんでもない」と否定すると、「ほんとに恐かっ
たらすぐに言うことを聞きますよね」と返されて、黙ってしま
うと「言うことを聞かないで、反発していたんでしょ？ だか
ら見下していたんですよ」とさらに言われたのです。
　頭の中が混乱しました。確かに親から指図されると、反
発するか、うわべだけの返事で、言うことは聞いていなかっ
たかもしれません。
　父はすでに亡くなっていますが、小さい頃に「玄関を掃
除しろ」と言われて、イヤイヤしたのを思い出しました。真
ん中だけ丸く掃いたのが見つかって、「隅までちゃんと掃き
なさい」と叱られたのです。“言われたから掃除したじゃない、
どうしてそれを認めてくれないの” と心の中で反発し、父の
ことを “うるさいなぁ” とうっとうしく思ったのです。
　今考えると父のしたことは躾けであって、仕事の仕方にも
通じ、今の私の仕事にも生かされていると思えました。
　さらに、母のことも考えてみました。厳しい父に反して母
はやさしく、父に従って生きる人、何もできない人と思ってき
ました。
　本当にそうだろうか？　昔からよく褒めてくれて、今でも
「あなたはすごいね、良くやっているよ」と認めてくれる母は、
父に対しても同じようにずっとサポートしてきたに違いありま
せん。父は出世した人ですから、そんな父を支えてきた母は、
実はものすごく力のある人だったのだと思えたのです。
　そう考えると、両親からも含めてたくさんの素晴らしい
アドバイスを素直に聞けなかったのは、「私が一番偉い」「私
が正しい」と思い込んでいたからで、それはとんだ勘違い
でした。私のこの態度は、話を聞かないチームメンバーの
態度であり、メンバーは私の姿そのものだったと気づいたの
です。

■ 自分が変わったらチームが変わった
　チームをうまく運営できないのは私の態度が原因でした。私は
ＴＡＷで習ったことを実行に移し、まずはヒエラルキーを統一し
て、上下関係をはっきりさせることにしたのです。
　両親には、心の中で今までのことを詫びて、“本当にごめんな
さい” と謝り続けました。商品を供給してくれる会社には、「もっ
とこうしたらいいのに」といった文句をいっさい止めて、徹底的
に従うようにしました。
　すると、驚いたことにチームのメンバーたちも素直に私のアドバ
イスを聞き入れるようになったのです。私の言うことを聞くと、結
果が付いてくるから聞いたほうがいい、とリーダークラスのメン
バーが私を持ち上げてくれるようになり、「ありがとうございます」
「おかげさまです」といった言葉を頻繁に聞くようになりました。
　リーダークラスの人たちにはＴＡＷの受講を勧めました。仕事
仲間は深層意識です。仲間たちがＴＡＷを学べば、深層意識が
早く変化して、夢の現実化も一気に加速し、目標よりもさらに大
きな成果が得られるはずです。
  「成功したいなら、ＴＡＷを受けたほうがいいよ」「受講料は自
己投資。お金は後からついてくるからね」と言うと、仲間たちも
自ら講座に参加するようになりました。
　みんながＴＡＷを学んでくれたことで、思っていることがすぐ
に伝わり、本音で深い話ができて、仲間との仕事がものすごく充
実したものになっていきました。

■ 仕事にＴＡＷのワークを取り入れる
　ＴＡＷの先生からも、「米丸
さんは素直にすぐに行動するわ
ね」と褒めていただきました。
学ぶことは大事ですが、それ
を実践に移して、結果を出して、
初めて分かったということだと
思うので、行動あるのみ。「聞
いたらすぐに行動する」を習慣
にしたのです。
　週１回のメンバーとのミーティ

ングでは、スタート前に２０分間、サクセスＴＡＷで習ったパンチ
も取り入れました。パンチは深層意識の中のわがままなインナー
チャイルドを修正する方法です。「自立しろ」「結果を出せ」「甘
えるな」「責任を取れ」など、その時の自分たちの課題を書きだし、
それらの言葉を発しながらメンバー全員でシャドーボクシングのよ
うにパンチをするのです。
　毎日の達成ゴールも決めるようにしました。できるだけ数値化
して達成率を何％と入れ、それに対して「良かったこと」「反省
すること」を毎日の振り返り事項として書くようにしたのです。
　他にも、メンバー同士で実践しているのは、会ったらお互いを
褒め合うことです。これもサクセスＴＡＷで習ったことです。褒
められたら「いつもそう言われます」と返すのですが、自己肯

販売成績で大きな 成果が得られました
健康食品と化粧品の販売会社
ディストリビューター

米丸菜穂子 さん

ＴＡＷを仲間と共に学んで実践し、
健康食品・化粧品販売で大きな成果を上げている米丸 菜穂子さんからお聞きしたお話です。

定感が上がり、メンバーの顔も生き生きしてきました。プラスの
修正という意味でも、これは大変効果があったと思います。
　それから、この仕事をスタートした時から、達成したいことを
夢ノートに書いてきて、メンバーたちにも書くことを勧めてきまし
た。ＴＡＷでも同じように夢を書くノートがあったので、夢を叶え
るには書くことがいいのだなと改めて確認しました。
 　またおもしろいエピソードもあります。上手くいかなくなるとい
つも駄 を々こねるメンバーを面談することになった時のことです。
「『３６０度自分』なら、この駄々 っ子も自分」と思い、面談前日、
自分のインナーチャイルドに「駄 っ々子は損するよ」と寝る前に
何度も言いきかせました。翌朝、驚いたことに、面談に来た本人
は顔つきが全く違っていました。私の話を素直に聞き、最後には
「頑張ります！ 」となって、周囲を驚かせました。この方はこの
２月に販売での最高タイトルを獲得するまでに成長しました。
「ＴＡＷはすごい！ 」とつくづく思えた出来事でした。
 
■ 売り上げも前半期比１５０％を達成
　ＴＡＷによってメンバーとのつながりが強固になり、会社が行っ
た２ヵ月間のお客様づくりキャンペーンでは、私の販売グループが
日本一に輝きました。「絶対に一位になろうね！ 」と、リーダーク
ラスの１０人が結束したことが、結果につながったのだと思います。
　売り上げも前半期比１５０％を達成し、会社からは、すごく成
長している、「将来、ここを背負って立つ人に」と言われるように
なりました。今回は短期間でしたが、名実ともに日本一になりな
さいという励ましをいただいたのです。これもすべて、この１年
間ＴＡＷを学んで実践してきたからだと思います。
　夢ノートに書いた１つに「海外クルーズに行きたい」という夢
がありました。まだ先と思っていたら、行けることになったのです。
この４月にリーダークラスのメンバー全員とエーゲ海クルーズを楽
しんできます！

■ 夢を一つずつ叶えていきたい
　マスターＴＡＷ、サクセスＴＡＷと学んできて、本当にＴＡＷの
おかげで、今では仕事でストレスを感じることがほとんどなくな
り、感情も大きく動くことなく、冷静に客観的に判断できるよう
になりました。
　人と関わる仕事なので、問題が起きた時に、きちんと現象か
ら出来事を見て、的確なアドバイスができるようになりたいと思
い、現在、フラクタル心理カウンセラーの講座にも通っています。
　今後は自分の講座を持つなりして、今まで経験してきたことを
人に伝えていきたいと思っています。それから、大きな成果を出
せたら、本も出したいですね。本を出せるような自分に成長して
いきたいと思っています。
　ＴＡＷを受講して、人生は本当に自由に選択できると感じてい
ます。これからも仲間と一緒に夢を一つずつ叶えて、達成感で
いっぱいの人生にしていきたいと思います。
 

夢のエーゲ海クルーズも
仲間と一緒に
行ってきます！
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■ すべて私が作り出した現実
　結婚して１０年、夫婦で恵比寿と代官
山に２店の美容室を経営し、たくさんの
スタッフに囲まれて仕事も忙しく、順調そ
のものといえました。外から見たらそうで
すが、私の中では完全に行きづまってい
たのです。代官山店を任されてはいたも
のの、疎外感が強くありました。
  「がんばっているね」「良くやっているね」という言葉が聞きたい
のに、スタッフからは「違うんじゃないか」、主人からは「もっと
やれるんじゃないか」という批判の声ばかりが耳に入り、毎日フ
ラストレーションを抱えてたのです。
　現状から逃げたい気持ちもあったのでしょう。環境を変えたら
私も変われるのではないかと、海外に出店したいと思うようにな
りました。
　海外出店を目標にしてみると、自分の中のブロックを外さなく
ては、そこには行けないと感じました。２年前に主人がマスター
ＴＡＷを受講してガラッと変わったので、私も変わりたいと思い、
２０１２年４月からマスターＴＡＷの入門を受講し、上級まで受け
ました。
　ＴＡＷでは、「現実は自分が作り出している」と学びました。
私は自分が楽しくないのも、やりたい事ができないのも、思った
ようにいかないのも全部人のせいにして、一歩踏み出せない自分
を責めては、なんでこんなに辛いのかと思ってきましたが、それ
らはすべて私が作り出した現実であると知り、私は人のせいにす
るのをいっさいやめることにしました。今見えているもの、見え
ている人たち、聞こえてくる言葉もすべて、私から発せられたも
のなのだと心に刻んだのです。
  「まず自分が下がってみる」とＴＡＷで学んで、それを心がけると、
敵対心の塊のようだった私が、周囲に対して「ごめんなさい」と

思えるようになりました。これ
はとても大きな変化でした。

■ 周りとの関係が変わる
　主人から仕事のことで注意
されると、今までは「なんで
私が怒られるのだろう」と思っ
てきましたが、それは感情の
先走りで、主人の言葉をちゃ
んと聞いていなかったのだと
気づきました。主人は怒って
いるのではなく、大事なこと
を説明して、教えてくれてい

たのだとわかり、主人に対して「わかっていなかった。ごめんな
さい」と謝ることができました。
　また、ずっと避けてきた両親との関係も変わってきました。両
親のことは大好きではあるものの、心の中で両親みたいにはなり
たくないと思っていました。それが、私が好きなことをするのを
常に許して陰でサポートし、愛情を注いでくれていたことに気づ
き、両親のおかげで自分があり、「この親の元にまた生まれたい」
と心から思えた時、深く両親を尊敬することができたのです。
　スタッフに対しても、私が一番偉い存在でありたかったので、
私がお店を回しているという思いを変えられなかったのですが、
スタッフたちを輝かせるほうに自分が動こう、彼らがいるから私
があると思うようになると、スタッフの良い所が見えるようになり、
疎外感から連帯感を感じられるようになりました。
　その他にも目に入るさまざまな現象に、「このやり方は私がやっ
ていたこと……」とＴＡＷの考えに沿って考えるようになりました。
たとえば、お金の扱い方で人からイヤな思いをさせられた時も、
「あっ、これは私が過去にやったやり方なのか、お金をぞんざい

バンコクに美容室を出店する
夢が叶いました ！

canna 代官山・cannaバンコク 代表

五十嵐洋子 さん今月のＴＡＷプレスは、ＴＡＷを仕事に活かして成果を上げている
皆さまの体験談をお届けします。
まずは、起こる出来事をすべて自分のこととして自分を変えることで、
海外出店を果たした五十嵐洋子さんからお聞きしたお話です。

C a n n a 　 o r g a n i c & h a i r  d e s i g n  To k y o / B a n g k o k
h t t p : / / c a n n a - h a i r . c o m /
●五十嵐洋子さんのブログ　h t t p : / / a m e b l o . j p / i g a i g a g u r i /

●根本千里さんのウェブサイト
Andantill
h t t p : / / a n d a n t i l l . c o m /

■ 私の中には言うことを聞かないインナーチャイルドがいた
　２０１１年の１２月から、育児の悩みを解消したくてＴＡＷの
「ママここ」（現：ファミリーＴＡＷ）の通信講座を受け、同時期
にマスターＴＡＷの入門から上級講座までを一気に受講しました。
長年、心理学やメンタルの勉強をしてきたのに、変わらない自分、
苦しいままの自分なのは、自分に原因があって、動きたいのに何
もしようとしないからだと講座を受けて気づいたのです。ここで
チャレンジしなければ一生変われないと思い、ＴＡＷの先生のアド
バイスもありセラピストとして起業し
ました。
　起業はしたものの、まずは子ど
もの問題をどうにかしなければなり
ませんでした。未熟児で生まれて
虚弱なので、ちょっとカゼをひいた
だけで心配でした。実際にカゼを
こじらせて肺炎で入院したことも
あったのです。わがままで思い通
りにならないと癇癪を起こし、どう
育てたらいいのかと悩みました。
　ＴＡＷでは、「現実はすべて自分が作り出す」として、私自身
の「面倒を見てもらいたい」「守ってもらいたい」「自分でやりた
くない」という思考が子どもに投影され、子どもが未熟児になっ
たと考えます。
　それを知った時、愕然としました。このままでは、私が子ども
を病気に追い込んでしまいかねない、「変わらなくては！ 」と、
私自身の思考の修正に取り組むことを決意したのです。
　ＴＡＷの「相手に言いたいことは自分に言いたいこと」という
考えを基本におき、子どもにイライラを感じた時には、わがまま
な自己であるインナーチャイルドを自分の中にイメージして、「わ
がままはやめなさい」「自分勝手はやめなさい」と諭しました。
イメージの中で私のチャイルドは、「何で言うことを聞かないとい
けないの？ 」と反抗してきました。「ちゃんとやったら楽しい未
来が待っているよ」と誘いの言葉をかけても、見向きもしないの
です。
　ＴＡＷでパンチ法を習いましたが、これは、シャドーボクシン
グをする要領でアファメーションを言うもので、早く自分が変わ
れる方法です。私もパンチをしながら、「守ってもらおうとするな」
「弱いフリをするな」「エネルギーを出せ」と自分に言い続けました。

■母の躾けは正しかった
　自分のインナーチャイルドを厳しく躾けていくと、子どもも少し
ずつ落ち着いてきました。仕事に対しては、「やりたくない」「怖い」
「できない」といった思いがあり、チャイルドのさらなる成長が必
要でした。
  「私が子どもを未熟児にしてしまった」という思いは罪悪感となっ
て残っていました。心のどこかで、私は親のことを恨んでいたの
です。特に母から叩かれたことを根に持ち、母は暴力的で支配

的だと思ってきたのは確かでした。
　いつものように TAWの講座で習ったパンチ法を始めると、
母に叱られた時のことを思い出しました。私が言うことを聞かな
いと、母は怒り、思いっきり私のことを叩いたのです。その時、
母の姿に自分の姿がダブり、私は思わず叫びました。“私こそ

母の姿そのままだ！ ” と。
　私が子どもや私自身のためにチャ
イルドを変えよう、躾けようとしたよ
うに、母も私のためを思い、私を厳
しく躾けようとしたのです。
   “一元とはこういうことか！ ” と身
を持って知りました。暴力的で支配
的だと思っていた母のエネルギー
は、母に投影した私自身の暴力的
で支配的なエネルギーでした。そ
れは裏を返せば本気で真剣なエネ

ルギーで、投影元である私の思考を変えれば、プラスのエネルギー
として私の中に戻ってくるはずのものでした。
  「お母さんのしていたことは正しかった。ありがたかった。それ
なのに反抗して恨んでいて、ごめんなさい！！  」
　私はイメージの中で母の姿を描き、何度も何度も謝りました。
こんなにも頑固でどうしようもない私を何とか動かそうと、全力で私
を躾けてきた母の思いをやっと理解することができたのです。
　私はそれからもパンチを続けました。ある時、パンチをしなく
ても「もうできるよね」とチャイルドに対して思える時がきました。
母も私が中学生になると「もう大丈夫」と思ったのか、叱らなくなっ
たのです。
　この時、感じたことのないような自分への信頼の思いが湧き起
こってきました。“母の躾けは正しかった”　母への感謝の思いで
いっぱいになりました。「本当の感謝は行動につながる」とＴＡ
Ｗで言うように、母からもらったエネルギーを、結果として形に
しようと決めました。

■ 常に一元で考えて自分を修正した
   「始めたことが形になるまでには３年かかる」とＴＡＷでは言い
ますから、私も３年を区切りに仕事で結果を出そうと思いました。
さっそく起業ブログを立ち上げました。集客には１日で５００ＰＶ
（閲覧回数）が必要と言われるところ、３、４ヵ月でその数字を
越えました。チャイルドを徹底的に修正したことが良かったのだ
と思います。
　ブログを通じてセラピストとしてクライアントの悩みを聞き、解
決方法を提示してきましたが、私がやりたいのは、行動したいけ
れどできない人に対するサポートだと気づき、２年目からはコン
サルタントとしてクライアントに接するようになりました。

チャイルドを修正して人気コンサルタントに ！

アンダンティル代表
セルフイメージアップコンサルタント

根本千里 さん

母がしてくれた躾けに感謝。自らのインナーチャイルドも同じように
躾けて大きな成果を上げている根本千里さんからお聞きしたお話です。

にしていたのは自分だ」と捉え、お金の使い方や扱い方を考え
直すようにしました。
　すべて自分に落とし込んで、自分を修正していくと、私の中の
「常に人から批判されている、私ひとりで頑張らないと」という
ブロックが外れていきました。感情がクリアになっていき、ネガティ
ブな思いを持っていた過去の自分が淘汰されて、新しい自分とも
いえる、前向きな考え方ができる自分と、人と喜びを共有する楽
しさが出てきたのです。
　海外出店に関しても、逃げのためではなく、純粋に「私はや
りたい」「世界に出たい」という思いが生まれてきました。

■ １年前に書いた目標が叶う
　ＴＡＷの講座を受けた時に、「５ヵ年計画」というワークで、
「2０１３年５月にバンコクに店をオープンする」と目標を書きました。
　２０年前に初めて海外旅行でバンコクに行って以来、バンコク
は何度も訪れた大好きな場所で、現地に住む日本人も多く、マー
ケットとしても大きな可能性を秘
めていると思えました。
　しかし、「今年はバンコク進
出！ 」と思った矢先、２０１３年
１月の時点で、代官山店は５人い
たスタッフのうち４人が続けざま
に辞めてしまい、私の他に残るス
タッフは１人となってしまいまし
た。それでもＴＡＷを学んで私自
身が変わったことで、周囲の人間
関係も入れ替わるのだと感じて、
バンコク進出をあきらめることは
ありませんでした。過去の自分の
ように独立志向の強いスタッフ達
でしたので、お互いにそれで良
かったのでしょう。私は代官山店
で新たなチームを作ろうと思いま
した。
　とはいえ、「絶対に５月までにバンコクに出店する」と言ってい
るのに、これではバンコクどころか、代官山店すら回せません。
　さっそく私は「４月までにスタッフが４名入る」と紙に書き
記しました。バンコクのサロンのことも書きました。「バンコクの
サロンは光と緑が溢れる洗練された空間で、東京のスタッフも
バンコクのスタッフも、みんなが美容師として生き甲斐を持って
幸せな気持ちで働いている」と、望みの状況を具体的に何度も
紙に書いて、常にそれを心に唱えるようにしたのです。
　代官山店には、４月までに４名のスタッフが入りました。願っ
た通りに欲しいと思っていた人材が集まり、すごくいいスタッフた
ちで嬉しくなりました。
　バンコクの店は決まりかけた物件がキャンセルとなり、３月の
時点でバンコク出店は白紙に戻ってしまいましたが、4 月に入って
気に入った物件が見つかり、契約を済ませることができました。
オープンは７月７日です。５月末には開店準備に向けて渡航でき
たので、１年前に５月に店を出すと書いたことがほぼ実現できた
と思っています。
　バンコクの店が軌道に乗るまで、月のうち３週間はバンコク、
１週間は東京の店に出ています。今のところお客様はほとんど日

本人ですが、タイ語が話せる日本人スタッフも入ったので、いず
れは店を任せて、私はまた違う目標に向かいたいと思っています。

■ お互いを高め合うＴＡＷの仲間たち
　私がＴＡＷの考え方を自分に落とし込んで、生活の中で活かし
ていけたのは、ＴＡＷ友のおかげだと思っています。中級を一緒
に受けた仲間で、講座が終了してから現在も毎月集まってミーティ
ングをしています。８名ほどのメンバーのうちいつも４、５名は集
まり、近況報告をしたり、お互いに修正し合ったり、次の目標を
語ったり、自分たちで課題を作ってワークをしてきました。
　フェイスブックやＬＩＮＥで、仲間たちのやりとりや、次の目標
やワークの課題を書いてくれるので、自分が参加できなくても書
き込みをしたり、次回までの目標や課題をクリアしていけました。
　これがとても大きかったと思います。真面目で一生懸命な仲間
たちと切磋琢磨しながらＴＡＷを学んできたから、私も夢をあき
らめずに、ここまでＴＡＷを実践してこられたのだと思います。
ＴＡＷ友は本当に大事な仲間です。

■ 楽しみは膨らんで
　バンコクに店を出すのが夢でした
が、目の前のことがどれも新しい体
験ばかりでおもしろく、今本当に自
分の人生を楽しめていると感じてい
ます。様 な々国の人、グローバルに
起業している方や、大きなビジネス
に携わっている方など、東京では
会ったことのないタイプの方たちと
出会うことが多くなりました。そのよ
うな方達と同じように行動したら、
もっと大きな夢を叶えられるのだろ
うなと、いい刺激を受けています。
　バンコクでもＴＡＷを日々仕事や
生活に活かしています。お客様へ
の接し方、スタッフの教育、具体的

な売り上げの目標もそうですし、主人とのさらなる夢に関しても、
ＴＡＷの考え方に沿って現実化していこうと思っています。
　今では、ことあるごとに親への感謝があふれてきますし、主人
への感謝、スタッフや友人への感謝を感じるたびに、温かく幸せ
な思いで満たされます。
　自分の今のあり方も全部自分が決めているのだし、自分がす
べてコントロールできるのだと実感すると、自分が動いたら動い
た分だけ、自分の世界は広がっていくのだとわかりました。そう
すると楽しみは膨らんで、自分の未来がよりいっそう素晴らしい
ものに思えてくるのです。

自分の中のブロックが
外れて新しい自分に
出会いました。

　現状に満足感がなく、「何かもっとできるのに」という思
いを抱える人たちをターゲットに、心理分析でストッパーとな
る感情や思考を示して、行動できるように促し、さらに「前
進しよう」「可能性をつかもう」と呼びかけました。
　そのためのコンセプト、ウェブサイト、ブログ作りなど、
先行投資もしました。何度もやり直して手を加え、私なりに
納得のいくものに仕上げました。外側をきちんと作り込むと、
もう準備は万端と、自分を追い込むことにもなり、仕事に対
する本気度も上がってきたのです。
　目の前に来たものは全部受けようと決めていましたが、仕
事のパートナーから起業スクールをやらないかと誘われ、仕
事でコラボレーションもするようになっていきました。セラピ
ストの時に、初めてモニターで来てくださった方が起業スクー
ルのほうに参加されるなど、お客さまがずっとついてくださ
ることで、私自身の自己評価も上がったのです。
　ＴＡＷで、「他人はいない。自分しかいない」と学び、「そ
うなのだ」と素直に受け入れて、仕事の上でも、当然のよう
に一元論で考えるようにしてきました。何か言われてイライラ
した時は、その人に言いたいことを自分に返しました。上手
くいかない時は何を自分が止めているのだろうと、自分の内
面を見つめました。不安が起きた時には、自分の中のエネ
ルギー不足だと認めて、もっとエネルギーを出すように努め
ました。

■コンサルタントの分野で行け
るところまで行きたい
　起業１年目からブログを毎日欠
かさずに書いて、それを３年間続
けることができたのも母の躾けの
おかげで、自分を型にはめることができたからだと思います。
　３年たった今ではアクセス数も１日４０００ＰＶくらいになり
ました。多くの方が読んでくださっているのはありがたいこ
とです。売り上げも当初目指していた金額の３倍に達するま
でになりましたし、ＴＡＷで学んだことと、これまでの知識と
私自身の経験から構築したオリジナルメソッドは９０% の確
率で変化が出るようになりました。
　長いこと、マイナスな出来事を自ら作り出して、「穴を掘っ
てきた」のだと思います。その修正が終わり、穴を埋めてよ
うやく平地になり、これからやっとポジティブな方向へと積
み上げていくことができそうです。
　言うことを聞かなかったチャイルドも、「一緒にやって行こ
うね」と協調できるまでに自立したと感じます。私の子ども
も健康になり、できることは一人でやるようになりました。
　これからコンサルタントの分野でさらに成長したいと思っ
ています。そのために心理学のブラシュアップとしてフラクタ
ル心理カウンセラー養成講座も受講中です。
　どこまでできるか、ここからがようやくチャレンジです！
   「思考が現実化する」のを自分自身で試してみて、それを
結果としてご報告できるようになりたいと思っています。

昔の母の姿に
今の自分を見つけて
「一元」を知りました。

canna 代官山

メンバーとのパンチ会

代官山のスタッフたちと

cannaバンコク

セミナー
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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

関東エリア 
   
TAWステーション あいりん堂
代表　飯塚 和喜 
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TEL : 0476-36-7300　FAX : 0476-36-7305
mail : airindo@nifty.com
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中国・四国エリア Aquarius Navi Institute
代表　一色 真宇 
4500 Via Marina, #313
Marina del Rey, CA 90292
Email: infous@navi.ac
TEL: +1-424-500-2425
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TAW理論三つの柱
心理の理論
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、TAW は「思考が現実化する」のですから、「親の
行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」と考えます。

現象の理論
TAW 理論ではあなたの思考を社会現象
から読みとります。TAWの最大の発見は、
「世界は隅々まで自分の全思考の拡大・
縮小である」ということです。逆に言えば、
世界を読みとる力があれば、あなたの深
層心理を隅々まで読みとれるのです。

一元の理論
一元とは「すべては一つである」とい
う理論です。一元という仕組みによっ
て、思考が現実化するときに必ず「エ
ネルギー保存の法則」が働きます。
何かが生じれば、何かがなくなります。
TAWは夢物語ではなく科学なのです。

TAWキーステーション
株式会社 アクエリアス・ナビ 九州支社
支社長　松岡 安代
862-0976
熊本県熊本市九品寺 1-9-23-9F
TEL : 096-366-6355　FAX : 096-366-6355 
mail : kyusyu@navi.ac 
http://ameblo.jp/taw-kumamoto/

開催スケジュールお申し込みについては、
お近くのキーステーション・ステーションに
お気軽にお問い合わせください。

一色真宇の心理分析を学んで心理のプロを目指しましょう。

国際TAW協会理事長による
フラクタル心理カウンセラー養成講座

無料説明会開催中。
http://navi.ac/event/counselor.html

あなたも、
フラクタル心理カウンセラーに
なりませんか？

あなたも、
フラクタル心理カウンセラーに
なりませんか？

一般社団法人国際TAW協会認定資格

）（

TAW Information

TEL /FAX：082-555-9611 
mobile : 090-3638-8175 
mail : tawhiroshimast@yahoo.co.jp  
http://taw-hiroshima.com



2 TAWPRESS  No.32 3TAWPRESS  No.32

4 TAWPRESS  No.32 5TAWPRESS  No.32

8 TAWPRESS  No.32 1TAWPRESS  No.32

■ 販売チームが思った
　ように動いてくれない
　健康食品と化粧品の販
売を始めて１３年になりま
す。結果の出せる販売チー
ムを作りたい、売り上げを

倍にしたいと思いつつ、現実はというと、チームメンバーは
指示通りに動いてくれず、一つの目標に向かおうとする勢い
もありませんでした。
  「どうして言われた通りにしないの！! 」と、イライラが募り
ました。私自身がステージを上げないことには状況は変わら
ない、“自分を見つめ直してみよう……” と思った矢先に、Ｔ
ＡＷに出会いました。　
　昨年２月にマスターＴＡＷの初級を受講しました。講座の
中で、以前の自分に焦点を当てるワークがあり、上司が認
めてくれなかったことが思い出されました。その話をすると、
いきなり先生から、「あなたは親を見下していたんですね」と、
思ってもみないことを言われたのです。「父は恐い人でしたら、
見下すなんてとんでもない」と否定すると、「ほんとに恐かっ
たらすぐに言うことを聞きますよね」と返されて、黙ってしま
うと「言うことを聞かないで、反発していたんでしょ？ だか
ら見下していたんですよ」とさらに言われたのです。
　頭の中が混乱しました。確かに親から指図されると、反
発するか、うわべだけの返事で、言うことは聞いていなかっ
たかもしれません。
　父はすでに亡くなっていますが、小さい頃に「玄関を掃
除しろ」と言われて、イヤイヤしたのを思い出しました。真
ん中だけ丸く掃いたのが見つかって、「隅までちゃんと掃き
なさい」と叱られたのです。“言われたから掃除したじゃない、
どうしてそれを認めてくれないの” と心の中で反発し、父の
ことを “うるさいなぁ” とうっとうしく思ったのです。
　今考えると父のしたことは躾けであって、仕事の仕方にも
通じ、今の私の仕事にも生かされていると思えました。
　さらに、母のことも考えてみました。厳しい父に反して母
はやさしく、父に従って生きる人、何もできない人と思ってき
ました。
　本当にそうだろうか？　昔からよく褒めてくれて、今でも
「あなたはすごいね、良くやっているよ」と認めてくれる母は、
父に対しても同じようにずっとサポートしてきたに違いありま
せん。父は出世した人ですから、そんな父を支えてきた母は、
実はものすごく力のある人だったのだと思えたのです。
　そう考えると、両親からも含めてたくさんの素晴らしい
アドバイスを素直に聞けなかったのは、「私が一番偉い」「私
が正しい」と思い込んでいたからで、それはとんだ勘違い
でした。私のこの態度は、話を聞かないチームメンバーの
態度であり、メンバーは私の姿そのものだったと気づいたの
です。

■ 自分が変わったらチームが変わった
　チームをうまく運営できないのは私の態度が原因でした。私は
ＴＡＷで習ったことを実行に移し、まずはヒエラルキーを統一し
て、上下関係をはっきりさせることにしたのです。
　両親には、心の中で今までのことを詫びて、“本当にごめんな
さい” と謝り続けました。商品を供給してくれる会社には、「もっ
とこうしたらいいのに」といった文句をいっさい止めて、徹底的
に従うようにしました。
　すると、驚いたことにチームのメンバーたちも素直に私のアドバ
イスを聞き入れるようになったのです。私の言うことを聞くと、結
果が付いてくるから聞いたほうがいい、とリーダークラスのメン
バーが私を持ち上げてくれるようになり、「ありがとうございます」
「おかげさまです」といった言葉を頻繁に聞くようになりました。
　リーダークラスの人たちにはＴＡＷの受講を勧めました。仕事
仲間は深層意識です。仲間たちがＴＡＷを学べば、深層意識が
早く変化して、夢の現実化も一気に加速し、目標よりもさらに大
きな成果が得られるはずです。
  「成功したいなら、ＴＡＷを受けたほうがいいよ」「受講料は自
己投資。お金は後からついてくるからね」と言うと、仲間たちも
自ら講座に参加するようになりました。
　みんながＴＡＷを学んでくれたことで、思っていることがすぐ
に伝わり、本音で深い話ができて、仲間との仕事がものすごく充
実したものになっていきました。

■ 仕事にＴＡＷのワークを取り入れる
　ＴＡＷの先生からも、「米丸
さんは素直にすぐに行動するわ
ね」と褒めていただきました。
学ぶことは大事ですが、それ
を実践に移して、結果を出して、
初めて分かったということだと
思うので、行動あるのみ。「聞
いたらすぐに行動する」を習慣
にしたのです。
　週１回のメンバーとのミーティ

ングでは、スタート前に２０分間、サクセスＴＡＷで習ったパンチ
も取り入れました。パンチは深層意識の中のわがままなインナー
チャイルドを修正する方法です。「自立しろ」「結果を出せ」「甘
えるな」「責任を取れ」など、その時の自分たちの課題を書きだし、
それらの言葉を発しながらメンバー全員でシャドーボクシングのよ
うにパンチをするのです。
　毎日の達成ゴールも決めるようにしました。できるだけ数値化
して達成率を何％と入れ、それに対して「良かったこと」「反省
すること」を毎日の振り返り事項として書くようにしたのです。
　他にも、メンバー同士で実践しているのは、会ったらお互いを
褒め合うことです。これもサクセスＴＡＷで習ったことです。褒
められたら「いつもそう言われます」と返すのですが、自己肯

販売成績で大きな 成果が得られました
健康食品と化粧品の販売会社
ディストリビューター

米丸菜穂子 さん

ＴＡＷを仲間と共に学んで実践し、
健康食品・化粧品販売で大きな成果を上げている米丸 菜穂子さんからお聞きしたお話です。

定感が上がり、メンバーの顔も生き生きしてきました。プラスの
修正という意味でも、これは大変効果があったと思います。
　それから、この仕事をスタートした時から、達成したいことを
夢ノートに書いてきて、メンバーたちにも書くことを勧めてきまし
た。ＴＡＷでも同じように夢を書くノートがあったので、夢を叶え
るには書くことがいいのだなと改めて確認しました。
 　またおもしろいエピソードもあります。上手くいかなくなるとい
つも駄 を々こねるメンバーを面談することになった時のことです。
「『３６０度自分』なら、この駄々 っ子も自分」と思い、面談前日、
自分のインナーチャイルドに「駄 っ々子は損するよ」と寝る前に
何度も言いきかせました。翌朝、驚いたことに、面談に来た本人
は顔つきが全く違っていました。私の話を素直に聞き、最後には
「頑張ります！ 」となって、周囲を驚かせました。この方はこの
２月に販売での最高タイトルを獲得するまでに成長しました。
「ＴＡＷはすごい！ 」とつくづく思えた出来事でした。
 
■ 売り上げも前半期比１５０％を達成
　ＴＡＷによってメンバーとのつながりが強固になり、会社が行っ
た２ヵ月間のお客様づくりキャンペーンでは、私の販売グループが
日本一に輝きました。「絶対に一位になろうね！ 」と、リーダーク
ラスの１０人が結束したことが、結果につながったのだと思います。
　売り上げも前半期比１５０％を達成し、会社からは、すごく成
長している、「将来、ここを背負って立つ人に」と言われるように
なりました。今回は短期間でしたが、名実ともに日本一になりな
さいという励ましをいただいたのです。これもすべて、この１年
間ＴＡＷを学んで実践してきたからだと思います。
　夢ノートに書いた１つに「海外クルーズに行きたい」という夢
がありました。まだ先と思っていたら、行けることになったのです。
この４月にリーダークラスのメンバー全員とエーゲ海クルーズを楽
しんできます！

■ 夢を一つずつ叶えていきたい
　マスターＴＡＷ、サクセスＴＡＷと学んできて、本当にＴＡＷの
おかげで、今では仕事でストレスを感じることがほとんどなくな
り、感情も大きく動くことなく、冷静に客観的に判断できるよう
になりました。
　人と関わる仕事なので、問題が起きた時に、きちんと現象か
ら出来事を見て、的確なアドバイスができるようになりたいと思
い、現在、フラクタル心理カウンセラーの講座にも通っています。
　今後は自分の講座を持つなりして、今まで経験してきたことを
人に伝えていきたいと思っています。それから、大きな成果を出
せたら、本も出したいですね。本を出せるような自分に成長して
いきたいと思っています。
　ＴＡＷを受講して、人生は本当に自由に選択できると感じてい
ます。これからも仲間と一緒に夢を一つずつ叶えて、達成感で
いっぱいの人生にしていきたいと思います。
 

夢のエーゲ海クルーズも
仲間と一緒に
行ってきます！
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■ すべて私が作り出した現実
　結婚して１０年、夫婦で恵比寿と代官
山に２店の美容室を経営し、たくさんの
スタッフに囲まれて仕事も忙しく、順調そ
のものといえました。外から見たらそうで
すが、私の中では完全に行きづまってい
たのです。代官山店を任されてはいたも
のの、疎外感が強くありました。
  「がんばっているね」「良くやっているね」という言葉が聞きたい
のに、スタッフからは「違うんじゃないか」、主人からは「もっと
やれるんじゃないか」という批判の声ばかりが耳に入り、毎日フ
ラストレーションを抱えてたのです。
　現状から逃げたい気持ちもあったのでしょう。環境を変えたら
私も変われるのではないかと、海外に出店したいと思うようにな
りました。
　海外出店を目標にしてみると、自分の中のブロックを外さなく
ては、そこには行けないと感じました。２年前に主人がマスター
ＴＡＷを受講してガラッと変わったので、私も変わりたいと思い、
２０１２年４月からマスターＴＡＷの入門を受講し、上級まで受け
ました。
　ＴＡＷでは、「現実は自分が作り出している」と学びました。
私は自分が楽しくないのも、やりたい事ができないのも、思った
ようにいかないのも全部人のせいにして、一歩踏み出せない自分
を責めては、なんでこんなに辛いのかと思ってきましたが、それ
らはすべて私が作り出した現実であると知り、私は人のせいにす
るのをいっさいやめることにしました。今見えているもの、見え
ている人たち、聞こえてくる言葉もすべて、私から発せられたも
のなのだと心に刻んだのです。
  「まず自分が下がってみる」とＴＡＷで学んで、それを心がけると、
敵対心の塊のようだった私が、周囲に対して「ごめんなさい」と

思えるようになりました。これ
はとても大きな変化でした。

■ 周りとの関係が変わる
　主人から仕事のことで注意
されると、今までは「なんで
私が怒られるのだろう」と思っ
てきましたが、それは感情の
先走りで、主人の言葉をちゃ
んと聞いていなかったのだと
気づきました。主人は怒って
いるのではなく、大事なこと
を説明して、教えてくれてい

たのだとわかり、主人に対して「わかっていなかった。ごめんな
さい」と謝ることができました。
　また、ずっと避けてきた両親との関係も変わってきました。両
親のことは大好きではあるものの、心の中で両親みたいにはなり
たくないと思っていました。それが、私が好きなことをするのを
常に許して陰でサポートし、愛情を注いでくれていたことに気づ
き、両親のおかげで自分があり、「この親の元にまた生まれたい」
と心から思えた時、深く両親を尊敬することができたのです。
　スタッフに対しても、私が一番偉い存在でありたかったので、
私がお店を回しているという思いを変えられなかったのですが、
スタッフたちを輝かせるほうに自分が動こう、彼らがいるから私
があると思うようになると、スタッフの良い所が見えるようになり、
疎外感から連帯感を感じられるようになりました。
　その他にも目に入るさまざまな現象に、「このやり方は私がやっ
ていたこと……」とＴＡＷの考えに沿って考えるようになりました。
たとえば、お金の扱い方で人からイヤな思いをさせられた時も、
「あっ、これは私が過去にやったやり方なのか、お金をぞんざい

バンコクに美容室を出店する
夢が叶いました ！

canna 代官山・cannaバンコク 代表

五十嵐洋子 さん今月のＴＡＷプレスは、ＴＡＷを仕事に活かして成果を上げている
皆さまの体験談をお届けします。
まずは、起こる出来事をすべて自分のこととして自分を変えることで、
海外出店を果たした五十嵐洋子さんからお聞きしたお話です。

C a n n a 　 o r g a n i c & h a i r  d e s i g n  To k y o / B a n g k o k
h t t p : / / c a n n a - h a i r . c o m /
●五十嵐洋子さんのブログ　h t t p : / / a m e b l o . j p / i g a i g a g u r i /

●根本千里さんのウェブサイト
Andantill
h t t p : / / a n d a n t i l l . c o m /

■ 私の中には言うことを聞かないインナーチャイルドがいた
　２０１１年の１２月から、育児の悩みを解消したくてＴＡＷの
「ママここ」（現：ファミリーＴＡＷ）の通信講座を受け、同時期
にマスターＴＡＷの入門から上級講座までを一気に受講しました。
長年、心理学やメンタルの勉強をしてきたのに、変わらない自分、
苦しいままの自分なのは、自分に原因があって、動きたいのに何
もしようとしないからだと講座を受けて気づいたのです。ここで
チャレンジしなければ一生変われないと思い、ＴＡＷの先生のアド
バイスもありセラピストとして起業し
ました。
　起業はしたものの、まずは子ど
もの問題をどうにかしなければなり
ませんでした。未熟児で生まれて
虚弱なので、ちょっとカゼをひいた
だけで心配でした。実際にカゼを
こじらせて肺炎で入院したことも
あったのです。わがままで思い通
りにならないと癇癪を起こし、どう
育てたらいいのかと悩みました。
　ＴＡＷでは、「現実はすべて自分が作り出す」として、私自身
の「面倒を見てもらいたい」「守ってもらいたい」「自分でやりた
くない」という思考が子どもに投影され、子どもが未熟児になっ
たと考えます。
　それを知った時、愕然としました。このままでは、私が子ども
を病気に追い込んでしまいかねない、「変わらなくては！ 」と、
私自身の思考の修正に取り組むことを決意したのです。
　ＴＡＷの「相手に言いたいことは自分に言いたいこと」という
考えを基本におき、子どもにイライラを感じた時には、わがまま
な自己であるインナーチャイルドを自分の中にイメージして、「わ
がままはやめなさい」「自分勝手はやめなさい」と諭しました。
イメージの中で私のチャイルドは、「何で言うことを聞かないとい
けないの？ 」と反抗してきました。「ちゃんとやったら楽しい未
来が待っているよ」と誘いの言葉をかけても、見向きもしないの
です。
　ＴＡＷでパンチ法を習いましたが、これは、シャドーボクシン
グをする要領でアファメーションを言うもので、早く自分が変わ
れる方法です。私もパンチをしながら、「守ってもらおうとするな」
「弱いフリをするな」「エネルギーを出せ」と自分に言い続けました。

■母の躾けは正しかった
　自分のインナーチャイルドを厳しく躾けていくと、子どもも少し
ずつ落ち着いてきました。仕事に対しては、「やりたくない」「怖い」
「できない」といった思いがあり、チャイルドのさらなる成長が必
要でした。
  「私が子どもを未熟児にしてしまった」という思いは罪悪感となっ
て残っていました。心のどこかで、私は親のことを恨んでいたの
です。特に母から叩かれたことを根に持ち、母は暴力的で支配

的だと思ってきたのは確かでした。
　いつものように TAWの講座で習ったパンチ法を始めると、
母に叱られた時のことを思い出しました。私が言うことを聞かな
いと、母は怒り、思いっきり私のことを叩いたのです。その時、
母の姿に自分の姿がダブり、私は思わず叫びました。“私こそ

母の姿そのままだ！ ” と。
　私が子どもや私自身のためにチャ
イルドを変えよう、躾けようとしたよ
うに、母も私のためを思い、私を厳
しく躾けようとしたのです。
   “一元とはこういうことか！ ” と身
を持って知りました。暴力的で支配
的だと思っていた母のエネルギー
は、母に投影した私自身の暴力的
で支配的なエネルギーでした。そ
れは裏を返せば本気で真剣なエネ

ルギーで、投影元である私の思考を変えれば、プラスのエネルギー
として私の中に戻ってくるはずのものでした。
  「お母さんのしていたことは正しかった。ありがたかった。それ
なのに反抗して恨んでいて、ごめんなさい！！  」
　私はイメージの中で母の姿を描き、何度も何度も謝りました。
こんなにも頑固でどうしようもない私を何とか動かそうと、全力で私
を躾けてきた母の思いをやっと理解することができたのです。
　私はそれからもパンチを続けました。ある時、パンチをしなく
ても「もうできるよね」とチャイルドに対して思える時がきました。
母も私が中学生になると「もう大丈夫」と思ったのか、叱らなくなっ
たのです。
　この時、感じたことのないような自分への信頼の思いが湧き起
こってきました。“母の躾けは正しかった”　母への感謝の思いで
いっぱいになりました。「本当の感謝は行動につながる」とＴＡ
Ｗで言うように、母からもらったエネルギーを、結果として形に
しようと決めました。

■ 常に一元で考えて自分を修正した
   「始めたことが形になるまでには３年かかる」とＴＡＷでは言い
ますから、私も３年を区切りに仕事で結果を出そうと思いました。
さっそく起業ブログを立ち上げました。集客には１日で５００ＰＶ
（閲覧回数）が必要と言われるところ、３、４ヵ月でその数字を
越えました。チャイルドを徹底的に修正したことが良かったのだ
と思います。
　ブログを通じてセラピストとしてクライアントの悩みを聞き、解
決方法を提示してきましたが、私がやりたいのは、行動したいけ
れどできない人に対するサポートだと気づき、２年目からはコン
サルタントとしてクライアントに接するようになりました。

チャイルドを修正して人気コンサルタントに ！

アンダンティル代表
セルフイメージアップコンサルタント

根本千里 さん

母がしてくれた躾けに感謝。自らのインナーチャイルドも同じように
躾けて大きな成果を上げている根本千里さんからお聞きしたお話です。

にしていたのは自分だ」と捉え、お金の使い方や扱い方を考え
直すようにしました。
　すべて自分に落とし込んで、自分を修正していくと、私の中の
「常に人から批判されている、私ひとりで頑張らないと」という
ブロックが外れていきました。感情がクリアになっていき、ネガティ
ブな思いを持っていた過去の自分が淘汰されて、新しい自分とも
いえる、前向きな考え方ができる自分と、人と喜びを共有する楽
しさが出てきたのです。
　海外出店に関しても、逃げのためではなく、純粋に「私はや
りたい」「世界に出たい」という思いが生まれてきました。

■ １年前に書いた目標が叶う
　ＴＡＷの講座を受けた時に、「５ヵ年計画」というワークで、
「2０１３年５月にバンコクに店をオープンする」と目標を書きました。
　２０年前に初めて海外旅行でバンコクに行って以来、バンコク
は何度も訪れた大好きな場所で、現地に住む日本人も多く、マー
ケットとしても大きな可能性を秘
めていると思えました。
　しかし、「今年はバンコク進
出！ 」と思った矢先、２０１３年
１月の時点で、代官山店は５人い
たスタッフのうち４人が続けざま
に辞めてしまい、私の他に残るス
タッフは１人となってしまいまし
た。それでもＴＡＷを学んで私自
身が変わったことで、周囲の人間
関係も入れ替わるのだと感じて、
バンコク進出をあきらめることは
ありませんでした。過去の自分の
ように独立志向の強いスタッフ達
でしたので、お互いにそれで良
かったのでしょう。私は代官山店
で新たなチームを作ろうと思いま
した。
　とはいえ、「絶対に５月までにバンコクに出店する」と言ってい
るのに、これではバンコクどころか、代官山店すら回せません。
　さっそく私は「４月までにスタッフが４名入る」と紙に書き
記しました。バンコクのサロンのことも書きました。「バンコクの
サロンは光と緑が溢れる洗練された空間で、東京のスタッフも
バンコクのスタッフも、みんなが美容師として生き甲斐を持って
幸せな気持ちで働いている」と、望みの状況を具体的に何度も
紙に書いて、常にそれを心に唱えるようにしたのです。
　代官山店には、４月までに４名のスタッフが入りました。願っ
た通りに欲しいと思っていた人材が集まり、すごくいいスタッフた
ちで嬉しくなりました。
　バンコクの店は決まりかけた物件がキャンセルとなり、３月の
時点でバンコク出店は白紙に戻ってしまいましたが、4 月に入って
気に入った物件が見つかり、契約を済ませることができました。
オープンは７月７日です。５月末には開店準備に向けて渡航でき
たので、１年前に５月に店を出すと書いたことがほぼ実現できた
と思っています。
　バンコクの店が軌道に乗るまで、月のうち３週間はバンコク、
１週間は東京の店に出ています。今のところお客様はほとんど日

本人ですが、タイ語が話せる日本人スタッフも入ったので、いず
れは店を任せて、私はまた違う目標に向かいたいと思っています。

■ お互いを高め合うＴＡＷの仲間たち
　私がＴＡＷの考え方を自分に落とし込んで、生活の中で活かし
ていけたのは、ＴＡＷ友のおかげだと思っています。中級を一緒
に受けた仲間で、講座が終了してから現在も毎月集まってミーティ
ングをしています。８名ほどのメンバーのうちいつも４、５名は集
まり、近況報告をしたり、お互いに修正し合ったり、次の目標を
語ったり、自分たちで課題を作ってワークをしてきました。
　フェイスブックやＬＩＮＥで、仲間たちのやりとりや、次の目標
やワークの課題を書いてくれるので、自分が参加できなくても書
き込みをしたり、次回までの目標や課題をクリアしていけました。
　これがとても大きかったと思います。真面目で一生懸命な仲間
たちと切磋琢磨しながらＴＡＷを学んできたから、私も夢をあき
らめずに、ここまでＴＡＷを実践してこられたのだと思います。
ＴＡＷ友は本当に大事な仲間です。

■ 楽しみは膨らんで
　バンコクに店を出すのが夢でした
が、目の前のことがどれも新しい体
験ばかりでおもしろく、今本当に自
分の人生を楽しめていると感じてい
ます。様 な々国の人、グローバルに
起業している方や、大きなビジネス
に携わっている方など、東京では
会ったことのないタイプの方たちと
出会うことが多くなりました。そのよ
うな方達と同じように行動したら、
もっと大きな夢を叶えられるのだろ
うなと、いい刺激を受けています。
　バンコクでもＴＡＷを日々仕事や
生活に活かしています。お客様へ
の接し方、スタッフの教育、具体的

な売り上げの目標もそうですし、主人とのさらなる夢に関しても、
ＴＡＷの考え方に沿って現実化していこうと思っています。
　今では、ことあるごとに親への感謝があふれてきますし、主人
への感謝、スタッフや友人への感謝を感じるたびに、温かく幸せ
な思いで満たされます。
　自分の今のあり方も全部自分が決めているのだし、自分がす
べてコントロールできるのだと実感すると、自分が動いたら動い
た分だけ、自分の世界は広がっていくのだとわかりました。そう
すると楽しみは膨らんで、自分の未来がよりいっそう素晴らしい
ものに思えてくるのです。

自分の中のブロックが
外れて新しい自分に
出会いました。

　現状に満足感がなく、「何かもっとできるのに」という思
いを抱える人たちをターゲットに、心理分析でストッパーとな
る感情や思考を示して、行動できるように促し、さらに「前
進しよう」「可能性をつかもう」と呼びかけました。
　そのためのコンセプト、ウェブサイト、ブログ作りなど、
先行投資もしました。何度もやり直して手を加え、私なりに
納得のいくものに仕上げました。外側をきちんと作り込むと、
もう準備は万端と、自分を追い込むことにもなり、仕事に対
する本気度も上がってきたのです。
　目の前に来たものは全部受けようと決めていましたが、仕
事のパートナーから起業スクールをやらないかと誘われ、仕
事でコラボレーションもするようになっていきました。セラピ
ストの時に、初めてモニターで来てくださった方が起業スクー
ルのほうに参加されるなど、お客さまがずっとついてくださ
ることで、私自身の自己評価も上がったのです。
　ＴＡＷで、「他人はいない。自分しかいない」と学び、「そ
うなのだ」と素直に受け入れて、仕事の上でも、当然のよう
に一元論で考えるようにしてきました。何か言われてイライラ
した時は、その人に言いたいことを自分に返しました。上手
くいかない時は何を自分が止めているのだろうと、自分の内
面を見つめました。不安が起きた時には、自分の中のエネ
ルギー不足だと認めて、もっとエネルギーを出すように努め
ました。

■コンサルタントの分野で行け
るところまで行きたい
　起業１年目からブログを毎日欠
かさずに書いて、それを３年間続
けることができたのも母の躾けの
おかげで、自分を型にはめることができたからだと思います。
　３年たった今ではアクセス数も１日４０００ＰＶくらいになり
ました。多くの方が読んでくださっているのはありがたいこ
とです。売り上げも当初目指していた金額の３倍に達するま
でになりましたし、ＴＡＷで学んだことと、これまでの知識と
私自身の経験から構築したオリジナルメソッドは９０% の確
率で変化が出るようになりました。
　長いこと、マイナスな出来事を自ら作り出して、「穴を掘っ
てきた」のだと思います。その修正が終わり、穴を埋めてよ
うやく平地になり、これからやっとポジティブな方向へと積
み上げていくことができそうです。
　言うことを聞かなかったチャイルドも、「一緒にやって行こ
うね」と協調できるまでに自立したと感じます。私の子ども
も健康になり、できることは一人でやるようになりました。
　これからコンサルタントの分野でさらに成長したいと思っ
ています。そのために心理学のブラシュアップとしてフラクタ
ル心理カウンセラー養成講座も受講中です。
　どこまでできるか、ここからがようやくチャレンジです！
   「思考が現実化する」のを自分自身で試してみて、それを
結果としてご報告できるようになりたいと思っています。

昔の母の姿に
今の自分を見つけて
「一元」を知りました。

canna 代官山

メンバーとのパンチ会

代官山のスタッフたちと

cannaバンコク
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東京都渋谷区神宮前 5-47-11-302
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International TAW Association
国際TAW協会

関東エリア

TAWキーステーション
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 
mail : info@navi.ac 
http://navi.ac/
http://ameblo.jp/navi-staff/

TAWキーステーション  
有限会社スタットワーク目黒駅前オフィス 
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　
mail : statwork@taw.ac
http://ameblo.jp/yume-o-kanae-you/　 

関西エリア

TAW関西キーステーション  
株式会社ライフフォーカス
代表　宮崎 あつ子
659-0068　兵庫県芦屋市業平町 6-16 芦屋ファル
ファーラ 501 
TEL : 0797-26-7879 
mail : kansai@taw.ac  
http://taw-kansai.com 
http://ameblo.jp/heart-kobe-taw 

　　　　　　　　　　　　　　
北海道・東北エリア

TAW仙台ステーション BOUNCING MIND
代表　佐藤 千恵子 
980-0811  宮城県仙台市青葉区一番町 1-2-25
仙台NSビル 1F　MBE208 
mobile : 070-5017-1828 
mail : sendai＠taw.ac 
http://ameblo.jp/chumiel888/

中部・甲信越エリア

TAW中部ステーション スキップ・ハート
代表　隅田 由香子
461-0004  愛知県名古屋市東区葵１丁目17-24
Ｃ＆Ｓ葵 401 
mobile : 080-5165-5706 
TEL : 052-982-8289 mail : chubu@taw.ac
http://ameblo.jp/taw-chubu/
  
TAW北陸ステーション  COSMO・STATE
代表　坂本 享子 
910-3142 福井県福井市波寄町 17-78 
mobile : 090-7086-3537
mail : hokuriku@taw.ac 
http://ameblo.jp/cosmostate/
 
関西エリア

TAW大阪ステーション
代表　高橋 治子  
631-0024　奈良県奈良市百楽園 2-7-9
mobile : 090-6555-9902 
mail : osaka@taw.ac 
http://ameblo.jp/taw-wonderful-life/

TAW福岡キーステーション 
株式会社グランドステージ
代表　副島 れい子 
802-0001  福岡県北九州市小倉北区浅野 1 丁目
8-4　武田ビル 201
mobile : 090-8356-9108 
TEL : 093-521-5900   FAX : 093-521-5900 
mail : info@taw-fukuoka.net 
http://grand-stage.net/
http://ameblo.jp/iroiroreiko/

TAW沖縄キーステーション
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
mail : okinawa@taw.ac
http://www.tawhappier.jp/ 
http://ameblo.jp/360happier/

九州・沖縄エリア

TAW広島キーステーション　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

関東エリア 
   
TAWステーション あいりん堂
代表　飯塚 和喜 
〒 286-0041  千葉県成田市飯田町 9-41
TEL : 0476-36-7300　FAX : 0476-36-7305
mail : airindo@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/airindo/

中国・四国エリア Aquarius Navi Institute
代表　一色 真宇 
4500 Via Marina, #313
Marina del Rey, CA 90292
Email: infous@navi.ac
TEL: +1-424-500-2425

北米エリア

TAW理論三つの柱
心理の理論
一般的な心理理論は、「子ども（自分）は、親の行動あるいは性格に影響さ
れている」と考えますが、TAW は「思考が現実化する」のですから、「親の
行動あるいは性格は、子ども（自分）の思考に影響されている」と考えます。

現象の理論
TAW 理論ではあなたの思考を社会現象
から読みとります。TAWの最大の発見は、
「世界は隅々まで自分の全思考の拡大・
縮小である」ということです。逆に言えば、
世界を読みとる力があれば、あなたの深
層心理を隅々まで読みとれるのです。

一元の理論
一元とは「すべては一つである」とい
う理論です。一元という仕組みによっ
て、思考が現実化するときに必ず「エ
ネルギー保存の法則」が働きます。
何かが生じれば、何かがなくなります。
TAWは夢物語ではなく科学なのです。

TAWキーステーション
株式会社 アクエリアス・ナビ 九州支社
支社長　松岡 安代
862-0976
熊本県熊本市九品寺 1-9-23-9F
TEL : 096-366-6355　FAX : 096-366-6355 
mail : kyusyu@navi.ac 
http://ameblo.jp/taw-kumamoto/

開催スケジュールお申し込みについては、
お近くのキーステーション・ステーションに
お気軽にお問い合わせください。

一色真宇の心理分析を学んで心理のプロを目指しましょう。

国際TAW協会理事長による
フラクタル心理カウンセラー養成講座

無料説明会開催中。
http://navi.ac/event/counselor.html

あなたも、
フラクタル心理カウンセラーに
なりませんか？

あなたも、
フラクタル心理カウンセラーに
なりませんか？

一般社団法人国際TAW協会認定資格

）（

TAW Information

TEL /FAX：082-555-9611 
mobile : 090-3638-8175 
mail : tawhiroshimast@yahoo.co.jp  
http://taw-hiroshima.com
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