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⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部
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役員のご紹介

代表理事：紫藤由美⼦
President: Yumiko Shito, MCC
東京にて就職後、“グローバルなビジネスの舞台で挑戦したい”という強い想いから、２
０代半ばで単⾝アメリカ・ニューヨークに移住。１２年にわたり、ニューヨークにお
いて法⼈取引を主要事業とする⽶国不動産企業に勤務。その後、勤務先であるアメリ
カ企業の⽇本法⼈⽴ち上げのため駐在員として⽇本に帰国。４年にわたり⽇本法⼈の
代表取締役を務める。これらの経験の中で、経営者が担う「未来を創造する」責任
と、「潜在⼒を最⼤限に引き出しての効果的なリーダーシップ」の重要性を強く認識。その後コーチングに
出会い、その効果を実感し⾃らも国際コーチ連盟認定プロフェッショナルコーチとなる。モルガン・スタン
レーでの職責を経て 2013 年にヒューマン・キャピタル・アドバイザリー・パートナーズ（株）を設⽴。組織
変⾰のためのコーチングを展開している。テキサス⼤学経営⼤学院修了
理事：荒⽊ まさえ Masae Araki, PCC
外資系メーカー勤務後渡⽶。 ロサンゼルスで国際ビジネスを経験中コーチングに出会
い、テキサス⼤学の⼤学院にてエグゼクティブ＆ プロフェッショナルコーチングを学
ぶ。アメリカ留学およびビジネス経験のみならず、海外⽣活で培ったグローバルマイ
ンドやバイリンガルスキルを基に、グローバル企業のエグゼクティブやリーダーを中
⼼に国際社会における企業⽂化形成、⼈間関係構築や相互理解を コーチングでアシス
トしている。
今後も「クレデンシャル＆エデュケーション」担当として、ICF 資格説明会、Coaching in English Group 、
ICF ジャパン勉強会の開催や、新プロジェクト企画・運営を通して、資格取得サポート、ICF の倫理規定とコ
ア・コンピテンシーの学びの場の提供、コーチングの普及や発展に貢献していきたい。
理事：稲葉 直彦 Naohiko Inaba, ACC
国際コーチ連盟の認定プログラム（ACTP）を修了し、企業での組織マネジメントやリ
ーダーシップにおけるコーチングの有効性を実務で痛感。2015 年に株式会社コーポレ
ートウェルネスを設⽴し、企業・団体向けのコーチングサービスの開発と提供に注
⼒。ICF ジャパンには 2015 年より運営委員（企画マーケティング担当）として参加。
国内企業へのコーチングの普及とプロコーチの地位向上に⼒を⼊れている。MBA（経
営管理学修⼠）。
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理事：⼤坪 タカ Taka Otsubo, PCC
1964 年栃⽊県⽣まれ。⼤学卒業後、株式会社資⽣堂に⼊社。情報システム部、国際事
業部で経験を積む。またその間に慶応⼤学で修⼠号取得。その後ＩＴコンサルティン
グ会社を経て独⽴。
⾃⾝がコーチングと出会い、⼈⽣の舵を⼤きくシフトした体験からコーチングの普及
活動に関わる。2003 年⽇本コーチ協会東京チャプターを設⽴、2009 年から 5 年間に
渡りコーチング・フェスタを主催、2015 年に⼀般社団法⼈関係性開発協会を設⽴する
など、⼀貫してコーチングの啓発普及に関わる。
2014 年から ICF ⽇本⽀部の運営委員として関わる。現在はコーチングはもとより、組織開発、⼈財育成、リ
ーダーシップ開発を中⼼に活動を展開している。CTI 認定 CPCC、CRR グローバル認定 ORSCC、TLC 認定
TLCCP。

理事：⽥中 智⼦ Tomoko Tanaka, PCC
総合商社と Goldman Sachs Japan に勤務後渡⽶。帰国後(株）Oppochu 代表取締役。
茨城⼤・⼤学院講師。2005 年にＣＴＰを終了しコーチとして活動を開始。近年は企業
幹部やリーダーの、意識変⾰やキャリア構築を扱う個別コーチング・研修に多く従
事。2007 年の準備段階から⽇本⽀部の設⽴に関わる古株だが、今後はＩＣＦ⽶国本部
と⽇本を繋ぐことに注⼒し、⽇本のコーチやコーチングの意識や質の向上に貢献して
プレゼンスを⾼め、業界を盛り⽴てていきたい。

理事：藤原 只敏

Tadatoshi Fujiwara, PCC

1954 年⻑崎県⽣まれ。NEC にてグローバル市場の電話、携帯など通信インフラ構築に
従事、約 50 ケ国での事業経験、関連会社の取締役経験、インド＆イギリスでの⽣活や
異⽂化体験をベースに 2014 年に NEC 初の企業内キャリアコーチに就任し、幹部向け
コーチングとメンタリングに従事。コーチ養成機関である CTI での CPCC 取得後、
2016 年に ICF の ACC 認定、同年 PCC 認定を取得。2017 年より副業として、NEC 以
外の会社に対するエグゼクティブコーチングの提供を開始、2019 年に独⽴し国内外の複数の⼈材開発会社、
コンサルタント会社との契約に基づき、経営層を対象としたエグゼクティブコーチングを提供している。
2019 年から ICF ⽇本⽀部の運営委員として⽇本社会へのコーチング普及に向けてプロボノコーチングプロジ
ェクトの運営に参加している。CTI 認定 CPCC、TLC 認定 TLCCP、Profile XT 認定資格、などを保有。
（五⼗⾳順、敬称略）
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第 8 回定時総会開催にあたって
⾮営利型⼀般社団法⼈

国際コーチング連盟⽇本⽀部
代表理事

紫藤由美⼦

国際コーチング連盟代表理事、紫藤由美⼦です。
⽇頃より I C F ジャパンの活動にご賛同、ご⽀援くださり、誠にありがとうございます。
連盟を代表いたしまして、⼼より感謝申し上げます。
パンデミックの収束に向けての努⼒が世界中で積み重ねられている中、今年、2021 年は東京にてオリン
ピック、パラリンピックが開催されました。
選⼿たちの、これまでの限界を超えての努⼒や諦めない気持ちが結実した場だったのではないでしょう
か。多くの感動と勇気をいただきました。
ICF ジャパンでは、コーチングを通じて『個⼈の⼈⽣を豊かにする』
、
『社会を繁栄させる』、
『平和な世界
創り』に貢献することを⽬指し、取り組みをしております。
今期も、プロボノコーチングの全国展開、全 ACTP および ACSTH プロバイダーとの協働である ICF ジ
ャパンアドバイザリーボードの活動、コーチの研鑽の場の提供、勉強会など、継続して取り組んでまいり
ました。
そしてここから、ICF ジャパンは、マーケット拡⼤に向けての会員・資格認定者増加、会員価値の向上、
本部との連携強化、業務の効率化、運営体制の改⾰、など、市場拡⼤およびコーチ⽀援強化のための体制
を整えるべく、⼤きく変⾰をしてまいります。
コーチングの価値をより広く知っていただくため、そして⽇本のコーチング業界発展のため、みなさま
と共に、理事・運営委員を含めたボランティアがさらに⼀体となり、コーチングの普及、発展に尽⼒して
まいります。
ICF ジャパンの運営は、理事、運営委員などによる無償での活動で成り⽴っております。
会員各位におかれましては、⽇本のコーチング業界発展のために、ぜひ ICF ジャパンの活動・運営にぜ
ひ積極的に関わっていただけますと幸いです。
引き続き、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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１． 事業報告
1-(1) ⽇本社会に対する、国際基準のコーチングの普及・啓発事業
1-(1)-1 コーチング・コンバージ 2020 in Japan 開催

2019 年11 ⽉7 ⽇（⼟）に、オンラインにて第6回⽬となるイベントを実施いたしました。
初のオンライン開催で当⽇は、110名の⽅にご参加いただきました。コーチングの今と今後に向け
て、ICFグローバルからのビデオメッセージ、ICFジャパンの活動紹介、そして、今年はICFジャパンの
スタッフ中⼼に3つの分科会を実施いたしました。
昨年と違い、全国各地からご参加いただくことが可能となり、オンラインならではのイベントとなり
ました。
テーマ：「コーチングの今と今後に向けて」
⽇時： 2020年11⽉7⽇（⼟）13:30 - 17:00（開場12:45）
場所：オンライン
参加者：約110名（スタッフ除く）
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内容：
＜全体セッション:13:00〜14:10（70分）＞
・オープニング・スピーチ（13:00〜13:10）
ICF⽇本⽀部代表理事、紫藤由美⼦からご挨拶
・基調講演（字幕付きビデオ）（13:10〜13:40）
「コーチングの未来」
Magda Mook（マグダ・ムック⽒）
ICFグローバル CEO（最⾼経営責任者）
「ICFの未来」
Fiona Toy(フィオナ・トイ)⽒
ICFアジアパシフィック地区ストラテジック
ディベロプメント・ディレクター
・ICF及びICF⽇本⽀部の活動紹介（13:40〜14:10）
＜休憩 ：14:10-14:20（10分）＞
＜分科会A：14:20〜15:30（70分）＞
トラックA-1
『新ICF倫理規定とコア・コンピテンシーモデルのポイント』
担当：荒⽊まさえ（理事）、⽥中智⼦（理事）
形式：ZOOMによる解説
内容：新しくなった倫理規定とコア・コンピテンシーモデルについて⽇本語に翻訳した理事
が、直接そのポイントをお伝えします。
トラックA-2
『コーチング・プラクティス
担当

デモコーチング編』

畑さち⼦（運営委員）、⼭本貴史（運営委員）、栂村雅美（運営委員）、櫻⽊友紀（運

営委員）
形式：参加型ワークショップ
内容：コーチングプラクティスは経験あるコーチ向けの、PCCマーカーを⽤いた練習会です。
今回は 特別版としてプロコーチによるデモコーチングセッション、フィードバックを
⾒て考え話し合います。どなたでもご参加ください。
トラックA-3
『レッツミートアップ
担当

集まろう！語り合おう！繋がろう！』

稲葉直彦（理事）、藤原只敏（理事）、井⼝幸世（運営委員）他

形式：参加型ワークショップ
内容：参加者同⼠でコーチングについて語り合い、繋がることのできるワークショップを⾏い
ます。あなたの関⼼のあるテーマを選んで対話会に参加しましょう！同じ興味関⼼を持
つ仲間との出会いがあなたを待っています！
＜テーマ＞
● コーチングの学び
6

ぜひ、奮っての参加をお願いします。

● コーチングのビジネス化
● コーチングの普及
＜休憩 15:30〜15:45（15分）＞
＜分科会B：15:45〜16:55(70分)＞
トラックB-1
『新ICF倫理規定とコア・コンピテンシーモデルのポイント』
内容は、分科会Aと同じ内容になります。
トラックB-2
『コーチング・プラクティス

デモコーチング編』

内容は、分科会Aと同じ内容になります。
トラックB-3
『レッツミートアップ

集まろう！語り合おう！繋がろう！』

内容は、分科会Aと同じ内容になります。
＜終了17:00＞
＜希望者によるオンラインよろず相談タイム（17:10〜17:40）＞
ZOOMによる個別相談タイム
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実績：下記のとおり、参加者の 7 割近くが ICF 有資格者であり、かつ、満⾜度も⾼いイベントとなりま
した。
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1-(1)-2

ICF ジャパンアドバイザリーボード

ICF ジャパンアドバイザリーボードとは、2018 年発⾜された、⽇本の ACTP プロバイダー、ACSTH
プロバイダー、および ICF ジャパン理事メンバーによる組織の垣根を越えた協働プラットフォームです。
社会へのコーチングの価値を⾼めるため、⽇本全体のコーチング業界の発展のため、情報交換、勉強
会、課題解決への取り組みなど、多岐に渡る活動をしています。
今期は、2 回全体ミーティングを実施しました。参画団体は次の通りです。
ACTP
(株) コーチ・アイエヌジー
(株) コーチエイ
(株) ウエイクアップ
CRR Global Japan(合)
(株) コーチング・システムズ
(社) 東京コーチング協会
(社) マインドフルリーダーシップインスティテュート
ACSTH
(株) アンテレクト
(社) コーチングプラットフォーム
NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
(株) アニメートエンタープライズ

1-(1)-3

プロボノコーチング（オンラインでの無償コーチングの仕組み）

2020 年 5 ⽉―7 ⽉に ICF ジャパンの理事＆運営委員によるトライアルを経て、応募⽅法やコーチング
同意書作成の⾃動化など改善を⾏いながら、2020 年 9 ⽉から 2021 年 8 ⽉まで第⼀期のプロボノコーチ
ングを開催しました。
第⼀期は ICF ジャパンの正会員の中から、ICF 認定取得済みの⽅を公募し、25 名のコーチに参加いた
だきました。応募総数は 457 名、内 2 回⽬の登録やメールが届かないなどの理由でキャンセルされた⽅
もいらっしゃいますが、最終的に 382 名（トライアルを含め 555 名）の⽅にコーチングを体験いただき
ました。
多くの⽅からコーチングに対するフィードバックや感謝メッセージをお寄せいただき、参加いただい
たコーチの皆さんも社会貢献だけではなく、⼤きな学び機会にもなったとのお話をいただいております。
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プロボノコーチング応募＆実⾏状況
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1-(1)-4

北海学園⼤学経営学部菅原秀幸研究室によるトップ・コーチインタビューへの協⼒

主催：北海学園⼤学経営学部菅原秀幸研究室による【トップ・コーチインタビュー】の取材に代
表の紫藤由美⼦が Zoom にて応じました。
このインタビューの⽬的は、⼤学⽣・若者を、主たる対象として、コーチングの魅⼒を、⽇本の
トップコーチに話していただく、というものです。
トピックテーマは、以下の通りでした。
2020 年 8 ⽉ 19 ⽇

① コーチングはポテンシャルを広げ、そっと背中をおす。

2020 年 8 ⽉ 20 ⽇

② コーチングの核は「共感⼒」

２⽇⽬には⼤学⽣からの質問にも、直接、答えました。
インタビューの模様は、菅原秀幸教授の Facebook にて限定配信されました。
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1-(1)-5

CCE イベントをサイトに記載

ICF ジャパンでは、(1) ICF 認定資格取得を⽬指す⽅のため(2) ICF 本部会員資格を取得する⽅の
ため(3)また、認定資格・ICF 本部会員資格保持者の更新をしやすくしていただくため、それぞれの
プロセス要件となる CCE（継続学習）単位の取得できるイベント等の情報を、引き続き法⼈パート
ナーの皆様の御協⼒をいただき、CCE 発⾏イベントとしてサイトとメールマガジンに掲載し、情報
発信させていただいております。
参考）法⼈パートナー様⼀覧（2021 年 7 ⽉ 31 ⽇現在：28 パートナー）
株式会社 Oppochu

合同会社グローバルリンク

ビズナレッジ株式会社

ソルナ・クリエイト株式会社

株式会社コーチングバンク

メンタルパワーパートナーⓇ協会

⼀般社団法⼈コーチングプラットフォーム

シックスセカンズジャパン株式会社

コーチ・コントリビューション株式会社

株式会社 storyI

株式会社パーソル総合研究所

CRR Global Japan

NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン

株式会社コーチング・システムズ

株式会社コーチ・アイエヌジー

（株）MANABICIA

NPO 法⼈⽇本アクションラーニング協会

JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング

⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップイン

バランスト・グロース・コンサルティング株式

スティテュート（MiLI)

会社

株式会社ウエイクアップ

株式会社アート・オブ・コーチング

銀座コーチングスクール

みなと神⼾コーチングオフィス

⼀般社団法⼈ 東京コーチング協会

株式会社ヒューマンネクサスラボ

⼀般社団法⼈ ⽇本コーチング教育振興協会

株式会社シェヘラザード コーチ探せる事業部

1-(2) ICF との情報交換及び、その情報の翻訳事業
コロナ禍の影響による諸イベントのオンライン化、及び ICF 本部の組織変⾰とグローバル戦略の強化
に伴い、ICF 本部と世界中のチャプター、またチャプター同⼠のネットワークが強化されている傾向があ
ります。
⾔語やタイムゾーン等を考慮する等、ICF 本部の⽅針や動きを当⽀部の活動に活かしました。

1-(2) -1

グローバルチャプターとの定期連携︓Forum３ 参加

(⽉ 1 回)

アジアパシフィックの⼤規模チャプター(ICF 会員 100 名以上)のでの 5 つ（オーストラリア＆ニュージーラ
ンド、⾹港、シンガポール、マレーシア、⽇本）が集まり、チャプターとしての知⾒の交換やコラボレーショ

11

ンの可能性を探っています。情報のインプットのみでなく、ジャパンとしての取り組みのアウトプットを図り
ました。

1-(2)-2

グローバルシーンでチャプターの取り組みに関するウェビナーを実施

６⽉８⽇ ICF のアジアパシフィックのイベントにて、ベス
トプラクティス（優秀事例）としてウェビナーを実施
Forum3 での活動の中で近年のジャパンチャプターが取り
組む、国内の ACTP/ACSTH プロバイダーとの関係構築や協
働のケースを評価いただき、各国チャプターリーダーたちに
活動を紹介しました。
テーマ：ICF の理念のもと、共に⽇本における産業としてのコーチングを盛り⽴てるために
「国内プログラムプロバイダーとの協同関係構築〜これまでとこれから〜」

1-(2)-3 GLF2021（Global Leaders Forum2021）に参加

３⽉３１⽇〜４⽉２⽇（３⽇間）

COVID-19 の影響でオンライン開催となった GLF
は世界中から 200 名に及ぶチャプター代表が集まり
ました。ICF 本部からの情報取得及び各国のチャプタ
ーリーダーたちとの情報・意⾒交換、ネットワーキン
グを⾏いました。ジャパンチャプターとしての今期運
営戦略を提出し、他チャプターの取り組みを共有しま
した。

1-(2)-4

コーチング・ウィーク開催・参加の⽇本語でのプラットフォーム作成協⼒

ICF の声掛けで、例年５⽉初旬に世界中でコーチング・ウィーク（Coaching Week）が開催されてきま
した。１週間ほどの期間にプロボノ（無償）コーチングを盛り⽴てる趣旨で実施されてきましたが、ゴー
ルデンウィークに重なる⽇本では参加が難しい状況にありました。しかし、イベントのオンライン化に
伴い、ICF がグローバルで⼀括管理できるシステムを使ってプラットフォームを作成し、多⾔語での主催
や参加が可能となりました。⽇本語版プラットフォームの検証に協⼒。イベントの主催と参加を促進し
ました。
https://www.icf-events.org/archived-events/?language%5B%5D=61&date=#top
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1-(2)-5

ICF 資料・情報の⽇本語化関連

ICF コア・コンピテンシー

①

⽇本語版としての公式認定されました

25 年ぶりとなるコア・コンピテンシーの更新版の翻訳が ICF の公式⽇本語翻訳として認定されました
https://www.icfjapan.com/pdf/2020_ICF_Core_Competencies_Japanese.pdf
ICF 倫理規定

②

⽇本語版として公式認定されました

コア・コンピテンシーに続き

⽇ 本 語 翻 訳 が ICF の 公 式 ⽇ 本 語 翻 訳 と し て 認 定 さ れ ま し た

https://coachingfederation.org/app/uploads/2021/05/ICF-Code-of-Ethics_Japanese_BrandUpdated.pdf
③

ICF による COVID-19

2021 年版に関するグローバルリサーチの質問⽂の和訳チェック、その他、

グローバルからの要請に応じて、都度、⽇本語と英語の情報のチェック機能として活動しました。

1-(2)-6

コーチングワールドの翻訳

ICF ではコーチングワールド(CW)というコンテンツをオンラインで発信しています。ICF ⽇本⽀
部では、ICF 本部の許可と翻訳ボランティア会員の協⼒を得て、このコーチングワールドの記事をピ
ックアップして⽇本語に翻訳し、⽇本の皆様に世界のコーチング状況をお伝えしています。
■『聴く技術』
著者：クラシミール・カシノフ（MBA、PMP、ACC） 翻訳：栂村雅美
コーチングの技術の中でも特に重要な「聴く技術」。しかし、上⼿な聴き⼿になるには、どうやったら
良いのでしょうか？
ビジネスや⼈⽣において効果的なコミュニケーションのキーとなる傾聴について、『コーチング・バイ
ブル』から、３つの傾聴のレベルとリスニング⼒を育てる⽅法についてのまとめです。
http://icfjapan.com/post/cw/1734
■『理想のクライアントを得るための３ステップ』
著者：アジット・ナワルカ

翻訳：栂村雅美

あなたにとって理想のコーチング・クライアントを獲得するために、は何が必要なのでしょうか？
３つのステップで、理想のクライアントを得るための⽅法を解説します。
http://icfjapan.com/post/cw/1770
■『コーチ⼈⽣のためにメンターコーチングを』
著者：クレア・ノーマン

翻訳：栂村雅美

あなた⾃⾝を最⾼のコーチングツールとしてメンテナンスするために、そしてあなたのよりよい⼈⽣の
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ために、良いコンディションを保つための「⼿⼊れ」をしましょう。
コーチング能⼒に関わる的確なフィードバックを受けられる、メンターコーチングについての提⾔で
す。
http://icfjapan.com/post/cw/1818
■『今この瞬間、クライアントがあなたから最も必要としていることは何ですか？』
著者：リリアン・ルブラン、PCC

翻訳：牧野内正雪

COVID-19 パンデミックが各国でビジネスを揺るがす中、前例のない状況下であなたのクライアントを
助ける最善の⽅法は、何でしょうか。
問いかけるべき質問と、その時に「するべきこと」と「してはいけないこと」を明らかにしていきま
す。
http://icfjapan.com/post/cw/1903
■『クライアントを振り返りからの思考にいざなう”リフレクション”の３つの⽅法』
著者：レイチェル・タールマ,PCC

翻訳：栂村雅美

⾃らを客観的に⾒つめなおしてみる「リフレクション」。その機会を提供することは、クライアントの
⽬標達成に向けての洞察や学びのために重要です。
クライアントによりよいリフレクションをもたらす⽅法の紹介です。
http://icfjapan.com/post/cw/1928
■『集中を乱すデジタル機器がコーチに与える影響とは』
著者：アナスタシア・デデュケナ、PhD

翻訳：牧野内正雪

⾃由な時間を求めてコーチングビジネスを始めたはずが、いつの間にか会社員の頃より⻑くコンピュー
タの前に座っていた…。
そんな経験をした、今ではデジタル・ウェルビーイングの第⼀⼈者として知られるアナスタシア・デデュ
ケナによる、デジタルに時間を奪われないためのマネジメント術。
http://icfjapan.com/post/cw/1953
■『価格設定の考え⽅を確認する』
著者：ベス・ビューロウ、PCC 翻訳：栂村雅美
「私は、⾦額がいくらなのかを聞かれることを恐れています。私の価値には⾃信がありますが、少し居⼼
地の悪さを感じます。」
これは、あるコーチの⾔葉です。
お⾦と健全な関係を築き、⾃分のサービスの価値を認識していても、⾃信を持ってクライアントに価格
を伝えるのは、⼼理的なハードルが⾼いものです。
価格設定のマインドセットについて、Inc.com 2015 年ベストビジネス書 100 に選ばれた本の著者からの
アドバイスです。
http://icfjapan.com/post/cw/2031
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■『あなたの愛する領域でコーチングをビジネスとして成り⽴たせるために採れる 3 つの戦略』
著者：アジット・ナワルカ

翻訳：牧野内正雪

プロフェッショナルとして活躍するためには、コーチングだけでなく、ビジネスについても精通してい
なくてはなりません。
多くの⼈が苦⼿とする売り込みやサービスづくりについて、シンプルで今からでも実⾏可能な３つの⼿
法を紹介します。
http://icfjapan.com/post/cw/2093
■『「全⾯開⽰」時代のコーチング』
著者：ベス・ビューロウ, PCC

翻訳：牧野内正雪

ソーシャルメディアなどでは、どの程度まで⾃分のことを公開するべきなのでしょうか？
かつて、プライベートな情報と公開情報の間には、明確な境界線がありましたが、ソーシャルメディアの
登場により時代は変わっています。ビジネスとしての情報公開の指標について、ICF ミシガンの教育＆ト
レーニングのチャンピオンで 2021 年会⻑のベス・ビューロウ, PCC によるアドバイスです。
http://icfjapan.com/post/cw/2108
■『⾰新を望むなら〜好奇⼼の成⻑マインドセットの開発・サポート』
著者：リサ・カニンガム

翻訳：栂村雅美

好奇⼼とは育てることができるものだと考え、その成⻑をサポートすることで、⾰新的なアイディアを
⽣み出せる可能性が⾼くなります。
Yale-NUS カレッジの新しい研究についての紹介です。
http://icfjapan.com/post/cw/2128
■『コーチとクライアントの間に不協和⾳が⽣じた時は、勇気をもって中断しよう』
著者：ベス・ビューロウ, PCC

翻訳：牧野内正雪

最初は順⾵満帆に⾒えたクライアントとの関係が、明らかなミスマッチだったと後で気付くことは、ど
のコーチにとっても起こりえます。それに気づくために、そして気づいてからは、どうすればよいのでし
ょうか？
2021 年から ICF のトレーニングプログラムや資格の認定に順次適⽤されていく ICF コア・コンピテン
シー最新版の、
「価値ある経験としてコーチング関係を終了するために、クライアントと協⼒し合ってい
る」という項⽬について、ICF ミシガン会⻑のベス・ビューロウによる解説です。
http://icfjapan.com/post/cw/2179
■『T-COACH:コーチングインテグレーションモデル』
著者：ワンペン・ヴィサンブチャニー, PCC

翻訳：栂村雅美

コーチングプロセスを扱う際、多くの⽅がご存知の GROW モデルよりも、完全なプロセスを⾏うために
はさらに多くのステップが必要です。
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ICF コア・コンピテンシーに沿ったより完成度の⾼いモデル、T-COACH モデルをご紹介します。
http://icfjapan.com/post/cw/2205

1-(3) 地域活動⽀援事業
特に無し
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1-(4) セミナー・イベント事業
1-(4)-1

コーチングインイングリッシュグループ報告

コーチングインイングリッシュグループ
（Coaching in English Group）
ICF のコア・コンピテンシーに準拠したコーチングを英語で
学ぶ場を提供するため、ICF ジャパンでは「Coaching in English
Group」を年 4 回開催しています。今期はすべての回をオンラ
イン（Zoom）で開催したため、海外のスピーカーや参加者と学
ぶことが可能になりました。引き続き質の⾼い勉強会を提供し
て参ります。
2021 年 5 ⽉のイベントは、５⽉ 17 ⽇から 23 ⽇に開催され
たコーチングウィーク（ICW）のイベントとして開催いたしま
した。
Date: September 24, 2020 19:00-21:00
Place: Zoom
Title: Your Coaching Quality to Maximize Your Potential a Coach
Speaker: Keiko Shinohara & Yvonne Thackray
CCEU: 2 Units
Date: November 19, 2020, 19:00-21:00
Place: Zoom
Title: Across Cultures: Leveraging Cultural Diversity for Creativity, Unity and Purpose
Speaker: Prof. Philippe Rosinski, MCC
CCEU: 2 Units
Date: February 25, 2021 19:00-21:00
Place: Zoom
Discover Coaching Supervision: What It Is and How You and Your Clients Benefit
Speaker: Elizabeth Okada
CCEU: 2 Units
Date: May 20, 2021 19:00-21:00
Place: Zoom
Title: Sustainability Coaching
Speaker: Mete Yazici
CCEU: 2 Units
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1-(4)-2-1

コーチングプラクティス

「コーチングプラクティス」は ICF の認定資格（ACC, PCC, MCC）を有する経験のあるコーチ向けにコ
ーチングの練習の場を提供する勉強会です。グラウンドルールの下、コア・コンピテンシーから⾃らの学
びのテーマを決め、⾃⾝のコーチングを研磨し、毎回深い学びを得られる場となっています。今期もオン
ライン（Zoom）で開催し、全国および海外から参加いただき、ICF のコア・コンピテンシーに沿ったコ
ーチングの実践⼒向上に努めました。
開催⽇： 2020 年 9 ⽉ 15 ⽇、10 ⽉ 27 ⽇、11 ⽉ 24 ⽇、
2021 年 1 ⽉ 26 ⽇、2 ⽉ 16 ⽇、4 ⽉ 20 ⽇、5 ⽉ 25 ⽇、7 ⽉ 27 ⽇
時間：19:00〜21:00
会場：Zoom
オーガナイザー：畑さち⼦（PCC）運営委員、荒⽊まさえ（PCC）理事
CCEU：２単位

1-(4) -2-2

コーチングプラクティス for ALL

「コーチングプラクティス for ALL」は、ICF の資格保持者に加え、ICF の資格取得を⽬指す⼈も対象と
した学びの場です。有資格者のコーチングに接し、オブザーバーからの率直なフィードバックがもらえ
ることは、資格取得志望者にとって⼤変貴重な学びの場となっています。
開催⽇： 22020 年 8 ⽉ 30 ⽇、12 ⽉ 10 ⽇、2021 年 6 ⽉ 10 ⽇
時間：19:00〜21:00
CCEU：２単位
オーガナイザー：畑さち⼦（PCC）運営委員、荒⽊まさえ（PCC）理事
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1-(4) -2-3

コーチングプラクティス体験会

5 ⽉ 17 ⽇から 23 ⽇に開催されたコーチングウィーク（ICW）で、
「コーチングプラクティス体験会」を
開催しました。ICF の活動の説明およびプラクティスで⾏っているコーチとコーチ―のデモコーチング、
およびオブザーバーのフィードバックのデモを⾏い、その後、コーチングプラクティスの流れを実際に
体験していただきました。
⽇時: 2021 年 5 ⽉ 18 ⽇
会場：Zoom
オーガナイザー：畑さち⼦（PCC）運営委員、荒⽊まさえ（PCC）理事
デモ：コーチ役 ⼭本貴史（PCC）運営委員、クライアント役 栂村雅美（PCC）運営委員、オブザーバ
ー役 荒⽊まさえ（PCC）理事
CCEU：２単位

1-(4)-3

Zoom による ICF ジャパン勉強会〜倫理規定〜

ICF の資格更新に必要な倫理規定の CCE 取得を⽬的として ICF ジャパン勉強会を開催しました。
⽇時：2020 年 12 ⽉ 19 ⽇ 15:00-18:00
会場：Zoom
講師：荒⽊まさえ（PCC）、稲葉直彦（ACC）
CCEU：3 単位
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1-(4)-4

第１期

倫理規定＆コア・コンピテンシー研究会（Code&CC 研究会）

ICF 認定スクール（ACTP＆ACSTH）の代表者の⽅々に向けてと第１期第⼀期の倫理規定＆コア・コン
ピテンシー研究会を開催しました。
スクール間の壁を越えて ICF の倫理規定とコア・コンピテンシーを共に学び合う中から、ICF の価値を、
スクールでまたは ICF 認定コーチとして⽇本にどのように伝えいくかなど話し合い、ICF のコーチング、
ICF バリューの共有認識を得、今後もスクールと ICF ジャパンが連携して活動していく道筋を⽴てるこ
とができました。
⽇時：2021 年 2 ⽉ 19 ⽇〜2021 年 6 ⽉ 11 ⽇ 19:00-21:00（全 8 回）
会場：Zoom
企画：稲葉直彦（ACC）
、藤原只敏（PCC）
運営：荒⽊まさえ（PCC）、⽥中智⼦（PCC）
CCEU：20 単位
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1-(5) コーチングに関する調査研究事業・コーチ紹介事業
1-(5)-1 ICFJ 正会員＆資格保持者のうち希望者をサイトで紹介
ICFJ では、ICF 資格を保持している ICFJ 正会員の皆様を、御希望いただいた⽅に限り、サイトで
御紹介させていただくことに致しました。
＊御紹介は、ICF（本部）のメンバーページへのリンクという形で提供させていただいています。
＊参考：2021 年 8 ⽉現在、⽇本⼈全体での資格保有者数は、ACC 360 名、PCC 333 名、MCC 47
名となっています。
＊掲載協⼒会員リスト（敬称略、2021 年 7 ⽉ 31 ⽇現在）
MCC 資格保有者 （15 名）
紫藤由美⼦
猪俣恭⼦

樋⼝富砂⼦
渡辺照⼦

近藤真樹

⼩林久美

寺⽥由美

東⽥⼀⼈

⼩林⾥江

安海将広

⽊村純⼦

本⽥賢広

⽣嶋幸⼦

⻘⽊理恵

杉嶋奈津⼦

PCC 資格保有者（36 名）
⽥中智⼦

栂村雅美

浅井真帆

荒⽊まさえ

⼭本貴史

籠橋輝⼦

畑さち⼦

⽥村

ビカー・リオネル
⾓⽥知⾏

藤⽥

⽥中太加志

後藤美⾹
潮

鈴⽊結⼦

上野和禎

⽮頭聖⼦

恵

境 英利

⼤坪タカ（隆志）
⻫藤知江⼦

⾅井

原島敏郎
中村琢也

礼

藤原只敏

鈴⽊安⼦

江⼝亜樹男

國井あや⼦
岡⽥裕介

佐藤

⽮野紗基

緒⽅幹代
岩元佳⼦

草

渡辺久美⼦
⾼橋美佐

ほしのゆかり

畑中景⼦

⽯崎舞⼦

ACC 資格保有者（25 名）
松尾英昭

遊道直美

江尻裕⼀

稲垣未来皇

久多良⽊⾹⾥
坂本祐央⼦

倉⽥隆弘

渡辺⼀廣
⾕内真裕

関⼝詩乃

⼟⽅奈々絵
夏井晴美

辻

佐藤由佳⼦
中野敬⼦

三⾕千花

最新版はこちらにて紹介させていただいております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders
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剛

松川美保

櫻⽊友紀
藤井宏美

⼭本 篤

桑原奈緒⼦

茂⽊ゆういち
⼭本和宏

稲員諒翔

飯野洋介

1-(6) 出版及び教材の発⾏
1-(6)-1 メールマガジンの発⾏
毎⽉、会員・パートナー様向けの御案内と、⾮会員様向けの情報メールを分けて、それぞれ内容を
変えて各 1 回、情報提供を⾏いました。（以下は会員・パートナー向け内容）
情報を限定した⾮会員向けメールマガジンも同時に配信しています。
（2021 年 9 ⽉現在の配信登録数：会員向け：217 通、⾮会員向け：1176 通）
ICFJ 2020 年 8 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[会員限定記事]
◆国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICFJ）メンバー資格更新時期のお知らせ
◆第１期プロボノコーチ（任期１年）を募集いたします！

[⼀般公開記事]
◆コーチングに関するアンケート御協⼒のお願い
◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス for ALL 第３回 (３h）
◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 16 回

[会員限定記事]
◆ICF 資格申請のための新しい書き下し要件の変更点について（ICF 本部）
◆ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更（ICF 本部）
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

◆ コーチングワールド：
■『ビジネスを少ないリソースで⾼速に成⻑させる指数関数型組織に
変えるために』
◆7 ⽉〜8 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
◆ボランティア（運営委員）を募集しています。

[会員限定記事]
---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆国際コーチ連盟⽇本⽀部（ICFJ）メンバー資格更新時期のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━───────
（English follows Japanese）

ICF ジャパン会員の皆様

いつもお世話になっております。
⽇頃より国際コーチ連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン)の活動に
ご賛同・ご協⼒いただきまして誠にありがとうございます。

ICF ジャパンの会員資格更新時期（2020 年 7 ⽉ 31 ⽇）となりましたので、
このメルマガ冒頭の会費ステータスを変更させていただきました。

今後ともご⽀援賜りますようお願い申し上げます。

【更新につきまして】

更新書類などはございません。

正会員年会費として、4,000 円
アソシエイツ（旧：個⼈パートナー）として、6,000 円

を下記⼝座へお振込みくださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
【お振込み先】
三菱 UFJ 銀⾏
⼝座名

⿇布⽀店 普通⼝座 0165839

⼀般社団法⼈

国際コーチ連盟⽇本⽀部

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※会社名義等、会員様以外のご名義でお振込みされる場合には、
法⼈名等の前に会員様のお名前を明記してください。
※領収書は発⾏致しておりませんので、会員様の銀⾏の振込控をご利⽤下さい。

※ご登録情報(ご住所・電話番号・メール等)に変更がある場合は、
http://icfjapan.com/update

よりお知らせください。

23

※会員資格は⾃動更新とさせていただいております。
退会御希望の⽅は、下記よりご連絡ください。
http://icfjapan.com/join-goodbye

新しい会員証は、お振込みを確認させていただきました順に、
専⽤ URL の画像を更新して参ります。
（ブラウザのキャッシュに残っている可能性
がありますので、再読み込みして御確認ください。）

⼀ヶ⽉しても変更がない場合には、お問い合わせください。

お忙しいところお⼿数をおかけいたしますが
よろしくお願いいたします。

Notice to ICF Japan Chapter Members

Itʼs ICFJ membership renewal time!
Your current membership expires as of July 31, 2020.
We sincerely thank you for your support of the ICF Japan Chapter
during the 2019 fiscal year (August 1, 2019 ~ July 31, 2020) and
look forward to your continued support during the 2020 fiscal year
(August 1, 2020 ~ July 31, 2021).

In the three years since the ICF Japan Chapter gained status
as a nonprofit organization,
we have steadily improved our organizational framework and
our membership services.
Over the next fiscal year
we will continue our work for the advancement of coaches and
the field of coaching as a whole.
Please join us in promoting the profession of coaching by renewing
your membership today.

How to Renew Your Membership
There are no forms to fill out.
Simply remit your annual membership fee of 4,000yen（as ICFJ Members)
or 6,000 yen（as ICFJ Associates）to the bank account below.
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
Mitsubishi UFJ Bank, Azabu Branch, Regular account #0165839
Account name: Ippan Shadan Houjin, Kokusai Coach Renmei Nihon Shibu
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

If you are making payment in your company name rather than your personal name,
please be sure to insert your personal name before your company name on the bank form.
Thank you.

Your bank transfer receipt serves as your receipt of payment.
The ICF Japan Chapter does not issue receipts.

To notify us of changes in your postal address, phone number,
or email address, please fill out the form
at this URL: <http://icfjapan.com/update>.

Your "Membership ID” for the 2020 fiscal year will be sent to you on URL
by the end of the following month you complete the payment.
Please keep your ID for the 2019 fiscal year until then.

Thank you for your continued support of the ICF Japan Chapter.

Thank you,

◆第１期プロボノコーチ（任期１年）を募集いたします！
━━━━━━━━━━━━━───────

数⽇の間に 200 名近くの⽅からお申込がありましたプロボノコーチング
を新たにスタートいたします。
そのスタートにあたり、プロボノコーチングにご協⼒いただけるコーチ
を広く募集いたします。
プロボノコーチングでは、コーチングを通して『個⼈の⼈⽣を豊かにす
る』、『社会を繁栄させる』、『平和な世界創り』に貢献することを⽬
指します。
応募の条件は以下の通りとなります。
なお、募集⼈数は 25 名で、先着順となります。
⽇本の未来のために、多くのコーチからのご応募をおまちしております。
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<応募条件＞
１）国際コーチング連盟の有効な資格（ACC・PCC・MCC）を保持している
こと
２）国際コーチング連盟⽇本⽀部の正会員であること、または、正会員に
なっていただける⽅
３）⽉２回以上（60 分 X２回）のコーチングセッションを提供可能なこと
４）国際コーチング連盟⽇本⽀部が規定するプロボノコーチング提供に
関するプロセスに合意いただくこと （学習会参加、合意書作成、クライ
アントとの⽇程調整、コーチングの効果測定及び完了報告、運営業務、
など）

＜応募⽅法及び期限＞
下記リンクからご応募ください。
8 ⽉ 15 ⽇（⼟）締め切りとなります。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAnKt3v7OtFYAfV_TgBwYvxhJZ1Jyz2yu8kvgQOa533Gfww/viewform?usp=pp_url

◆コーチングに関するアンケート御協⼒のお願い
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンは、コーチングを通して「個⼈の⼈⽣を豊かにする」
「社会を繁栄させる」「平和な世界創り」を⽬指し活動しています。
この活動をさらに推進していくために、ぜひ、アンケートにご協⼒
いただけないでしょうか？

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqYyvgQiYvIObFU1ly9RqBiI79QcckdZo4lXJFl85WUs7Isw/viewfo
rm?usp=sf_link

コーチの⽅、コーチングを受けたことのある⽅、コーチンングを学んで
いる⽅、コーチングに馴染みのない⽅、どのような⽅でも結構です。
アンケートは、質問は 9 つ、所要時間は数分、というものです。
どうか、みなさまのご協⼒をいただけますと幸甚です。

また、みなさまからさらに拡散をしていただけますと幸いです。

26

◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス for ALL 第３回 (３h）
━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

◆開催⽇時：
2020 年 8 ⽉ 30 ⽇（⽇） 10:00 - 13:10
*お申し込み締め切りは、8 ⽉ 28 ⽇（⾦）23：55 とさせて
いただいています。
◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー

3 単位

◆参加資格：ICF 認定資格を⽬指している⽅、
コーチとして活動している⽅、ACC、PCC、MCC

◆参加費：ICF ジャパン正会員・アソシエイツ 4,500 円
⾮会員

5,500 円

◆【ICF ジャパン主催】

コーチングプラクティス第 16 回

━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

◆開催⽇時：
2020 年 9 ⽉ 15 ⽇（⽕） 19：00-21：00

◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。

27

zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー

2 単位

◆参加資格：ACC,PCC,MCC

◆参加費： ICF ジャパン正会員・アソシエイツ 3500 円

⾮会員 4500 円

◆お申し込み：https://coachingpractice16.peatix.com/view
◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼めるため
の練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の第 16 回で
す。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが必要に
なりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことはありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思ったことは
ありませんか。

既に東京で 15 回、神⼾で 4 回開催されましたが、⼤変深い学びの場になりま
した。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが素晴らしい
学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
などの感想をいただいています。

※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に開催
予定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス

for ALL は

6 ⽉、12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook の
イベント情報をご確認ください。

※PCC マーカーを印刷してご持参ください。
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http://www.icfjapan.com/wp-content/uploads/PCC-Marker-J-Final.pdf

※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。
ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

※法⼈パートナーは２⼈まで正会員の参加費で参加できます。お申し込みフォ
ームに法⼈名をご記⼊ください。

このコーチングプラクティスは、PCC マーカーをもとに学びあう、⾃由度の⾼
い練習の場です。
ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供し
てください。

是⾮ 9 ⽉ 15 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com

◆2020 年 7 ⽉ 1 ⽇から実施：ICF 資格申請のための新しい書き下し
（トランスクリプト）要件の変更点について（ICF 本部）
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF 資格申請に必要な録⾳を提出する際の要件が 7 ⽉ 1 ⽇より施⾏されました。

ACC ACSTH、ACC ポートフォリオ、PCC ACSTH、PCC ポートフォリオ、MCC の
資格取得のためのパフォーマンス評価のために提出されるトランスクリプト
（セッション間のやり取りの書き下し⽂、以下トランスクリプト）には、
以下の要件が適⽤されます。

＊トランスクリプトは、提出されたコーチングセッションの記録を⼀字⼀句
忠実に書き留めたものであること
＊トランスクリプトには、会話の中で誰が話しているのか、コーチかクライ
アントが明記されていること
＊コーチの発⾔とクライアントの発⾔が別々の⾏に記載されていること
＊発⾔者（コーチとクライアント）が変わるたびに、話し始めの時間が記載
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されていること
＊トランスクリプトは録⾳で使⽤されている⾔語と同じ⾔語であること
（録⾳が⽇本語の場合は、⽇本語と英語（翻訳）のトランスクリプト
の提出が必要）
＊トランスクリプトは、.DOC、.DOCX、または類似のワープロファイル形式で
提出すること。PDF 形式のトランスクリプトは受け付けられない

セッションのトランスクリプトの要件を改善することで、ICF は ICF 資格をコー
チング業界のゴールドスタンダードとして位置づけていくことに継続的に取り
組んでいることを⽰しています。

これらの変更についてご質問やご懸念がある場合は、ICF クレデンシャル＆ス
タンダードチーム（support@coachfederation.org）まで、英語でお問い合わ
せください。

◆2020 年の ICF 本部会員資格更新時期変更のお知らせ（ICF 本部）
━━━━━━━━━━━━━───────

2020 年の ICF 本部会員資格更新時期変更のお知らせ
https://icfjapan.com/post/1509

ICF は、COVID-19 の感染拡⼤が多くの ICF 会員とそのコーチングビジネスに
与えている困難を認識しています。これらの先の⾒えない状況において、
皆様のニーズを満たすために、ICF は資格時期の更新時期とプロセスを変更
しました。

2019 年度の ICF 会員資格は、2020 年 6 ⽉ 30 ⽇に期限切れになります。

もし、6 ⽉ 30 ⽇までに ICF 会員資格を更新できない場合は、さらに 2 か⽉の
猶予期間が与えられます（2020 年 8 ⽉ 31 ⽇まで）。この⽇までに更新できな
い場合は、この⽇を以て会員特典にアクセスできなくなります。

◆ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更（ICF 本部）
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更
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https://icfjapan.com/post/1520

新型コロナウイルス感染拡⼤に際し、ICF 認定資格の申請及び更新要件にも
⼀部、臨時の変更があります。

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）

http://icfjapan.com/post/1576

◆ コーチングワールド
━━━━━━━━━━━━━─────
今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。

■『聴く技術』
コーチングの技術の中でも特に重要な「聴く技術」。しかし、上⼿な聴き⼿
になるには、どうやったら良いのでしょうか？

ビジネスや⼈⽣において効果的なコミュニケーションのキーとなる傾聴につ
いて、『コーチング・バイブル』から、３つの傾聴のレベルとリスニング⼒
を育てる⽅法についてのまとめです。
http://icfjapan.com/post/cw/1734

◆8 ⽉〜9 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。
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─── 8 ⽉開催のイベント ──────

8 ⽉ 07 ⽇（⾦） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）
」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

8 ⽉ 22 ⽇（⼟） 、他（⼤阪府 オンライン）
「ホールシステムコーチング(R)アドンバンスプロフェッショナルコース(AC) オンライン」
CCE コア・コンピテンシー：66 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/index.html#pc

8 ⽉ 23 ⽇（⽇） 、他（⼤阪府 ⽇本橋⼩伝⾺町）
「(CCE33 単位）⼤阪８⽉ EQ アセッサー認定資格セミナー」
CCE コア・コンピテンシー：26.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：6.75 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/itemreco/eqac

8 ⽉ 30 ⽇（⽇） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス for ALL」
CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチ連盟⽇本⽀部）
>> https://coachingpracticeforall3.peatix.com/

─── 9 ⽉開催のイベント ──────

9 ⽉ 03 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「新・共創コーチング(R)オンラインコース（パーソナルベース ）
」
CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
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>> https://kyoso-coaching.com/onlinebasic.html

9 ⽉ 05 ⽇（⼟） 、他（東京都 Zoom）
「コーチ養成講座

Essential コース」

CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/zoom/

9 ⽉ 06 ⽇（⽇） 、他（東京都 Zoom）
「コーチ養成講座

Excepert コース」

CCE コア・コンピテンシー：40 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/expert/zoom/

9 ⽉ 09 ⽇（⽔） 、他（東京都 ⽇本橋⼩伝⾺町）
「(CCE47.5 単位）東京 9 ⽉ EQ プラクティショナー認定資格セミナー」
CCE コア・コンピテンシー：33 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：14.5 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/itemreco/eqpc

9 ⽉ 15 ⽇（⽕） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 16 回」
CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチ連盟⽇本⽀部）
>> https://coachingpractice16.peatix.com/view

9 ⽉ 16 ⽇（⽔） 、他（東京都 有楽町）
「HOGAN ASSESSMENT 認定コース」
CCE コア・コンピテンシー：4.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：8.75 単位
主催：パーソルラーニング株式会社
>> https://li.persol-group.co.jp/seminar/detail?sem_id=494
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今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
http://icfjapan.com/event

◆ボランティア（運営委員）を募集しています。
━━━━━━━━━━━━━───────

今年度も、第５回の総会を経て、2018 年 12 ⽉ 1 ⽇にボランティア
（運営委員）の募集を開始しました。

ボランティア募集ページからダウンロードできる募集要項を
よくお読みになって、ご参加ください。

ボランティア募集（運営委員）
http://icfjapan.com/post/919

◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
同様のフォーマットにてご連絡いただければ
情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。

◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
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━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。

主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
http://icfjapan.com/cw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、
「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）

〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
Email:info@icfjapan.com
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URL:http://www.icfjapan.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ICFJ 2020 年 9 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[会員限定記事]
◆国際コーチ連盟⽇本⽀部第 7 回定時総会の御案内
◆国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICFJ）メンバー資格更新時期のお知らせ

[⼀般公開記事]
◆Notice to ICF Japan Chapter Members
◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 16 回

[会員限定記事]
◆ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更（ICF 本部）
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

◆ コーチングワールド：
■『理想のクライアントを得るための３ステップ』
◆ 9 ⽉〜10 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆国際コーチ連盟⽇本⽀部第 7 回定時総会の御案内
━━━━━━━━━━━━━───────

今⽉ 15 ⽇に、国際コーチ連盟⽇本⽀部第 7 回定時総会を開催いたします。

⽇時 ： 2020 年 9 ⽉ 15 ⽇（⽕） 開場 18：00 開演 18：30
会場 ： きゅりあん（品川区⽴総合区⺠館）
第３グループ活動室
http://www.shinagawa-culture.or.jp/hp/page000000300/hpg000000268.htm
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詳細と、出⽋および委任に関しましては改めて、正会員様向けにメール
にてご案内させていただきますので、どうぞご対応よろしくお願い
いたします。

参加に際し、お申込みは不要です。直接、会場にお越しください。
（議決権は正会員様のみにございますが、参加は⾃由です。）

過去の総会資料
http://icfjapan.com/report

◆国際コーチ連盟⽇本⽀部（ICFJ）メンバー資格更新時期のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━───────
（English follows Japanese）

ICF ジャパン会員の皆様

いつもお世話になっております。
⽇頃より国際コーチ連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン)の活動に
ご賛同・ご協⼒いただきまして誠にありがとうございます。

ICF ジャパンの会員資格更新時期（2020 年 7 ⽉ 31 ⽇）となりましたので、
このメルマガ冒頭の会費ステータスを変更させていただきました。

今後ともご⽀援賜りますようお願い申し上げます。

【更新につきまして】

更新書類などはございません。

正会員年会費として、4,000 円
アソシエイツ（旧：個⼈パートナー）として、6,000 円

を下記⼝座へお振込みくださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
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【お振込み先】
三菱 UFJ 銀⾏
⼝座名

⿇布⽀店

⼀般社団法⼈

普通⼝座 0165839

国際コーチ連盟⽇本⽀部

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※会社名義等、会員様以外のご名義でお振込みされる場合には、
法⼈名等の前に会員様のお名前を明記してください。
※領収書は発⾏致しておりませんので、会員様の銀⾏の振込控をご利⽤下さい。

※ご登録情報(ご住所・電話番号・メール等)に変更がある場合は、
http://icfjapan.com/update

よりお知らせください。

※会員資格は⾃動更新とさせていただいております。
退会御希望の⽅は、下記よりご連絡ください。
http://icfjapan.com/join-goodbye

新しい会員証は、お振込みを確認させていただきました順に、
専⽤ URL の画像を更新して参ります。
（ブラウザのキャッシュに残っている可能性
がありますので、再読み込みして御確認ください。）

⼀ヶ⽉しても変更がない場合には、お問い合わせください。

お忙しいところお⼿数をおかけいたしますが
よろしくお願いいたします。

◆Notice to ICF Japan Chapter Members
━━━━━━━━━━━━━───────

It’s ICFJ membership renewal time!
Your current membership expires as of July 31, 2020.
We sincerely thank you for your support of the ICF Japan Chapter
during the 2019 fiscal year (August 1, 2019 ~ July 31, 2020) and
look forward to your continued support during the 2020 fiscal year
(August 1, 2020 ~ July 31, 2021).

In the three years since the ICF Japan Chapter gained status
as a nonprofit organization,
we have steadily improved our organizational framework and
our membership services.
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Over the next fiscal year
we will continue our work for the advancement of coaches and
the field of coaching as a whole.
Please join us in promoting the profession of coaching by renewing
your membership today.

How to Renew Your Membership
There are no forms to fill out.
Simply remit your annual membership fee of 4,000yen（as ICFJ Members)
or 6,000 yen（as ICFJ Associates）to the bank account below.

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
Mitsubishi UFJ Bank, Azabu Branch, Regular account #0165839
Account name: Ippan Shadan Houjin, Kokusai Coach Renmei Nihon Shibu
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

If you are making payment in your company name rather than your
personal name, please be sure to insert your personal name before your
company name on the bank form.
Thank you.

Your bank transfer receipt serves as your receipt of payment.
The ICF Japan Chapter does not issue receipts.

To notify us of changes in your postal address, phone number,
or email address, please fill out the form
at this URL: <http://icfjapan.com/update>.

Your "Membership ID” for the 2020 fiscal year will be sent to you on URL
by the end of the following month you complete the payment.
Please keep your ID for the 2019 fiscal year until then.

Thank you for your continued support of the ICF Japan Chapter.

Thank you,

◆【ICF ジャパン主催】

コーチングプラクティス第 16 回
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━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

◆開催⽇時：
2020 年 9 ⽉ 15 ⽇（⽕） 19：00-21：00

◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー 2 単位

◆参加資格：ACC,PCC,MCC

◆参加費：

ICF ジャパン正会員・アソシエイツ

3500 円

⾮会員 4500 円

◆お申し込み：https://coachingpractice16.peatix.com/view
◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼めるため
の練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の第 16 回で
す。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが必要に
なりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことはありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思ったことは
ありませんか。

既に東京で 15 回、神⼾で 4 回開催されましたが、⼤変深い学びの場になりま
した。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが素晴らしい
学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
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などの感想をいただいています。

※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に開催
予定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス

for ALL は

6 ⽉、12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook の
イベント情報をご確認ください。

※PCC マーカーを印刷してご持参ください。
http://www.icfjapan.com/wp-content/uploads/PCC-Marker-J-Final.pdf

※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。
ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

※法⼈パートナーは２⼈まで正会員の参加費で参加できます。お申し込みフォ
ームに法⼈名をご記⼊ください。

このコーチングプラクティスは、PCC マーカーをもとに学びあう、⾃由度の⾼
い練習の場です。
ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供し
てください。

是⾮ 9 ⽉ 15 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com

◆ICF Coaching in English Group September Meeting
━━━━━━━━━━━━━───────

Enhancing Your Coaching Quality to Maximize Your Potential as a Coach
Presenters: Keiko Shinohara & Yvonne Thackray, Executive Coaches
CCE: 2
Date: September 24, 2020
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Time: 7:00 p.m. ~ 9:15 p.m., with networking 9:15 p.m. ~ 10:00 p.m.
Place: Zoom (link sent to registrants on September 23)
Cost: ￥2,500 (ICF Japan members) or ￥3,500 (nonmembers). If you are
a member of an organization registered as an ICFJ corporate partner,
you may attend at the ICFJ member price of ￥2,500. Offer limited to
two people from the same organization.

Sign up: Please register and pay through Peatix at
https://icfj-ceg-202009.peatix.com/ . Special Note: Registration closes
on September 23.

ICFJ members, take note: The Peatix form will ask for your ICFJ
membership number, so please be ready to fill it in. If you attend the
event as an ICFJ member, you must provide your membership number. You
can find your membership number at the top of the newsletter you receive
from the ICF Japan Chapter.
ICFJ corporate partner members, take note: The Peatix form will ask
for the name of the organization you are affiliated with, so please be
ready to fill in this information.

Every coach thinks about and strives to improve the quality of their
coaching. Yet in our zeal to become better at what we do, we may focus
on enhancing our skill set without first asking ourselves the
all-important question, What is coaching quality?

Seasoned executive coaches Keiko Shinohara and Yvonne Thackray are
passionate about coaching quality and guiding coaches to consider the
bigger picture of what constitutes coaching quality. In this
interactive virtual workshop, Keiko and Yvonne will highlight the
driving forces of today that make putting coaching quality on the table
for examination, discussion, and individual redefinition so vital.

This workshop is an opportunity for coaches to asses how they recognize
and observe coaching quality in themselves and others. You will learn
how to apply a wider lens through which to evaluate coaching quality
and to understand the interconnection between coaching quality and Core
Competencies #3 Establishing Trust and Intimacy with the Client and #4
Coaching Presence. There will be ample time for practice coaching

42

sessions.

At our meeting, we will:
- Discover how to measure your quality of coaching from self, experiences,
and qualifications
- Learn a model to enhance your awareness and deepen your ability to
build rapport and trust with your clients
- Coach each other with a focus on Core Competencies #3 and #4
- Earn essential Continuing Coach Education units

The Coaching in English Group is open to any coach or would-be coach of
any nationality who uses or wants to use English professionally in their
coaching sessions. Activities will be conducted in English. Please join
us to meet other coaches working in English, earn CCEUs, and build a
supportive professional community with an international flavor.

Coaching in English Group meeting dates for 2020: November 19.

◆ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更（ICF 本部）
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更
https://icfjapan.com/post/1520

新型コロナウイルス感染拡⼤に際し、ICF 認定資格の申請及び更新要件にも
⼀部、臨時の変更があります。

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）
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http://icfjapan.com/post/1576

◆ コーチングワールド
━━━━━━━━━━━━━─────
今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。

■『聴く技術』
コーチングの技術の中でも特に重要な「聴く技術」。しかし、上⼿な聴き⼿
になるには、どうやったら良いのでしょうか？

ビジネスや⼈⽣において効果的なコミュニケーションのキーとなる傾聴につ
いて、『コーチング・バイブル』から、３つの傾聴のレベルとリスニング⼒
を育てる⽅法についてのまとめです。
http://icfjapan.com/post/cw/1734

◆9 ⽉〜10 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。

【イベント情報】

─── 9 ⽉開催のイベント ──────

9 ⽉ 03 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「新・共創コーチング オンラインコース（パーソナルベース ）」
CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/onlinebasic.html

9 ⽉ 04 ⽇（⾦） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
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主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

9 ⽉ 05 ⽇（⼟） 、他（東京都 Zoom）
「コーチ養成講座

Essential コース」

CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/zoom/

9 ⽉ 06 ⽇（⽇） 、他（東京都 Zoom）
「コーチ養成講座

Excepert コース」

CCE コア・コンピテンシー：40 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/expert/zoom/

9 ⽉ 06 ⽇（⽇） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

9 ⽉ 09 ⽇（⽔） 、他（東京都 ⽇本橋⼩伝⾺町）
「(CCE47.5 単位）東京 9 ⽉ EQ プラクティショナー認定資格セミナー」
CCE コア・コンピテンシー：33 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：14.5 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/itemreco/eqpc

9 ⽉ 10 ⽇（⽊） 、他（東京都 ）
「アクションラーニング基礎講座」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
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>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

9 ⽉ 11 ⽇（⾦） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

9 ⽉ 12 ⽇（⼟） （オンライン Zoom）
「NLP に学ぶ信念（ビリーフ）の取扱説明書」
CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/study/2020/09/12.html

9 ⽉ 13 ⽇（⽇） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

9 ⽉ 15 ⽇（⽕） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 16 回」
CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチ連盟⽇本⽀部）
>> https://coachingpractice16.peatix.com/view

9 ⽉ 16 ⽇（⽔） 、他（東京都 有楽町）
「HOGAN ASSESSMENT 認定コース」
CCE コア・コンピテンシー：4.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：8.75 単位
主催：パーソルラーニング株式会社
>> https://li.persol-group.co.jp/seminar/detail?sem_id=494
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9 ⽉ 30 ⽇（⽔） （兵庫県 Zoom にて開催）
「オンライン

コア・コンピテンシー勉強会（コーチング勉強会）
」

CCE コア・コンピテンシー：1.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.25 単位
主催：みなと神⼾コーチングオフィス
>> http://www.minatokobe-coaching.com/index.php?seminar

─── 10 ⽉開催のイベント ──────

10 ⽉ 01 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「新・共創コーチングオンライン基礎コース（リードトゥゴール ）」
CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/leadtogoal.html

10 ⽉ 03 ⽇（⼟） （オンライン ）
「チームコーチング We メソッド(R)1 ⽇コース」
CCE コア・コンピテンシー：7 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/we/

11 ⽉ 08 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「AOC トライアルセミナー」
CCE コア・コンピテンシー：4.5 単位
主催：株式会社アート・オブ・コーチング
>> https://www.art-of-coaching.jp/trialseminar/

10 ⽉ 11 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「FBC 実践プログラム・第１３期（Zoom 開催）」
CCE コア・コンピテンシー：72 単位
主催：⼀般社団法⼈コーチングプラットフォーム
>> https://kokucheese.com/event/index/596991/
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今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
http://icfjapan.com/event

◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
同様のフォーマットにてご連絡いただければ
情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。

◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。

主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
http://icfjapan.com/cw

48

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）

〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
Email:info@icfjapan.com
URL:http://www.icfjapan.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ICFJ 2020 年 10 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[会員限定記事]
◆国際コーチング連盟⽇本⽀部第 7 回定時総会の御報告
◆国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICFJ）メンバー資格更新時期のお知らせ
◆Notice to ICF Japan Chapter Members

[⼀般公開記事]
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◆国際コーチング連盟⽇本⽀部主催
ーコーチング・コンバージ 2020 in Japanー (オンライン開催)
◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 17 回
◆プロボノコーチング（無償コーチング）提供再開のお知らせ

[会員限定記事]
◆ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更（ICF 本部）
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

[⼀般公開記事]
◆ コーチングワールド：
■『インターネットがあなたの脳機能を変えている』
◆ 10 ⽉〜11 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆国際コーチング連盟⽇本⽀部第 7 回定時総会の御報告
━━━━━━━━━━━━━───────

2019 年 9 ⽉ 15 ⽇に開催されました、国際コーチング連盟⽇本⽀部
第 7 回定時総会におきまして、すべての議題が承認されました。

御参加の皆様、委任いただいた皆様、ありがとうございました。

過去の総会資料
http://icfjapan.com/report

◆国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICFJ）メンバー資格更新時期のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━───────
（English follows Japanese）

ICF ジャパン会員の皆様
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いつもお世話になっております。
⽇頃より国際コーチ連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン)の活動に
ご賛同・ご協⼒いただきまして誠にありがとうございます。

ICF ジャパンの会員資格更新時期（2020 年 7 ⽉ 31 ⽇）となりましたので、
このメルマガ冒頭の会費ステータスを変更させていただきました。

今後ともご⽀援賜りますようお願い申し上げます。

【更新につきまして】

更新書類などはございません。

正会員年会費として、4,000 円
アソシエイツ（旧：個⼈パートナー）として、6,000 円

を下記⼝座へお振込みくださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
【お振込み先】
三菱 UFJ 銀⾏
⼝座名

⿇布⽀店

⼀般社団法⼈

普通⼝座 0165839

国際コーチ連盟⽇本⽀部

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※会社名義等、会員様以外のご名義でお振込みされる場合には、
法⼈名等の前に会員様のお名前を明記してください。
※領収書は発⾏致しておりませんので、会員様の銀⾏の振込控をご利⽤下さい。

※ご登録情報(ご住所・電話番号・メール等)に変更がある場合は、
http://icfjapan.com/update

よりお知らせください。

※会員資格は⾃動更新とさせていただいております。
退会御希望の⽅は、下記よりご連絡ください。
http://icfjapan.com/join-goodbye

新しい会員証は、お振込みを確認させていただきました順に、
専⽤ URL の画像を更新して参ります。
（ブラウザのキャッシュに残っている可能性
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がありますので、再読み込みして御確認ください。）

⼀ヶ⽉しても変更がない場合には、お問い合わせください。

お忙しいところお⼿数をおかけいたしますが
よろしくお願いいたします。

◆Notice to ICF Japan Chapter Members
━━━━━━━━━━━━━───────

It’s ICFJ membership renewal time!
Your current membership expires as of July 31, 2020.
We sincerely thank you for your support of the ICF Japan Chapter
during the 2019 fiscal year (August 1, 2019 ~ July 31, 2020) and
look forward to your continued support during the 2020 fiscal year
(August 1, 2020 ~ July 31, 2021).

In the three years since the ICF Japan Chapter gained status
as a nonprofit organization,
we have steadily improved our organizational framework and
our membership services.
Over the next fiscal year
we will continue our work for the advancement of coaches and
the field of coaching as a whole.
Please join us in promoting the profession of coaching by renewing
your membership today.

How to Renew Your Membership
There are no forms to fill out.
Simply remit your annual membership fee of 4,000yen（as ICFJ Members)
or 6,000 yen（as ICFJ Associates）to the bank account below.

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
Mitsubishi UFJ Bank, Azabu Branch, Regular account #0165839
Account name: Ippan Shadan Houjin, Kokusai Coach Renmei Nihon Shibu
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
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If you are making payment in your company name rather than your
personal name, please be sure to insert your personal name before your
company name on the bank form.
Thank you.

Your bank transfer receipt serves as your receipt of payment.
The ICF Japan Chapter does not issue receipts.

To notify us of changes in your postal address, phone number,
or email address, please fill out the form
at this URL: <http://icfjapan.com/update>.

Your "Membership ID” for the 2020 fiscal year will be sent to you on
URL by the end of the following month you complete the payment.
Please keep your ID for the 2019 fiscal year until then.

Thank you for your continued support of the ICF Japan Chapter.

Thank you,

◆国際コーチング連盟⽇本⽀部主催
ーコーチング・コンバージ 2020 in Japanー (オンライン開催)
━━━━━━━━━━━━━───────
ーコーチングに興味関⼼のある⽅なら、
どなたでもご参加いただけるイベントです。
基調講演動画には⽇本語訳がつきますー

国際コーチング連盟⽇本⽀部（以下 ICF ⽇本⽀部）はコーチングの祭典
「コーチング・コンバージ 2020 in Japan」を開催いたします。

今年のテーマは「コーチングの今と今後に向けて」です。

新型コロナの発⽣以降、私たちは、新しい働き⽅、⽣き⽅を含め、
誰もが⼿探りの状態にいるのではないでしょうか。

今この瞬間、そして今後についてどうしていくのか、誰もが答えを
求めています。そして、このような状況だからこそ、「答えはその⼈
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の中にある」コーチングの真価が発揮される時代でもあると思ってい
ます。

ICF ジャパンにおいても、5 ⽉以降、無償コーチングの取り組みを始め、
⼤勢の⽅にお申込をいただいております。また受けた⽅からは、感謝の
お声をいただいております。

今回のコンバージは、初のオンラインでの実施ということもあり、
ICF ⽇本⽀部の活動紹介を中⼼に、体験型＆参加型のイベントにして
まいります。

また、イベント終了後には、オンラインによる相談タイムも予定され
ております。資格取得の⽅法やコーチングを学びたいがどうしたらよい
かなど、相談できる時間も予定しております。

https://coaching-converge2020.peatix.com/

◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 17 回
━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

◆開催⽇時：
2020 年 10 ⽉ 27 ⽇（⽕） 19：00-21：00
＊お申し込み締め切りは、10 ⽉ 26 ⽇（⽉）24：00 と
させていただいています。

◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー 2 単位

◆参加資格：ACC,PCC,MCC
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◆参加費：

ICF ジャパン正会員・アソシエイツ

3500 円、⾮会員

4500 円

◆お申し込み：https://coachingpractice17.peatix.com/view

◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼めるための
練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の第 17 回です。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが必要に
なりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことはありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思ったことは
ありませんか。

既に対⾯では東京、神⼾、オンラインも合わせて開催されましたが、いずれも
⼤変深い学びの場になりました。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが素晴らしい
学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
などの感想をいただいています。

※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に開催予定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス for ALL は 6 ⽉、
12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook のイベント
情報をご確認ください。

※PCC マーカーを印刷してご持参ください。
http://www.icfjapan.com/wp-content/uploads/PCC-Marker-J-Final.pdf

※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。
ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

このコーチングプラクティスは、PCC マーカーをもとに学びあう、⾃由度の⾼い練習
の場です。
ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供してください。
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是⾮ 10 ⽉ 27 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

※法⼈パートナーは 2 ⼈まで正会員の参加費で参加できます。お申し込みフォームに法⼈名をご記⼊ください。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com

◆プロボノコーチング（無償コーチング）提供再開のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━───────

5 ⽉に開始したオンラインでのプロボノコーチング（無償コーチング）
では、短期間に 200 名以上の⽅にお申込をいただき、⼤変ありがとう
ございました。

その後、内部で検討を重ね、私たちができる社会貢献は何かを考え、
永続的にオンラインでコーチングの無償セッションを提供できる仕組
みを構築しました。
今回、コーチング無償提供の⽴ち上げに賛同し、今回⼤勢の有資格コ
ーチにご協⼒いただいております。

なおプロボノコーチング（無償コーチング）は、これまで通り、
原則おひとり１回（60 分）までとさせていただきます。
申し込みなど詳細は下記サイトをご覧下さいませ。

https://www.prj-icfj.com/

また、皆様からもプロボノコーチングの再開をお知り合いの⽅など
コーチングを必要とされている⽅にご案内いただけると幸いです。

◆ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更（ICF 本部）
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更
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https://icfjapan.com/post/1520

新型コロナウイルス感染拡⼤に際し、ICF 認定資格の申請及び更新要件にも
⼀部、臨時の変更があります。

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）

http://icfjapan.com/post/1576

◆ コーチングワールド
━━━━━━━━━━━━━─────
今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。

■『インターネットがあなたの脳機能を変えている』
現代⼈は、多くの時間をインターネットを使って過ごしています。
絶え間なく流れる通知や指⽰に対応することで、我々にはどんな影響がある
のでしょうか？

複数の⼤学の研究者が集って⾏った国際チームによる調査レポートについて
の紹介です。
http://icfjapan.com/post/cw/1121

◆10 ⽉〜11 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
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みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。

【イベント情報】

─── 10 ⽉開催のイベント ──────

10 ⽉ 01 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「新・共創コーチングオンライン基礎コース（リードトゥゴール ）」
CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/leadtogoal.html

10 ⽉ 01 ⽇（⽊） 、他（オンライン ）
「オンライン EQ 基礎講座−EQ を基礎的に学びたい⽅向け」
CCE コア・コンピテンシー：3.5 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：7.25 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/online-unlocking-eq

10 ⽉ 02 ⽇（⾦） 、他（オンライン ）
「アクションラーニングコーチ養成講座」
CCE コア・コンピテンシー：37.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/alc/

10 ⽉ 03 ⽇（⼟） （オンライン ）
「チームコーチング We メソッド(R)1 ⽇コース」
CCE コア・コンピテンシー：7 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/we/

10 ⽉ 10 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「オンライン EQ プラクシティショナー認定資格セミナー（CCE47.5 単位）」
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CCE コア・コンピテンシー：36 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/itemreco/eqpc

10 ⽉ 11 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「FBC 実践プログラム・第１３期（Zoom 開催）」
CCE コア・コンピテンシー：72 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：11.5 単位
主催：⼀般社団法⼈コーチングプラットフォーム
>> https://kokucheese.com/event/index/596991/

10 ⽉ 14 ⽇（⽔） 、他（東京都 ）
「アクションラーニングコーチ養成講座」
CCE コア・コンピテンシー：37.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/alc/

10 ⽉ 27 ⽇（⽕） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 17 回」
CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチ連盟⽇本⽀部）
>> https://coachingpractice17.peatix.com/view

10 ⽉ 28 ⽇（⽔） （オンライン ）
「オンライン

コア・コンピテンシー勉強会（コーチング勉強会）
」

CCE コア・コンピテンシー：1.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1.25 単位
主催：みなと神⼾コーチングオフィス
>> http://www.minatokobe-coaching.com/index.php?seminar

─── 11 ⽉開催のイベント ──────
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11 ⽉ 01 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「11 ⽉オンライン EQ アセッサー認定資格セミナー（CCE33 単位）」
CCE コア・コンピテンシー：26.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：6.75 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/itemreco/eqac

11 ⽉ 03 ⽇（⽕） （オンライン ）
「ケーススタディを使ったコーチング戦略研究」
CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/study/2020/11/3.html

11 ⽉ 06 ⽇（⾦） 、他（オンライン ）
「オンライン EQ 基礎講座−EQ を基礎的に学びたい⽅向け」
CCE コア・コンピテンシー：3.5 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：7.25 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/online-unlocking-eq

11 ⽉ 08 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座

Essential コース」

CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/zoom/

11 ⽉ 10 ⽇（⽕） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座

Essential コース」

CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/zoom/
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11 ⽉ 11 ⽇（⽔） 、他（オンライン ）
「アクションラーニング基礎講座」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1 単位
主催：WIAL-JAPAN（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

11 ⽉ 21 ⽇（⼟） （オンライン ）
「オンライン AOC トライアルセミナー」
CCE コア・コンピテンシー：4 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：05 単位
主催：株式会社アート・オブ・コーチング
>> https://www.art-of-coaching.jp/trialseminar/

11 ⽉ 21 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「オンライン EQ プラクシティショナー認定資格セミナー（CCE47.5 単位）」
CCE コア・コンピテンシー：36 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：11.5 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/itemreco/eqpc

11 ⽉ 28 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「オンライン EQ 基礎講座−EQ を基礎的に学びたい⽅向け」
CCE コア・コンピテンシー：3.5 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：7.25 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/online-unlocking-eq

今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
http://icfjapan.com/event
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◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
同様のフォーマットにてご連絡いただければ
情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。

◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。

主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
http://icfjapan.com/cw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
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下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）

〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
Email:info@icfjapan.com
URL:http://www.icfjapan.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ICFJ 2020 年 11 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[⼀般公開記事]
◆国際コーチング連盟⽇本⽀部主催
ーコーチング・コンバージ 2020 in Japanー (オンライン開催)
◆【ICF ジャパン主催】

コーチングプラクティス第 18 回

◆ICF Coaching in English Group November Meeting
◆プロボノコーチング（無償コーチング）提供再開のお知らせ

[会員限定記事]
◆ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更（ICF 本部）
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

[⼀般公開記事]
◆ コーチングワールド：

63

■『今この瞬間、クライアントがあなたから最も必要としていることは何で
すか？』
◆ 11 ⽉〜12 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆国際コーチング連盟⽇本⽀部主催
ーコーチング・コンバージ 2020 in Japanー (オンライン開催)
━━━━━━━━━━━━━───────
ーコーチングに興味関⼼のある⽅なら、
どなたでもご参加いただけるイベントです。
基調講演動画には⽇本語訳がつきますー

国際コーチング連盟⽇本⽀部（以下 ICF ⽇本⽀部）はコーチングの祭典
「コーチング・コンバージ 2020 in Japan」を開催いたします。

今年のテーマは「コーチングの今と今後に向けて」です。

新型コロナの発⽣以降、私たちは、新しい働き⽅、⽣き⽅を含め、
誰もが⼿探りの状態にいるのではないでしょうか。

今この瞬間、そして今後についてどうしていくのか、誰もが答えを
求めています。そして、このような状況だからこそ、「答えはその⼈
の中にある」コーチングの真価が発揮される時代でもあると思ってい
ます。

ICF ジャパンにおいても、5 ⽉以降、無償コーチングの取り組みを始め、
⼤勢の⽅にお申込をいただいております。また受けた⽅からは、感謝の
お声をいただいております。

今回のコンバージは、初のオンラインでの実施ということもあり、
ICF ⽇本⽀部の活動紹介を中⼼に、体験型＆参加型のイベントにして
まいります。
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また、イベント終了後には、オンラインによる相談タイムも予定され
ております。資格取得の⽅法やコーチングを学びたいがどうしたらよい
かなど、相談できる時間も予定しております。

https://coaching-converge2020.peatix.com/

◆【ICF ジャパン主催】

コーチングプラクティス第 18 回

━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン）

◆開催⽇時：
2020 年 11 ⽉ 24 ⽇（⽕） 19：00-21：00
*お申し込み締め切りは、11 ⽉ 23 ⽇（⽉）24：00 とさせていただいています。

◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー 2 単位

◆参加資格：ACC, PCC, MCC

◆参加費：

ICF ジャパン正会員・アソシエイツ

3500 円、⾮会員 4500 円

◆お申し込み：https://peatix.com/event/1688614/view

◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼めるため
の練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の第 18 回です。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが必要に
なりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことはありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思ったことは
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ありませんか。

既に対⾯では東京、神⼾、オンラインも合わせて開催されましたが、いずれ
も⼤変深い学びの場になりました。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが素晴らしい
学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
などの感想をいただいています。

※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に開催予
定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス

for ALL は 6 ⽉、

12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook のイベン
ト情報をご確認ください。

※PCC マーカーを印刷してご持参ください。
http://www.icfjapan.com/wp-content/uploads/PCC-Marker-J-Final.pdf

※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。
ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

このコーチングプラクティスは、PCC マーカーをもとに学びあう、⾃由度の⾼い
練習の場です。
ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供して
ください。

是⾮ 11 ⽉ 24 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

※法⼈パートナーは 2 ⼈まで正会員の参加費で参加できます。お申し込みフォー
ムに法⼈名をご記⼊ください。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com
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◆ICF Coaching in English Group November Meeting
━━━━━━━━━━━━━───────
Coaching Across Cultures: Leveraging Cultural Diversity for Creativity,
Unity and Purpose
Presenter: Prof. Philippe Rosinski, MCC
CCE: 2
Date: November 19, 2020
Time: 7:00 p.m. ~ 9:15 p.m., with networking 9:15 p.m. ~ 10:00 p.m.
Place: Zoom (link sent to registrants on November 18)
Cost: ¥2,500 (ICF Japan members) or ¥3,500 (nonmembers). If you are a
member of an organization registered as an ICFJ corporate partner, you
may attend at the ICFJ member price of ¥2,500. Offer limited to two
people from the same organization.

Sign up: Please register and pay through Peatix at
<https://icfj-ceg-202011.peatix.com/ <https://icfj-ceg-202011.peatix.com/>>.
Special Note: Registration closes on November 18.

ICFJ members, take note: The Peatix form will ask for your ICFJ
membership number, so please be ready to fill it in. If you attend the
event as an ICFJ member, you must provide your membership number. You
can find your membership number at the top of the newsletter you
receive from the ICF Japan Chapter.

ICFJ corporate partner members, take note: The Peatix form will ask for
the name of the organization you are affiliated with, so please be
ready to fill in this information.

Philippe is a world authority in executive coaching, team coaching, and
global leadership development. He is the first European to have been
designated Master Certified Coach by the International Coach Federation.
He has also developed an integrative coaching supervision approach.

Philippe is the principal of Rosinski & Company, a consultancy based
in Belgium with partners around the globe, and a professor at the
Kenichi Ohmae Graduate School of Business in Tokyo, Japan. He intervenes
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in several other academic institutions including HEC Paris and the
University of Cambridge.

He is the co-author of over 10 books including Evidence Based Coaching
Handbook and Mastering Executive Coaching, and the author of the Cultural
Orientations Framework (COF) assessment.

A Master of Science from Stanford University, Philippe has received
numerous awards including the Thinkers50 Marshall Goldsmith Leading Global
Coaches Award (London, 2019).

◆プロボノコーチング（無償コーチング）提供再開のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━───────

5 ⽉に開始したオンラインでのプロボノコーチング（無償コーチング）
では、短期間に 200 名以上の⽅にお申込をいただき、⼤変ありがとう
ございました。

その後、内部で検討を重ね、私たちができる社会貢献は何かを考え、
永続的にオンラインでコーチングの無償セッションを提供できる仕組
みを構築しました。
今回、コーチング無償提供の⽴ち上げに賛同し、今回⼤勢の有資格コ
ーチにご協⼒いただいております。

なおプロボノコーチング（無償コーチング）は、これまで通り、
原則おひとり１回（60 分）までとさせていただきます。
申し込みなど詳細は下記サイトをご覧下さいませ。

https://www.prj-icfj.com/

また、皆様からもプロボノコーチングの再開をお知り合いの⽅など
コーチングを必要とされている⽅にご案内いただけると幸いです。

◆ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更（ICF 本部）
━━━━━━━━━━━━━───────
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ICF 認定資格申請者をサポートするための⼀時的な変更
https://icfjapan.com/post/1520

新型コロナウイルス感染拡⼤に際し、ICF 認定資格の申請及び更新要件にも
⼀部、臨時の変更があります。

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）

http://icfjapan.com/post/1576

◆ コーチングワールド
━━━━━━━━━━━━━─────
今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。

■『今この瞬間、クライアントがあなたから最も必要としていることは何で
すか？』

COVID-19 パンデミックが各国でビジネスを揺るがす中、前例のない状況下で
あなたのクライアントを助ける最善の⽅法は、何でしょうか。

問いかけるべき質問と、その時に「するべきこと」と「してはいけないこと」
を明らかにしていきます。

http://icfjapan.com/post/cw/1903
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◆11 ⽉〜12 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。

【イベント情報】

─── 11 ⽉開催のイベント ──────

11 ⽉ 01 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「11 ⽉オンライン EQ アセッサー認定資格セミナー（CCE33 単位）」
CCE コア・コンピテンシー：26.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：6.75 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/itemreco/eqac

11 ⽉ 03 ⽇（⽕） （オンライン ）
「ケーススタディを使ったコーチング戦略研究」
CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/study/2020/11/3.html

11 ⽉ 05 ⽇（⽊） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ R 養成スクール

コミュニケーションコース（オンライン開催）
」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/communication.html

11 ⽉ 06 ⽇（⾦） 、他（オンライン ）
「オンライン EQ 基礎講座−EQ を基礎的に学びたい⽅向け」
CCE コア・コンピテンシー：3.5 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：7.25 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/online-unlocking-eq
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11 ⽉ 08 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座

Essential コース」

CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/zoom/

11 ⽉ 10 ⽇（⽕） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座

Essential コース」

CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/zoom/

11 ⽉ 11 ⽇（⽔） 、他（オンライン ）
「アクションラーニング基礎講座」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1 単位
主催：WIAL-JAPAN（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

11 ⽉ 11 ⽇（⽔） 、他（東京都 オンライン）
「【オンライン】HOGAN ASSESSMENT 認定コース」
CCE コア・コンピテンシー：4.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：8.75 単位
主催：パーソルラーニング株式会社
>> https://li.persol-group.co.jp/seminar/detail?sem_id=494

11 ⽉ 19 ⽇（⽊）

（オンライン）

「【ICF ジャパン主催】ICFJ Coaching in English Group November Meeting」
CCE 2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチ連盟⽇本⽀部）
>>https://icfj-ceg-202011.peatix.com/
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11 ⽉ 21 ⽇（⼟） （オンライン ）
「オンライン AOC トライアルセミナー」
CCE コア・コンピテンシー：4 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：05 単位
主催：株式会社アート・オブ・コーチング
>> https://www.art-of-coaching.jp/trialseminar/

11 ⽉ 21 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「オンライン EQ プラクシティショナー認定資格セミナー（CCE47.5 単位）」
CCE コア・コンピテンシー：36 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：11.5 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/itemreco/eqpc

11 ⽉ 21 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE17 単位-オンライン倫理規定３単位とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-BC&Ethics

11 ⽉ 24 ⽇（⽕） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 18 回」
CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチ連盟⽇本⽀部）
>> https://peatix.com/event/1688614/view

11 ⽉ 28 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「オンライン EQ 基礎講座−EQ を基礎的に学びたい⽅向け」
CCE コア・コンピテンシー：3.5 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：7.25 単位
主催：シックスセカンズジャパン株式会社
>> https://6seconds-cart.com/item/online-unlocking-eq
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─── 12 ⽉開催のイベント ──────

12 ⽉ 03 ⽇（⽊） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ R 養成スクール

リレーションシップ（オンライン開催）
」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/relationship.html

12 ⽉ 05 ⽇（⼟） （オンライン ）
「オンライン AOC トライアルセミナー」
CCE コア・コンピテンシー：4 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.5 単位
主催：株式会社アート・オブ・コーチング
>> https://www.art-of-coaching.jp/trialseminar/

12 ⽉ 12 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE16 単位-オンライン倫理規定とセルフマネジメント」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-SMT&Ethics

12 ⽉ 15 ⽇（⽕） 、他（東京都 有楽町）
「HOGAN ASSESSMENT 認定コース」
CCE コア・コンピテンシー：4.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：8.75 単位
主催：パーソルラーニング株式会社
>> https://li.persol-group.co.jp/seminar/detail?sem_id=494

今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
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http://icfjapan.com/event

◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
同様のフォーマットにてご連絡いただければ
情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。

◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。

主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
http://icfjapan.com/cw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
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パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）

〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
Email:info@icfjapan.com
URL:http://www.icfjapan.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ICFJ 2020 年 12 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[⼀般公開記事]
◆【ICF ジャパン主催】Zoom による ICF ジャパン勉強会

〜倫理規定〜

◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 19 回

[会員限定記事]
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

[⼀般公開記事]
◆ コーチングワールド：
■『クライアントを振り返りからの思考にいざなう”リフレクション”
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の３つの⽅法』
◆ 12 ⽉〜1 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆【ICF ジャパン主催】Zoom による ICF ジャパン勉強会

〜倫理規定〜

━━━━━━━━━━━━━───────

国際コーチング連盟（ICF）の資格（ACC/PCC/MCC）更新には、倫理規定
のコア・コンピテンシー３単位が必要です。
資格更新に向けて、３単位取得可能な倫理規定の勉強会を Zoom にて開催
いたします。

---------開催概要---------

■主催者名：

ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

■⽇時：12 ⽉ 19 ⽇（⼟）15:00?18:00

■アクセス：Zoom

リンクをお申し込みの⽅にお送りします。

■参加費（運営費）：
ICFJ 会員（正・アソシエイツ）
⾮会員

5,500 円
6,500 円

■説明：メインファシリテーター：荒⽊まさえ（理事）
アデイショナルファシリテーター：稲葉直彦（理事）

■ CCE： 3 単位

■お申し込み：https://peatix.com/event/1716714/view
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参加者は事前に ICF 倫理規定を⼀読の上ご参加ください。
http://icfjapan.com/rule
開催 2 ⽇前までに Zoom リンクをお送りします。

CCE 取得には 3 時間の参加が必要です。

ディスカッションを⾏いますので、カメラ”オン”でご参加ください。

------申し込み⽅法--------

このページの右側にある購⼊ボタンで。
お申し込みに参加費のお⽀払いの⼿続きが⾏われます。
お⽀払いはクレジットカード、PayPal、またはコンビニエンスストアでの
お⽀払いをお選びいただけます。

※法⼈パートナーは２名まで正会員の料⾦で参加できます。

なお、この機会に国際コーチ連盟⽇本⽀部の会員になられる⽅はこちらを
ご参照ください。
→http://icfjapan.com/admission_form

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
荒⽊まさえ masae.araki@icfjapan.com

◆【ICF ジャパン主催】

コーチングプラクティス第 19 回

━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

◆開催⽇時：
2021 年 1 ⽉ 26 ⽇（⽕） 19：00-21：00

◆開催地：

77

オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー 2 単位

◆参加資格：ACC,PCC,MCC

◆参加費：

ICF ジャパン正会員・アソシエイツ

3500 円、⾮会員

4500 円

◆お申し込み：国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン）コーチングプラク
ティス第 19 回 | Peatix

◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼めるため
の練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の第 16 回です。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが必要に
なりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことはありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思ったことは
ありませんか。

既に対⾯、Zoom 合わせて、平⽇夜通常版、週末拡⼤版と回を重ねてきましたが、
各回、⼤変深い学びの場になりました。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが素晴らしい
学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
などの感想をいただいています。

※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に開催予
定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス

for ALL は

6 ⽉、12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook のイ
ベント情報をご確認ください。
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※PCC マーカーを印刷してご持参ください。
http://www.icfjapan.com/wp-content/uploads/PCC-Marker-J-Final.pdf

※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。
ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

※法⼈パートナーは 2 ⼈まで正会員の参加費で参加できます。お申し込みフォー
ムに法⼈名をご記⼊ください。

このコーチングプラクティスは、PCC マーカーをもとに学びあう、⾃由度の⾼い
練習の場です。
ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供して
ください。

是⾮ 2021 年 1 ⽉ 26 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）

http://icfjapan.com/post/1576

◆ コーチングワールド
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━━━━━━━━━━━━━─────
今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。

■『クライアントを振り返りからの思考にいざなう”リフレクション”の
３つの⽅法』

⾃らを客観的に⾒つめなおしてみる「リフレクション」。
その機会を提供することは、クライアントの⽬標達成に向けての洞察や
学びのために重要です。

クライアントによりよいリフレクションをもたらす⽅法の紹介です。
http://icfjapan.com/post/cw/1928

◆12 ⽉〜1 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。

【イベント情報】

─── 12 ⽉開催のイベント ──────

12 ⽉ 03 ⽇（⽊） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ R 養成スクール

リレーションシップ（オンライン開催）
」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/relationship.html

12 ⽉ 05 ⽇（⼟） （オンライン ）
「オンライン AOC トライアルセミナー」
CCE コア・コンピテンシー：4 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.5 単位
主催：株式会社アート・オブ・コーチング
>> https://www.art-of-coaching.jp/trialseminar/
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12 ⽉ 05 ⽇（⼟） （オンライン ）
「コーチ養成講座

Essential コース」

CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/

12 ⽉ 06 ⽇（⽇） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

12 ⽉ 10 ⽇（⽊） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス for ALL 第４回」
CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチ連盟⽇本⽀部）
>> https://coachingpracticeforall4.peatix.com/view/

12 ⽉ 11 ⽇（⾦） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）
」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

12 ⽉ 12 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE16 単位-オンライン倫理規定とセルフマネジメント」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-SMT&Ethics

12 ⽉ 13 ⽇（⽇） （オンライン ZOOM 開催）
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「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

12 ⽉ 15 ⽇（⽕） 、他（東京都 有楽町）
「HOGAN ASSESSMENT 認定コース」
CCE コア・コンピテンシー：4.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：8.75 単位
主催：パーソルラーニング株式会社
>> https://li.persol-group.co.jp/seminar/detail?sem_id=494

12 ⽉ 19 ⽇（⼟） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】Zoom による ICF ジャパン勉強会〜倫理規定〜」
CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチ連盟⽇本⽀部）
>> https://peatix.com/event/1716714/view

─── 2021 年 1 ⽉開催のイベント ──────

1 ⽉ 07 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ R 養成スクール

パーソナルベース （オンライン開催）
」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/personalbase.html

1 ⽉ 17 ⽇（⽇） （オンライン ）
「コーチングマインドセットを体現する×今ここにあり続ける」
CCE コア・コンピテンシー：6 単位
主催：株式会社 storyI
>> https://storyi.co.jp/coaching-seminars/#2021
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1 ⽉ 26 ⽇（⽕） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 19 回」
CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチ連盟⽇本⽀部）
>> https://peatix.com/event/1740417/view

1 ⽉ 26 ⽇（⽕） 、他（東京都 ）
「アクションラーニング基礎講座」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

1 ⽉ 31 ⽇（⽇） （オンライン ）
「コーチになって 7 年でマスターコーチ（MCC）に認定された⼠野楓の
「コーチングの全てのノウハウを学ぶ」」
CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/study/2020/11/shino.html

今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
http://icfjapan.com/event

◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
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同様のフォーマットにてご連絡いただければ
情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。

◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。

主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
http://icfjapan.com/cw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
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から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）

〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
Email:info@icfjapan.com
URL:http://www.icfjapan.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ICFJ 2021 年 01 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[⼀般公開記事]
◆代表理事よりのご挨拶
◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 19 回

[会員限定記事]
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

[⼀般公開記事]
◆ コーチングワールド：
■『集中を乱すデジタル機器がコーチに与える影響とは』
◆ 1 ⽉〜2 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆代表理事よりのご挨拶
━━━━━━━━━━━━━───────

新年、明けましておめでとうございます。
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2020 年は、わたしたち誰にとっても特別な年になりました。

いろいろなものが壊れ、
⼀⽅、いろいろな新しいものが⽣まれました。

当たり前と思っていたことが当たり前でなくなったり、
重要と思っていたことが決してそうではないと感じたり、
たくさんの「変化」と「気づき」が、多くの⼈に起こった 1 年でした。

⼈間の価値や普遍的なものにあらためて⽬を向けた時間とも
なったように思います。

2021 年、ICF ジャパンは、
⽇本においてのコーチングの価値認識向上、コーチングのさらなる普及に向け
新たなチャレンジに取り組んでまいります。

⽇本中のアドバイザリーボードメンバーとの協働、
プロボノプロジェクなどで貢献してくださっている多くのプロコーチの皆様
また、これから⼀緒に活動したいと声を出してくださっている⽅々とともに
チャレンジをし続け、邁進してまいります。

コーチのみなさまが活躍する場でコーチング⽂化が醸成され、
多くの⼈の QOL が⾼まる社会になるよう
ともに尽⼒してまいりましょう。

ICF ジャパン 代表理事
紫藤由美⼦

◆【ICF ジャパン主催】

コーチングプラクティス第 19 回

━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

◆開催⽇時：
2021 年 1 ⽉ 26 ⽇（⽕） 19：00-21：00
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◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー 2 単位

◆参加資格：ACC,PCC,MCC

◆参加費：

ICF ジャパン正会員・アソシエイツ

3500 円、⾮会員

4500 円

◆お申し込み：国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン）コーチングプラク
ティス第 19 回 | Peatix

◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼めるため
の練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の第 16 回です。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが必要に
なりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことはありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思ったことは
ありませんか。

既に対⾯、Zoom 合わせて、平⽇夜通常版、週末拡⼤版と回を重ねてきましたが、
各回、⼤変深い学びの場になりました。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが素晴らしい
学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
などの感想をいただいています。

※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に開催予
定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス
6 ⽉、12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
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for ALL は

確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook のイ
ベント情報をご確認ください。

※PCC マーカーを印刷してご持参ください。
http://www.icfjapan.com/wp-content/uploads/PCC-Marker-J-Final.pdf

※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。
ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

※法⼈パートナーは 2 ⼈まで正会員の参加費で参加できます。お申し込みフォー
ムに法⼈名をご記⼊ください。

このコーチングプラクティスは、PCC マーカーをもとに学びあう、⾃由度の⾼い
練習の場です。
ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供して
ください。

是⾮ 2021 年 1 ⽉ 26 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）

http://icfjapan.com/post/1576

88

◆ コーチングワールド
━━━━━━━━━━━━━─────
今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。

■『集中を乱すデジタル機器がコーチに与える影響とは』
⾃由な時間を求めてコーチングビジネスを始めたはずが、いつの間にか会社
員の頃より⻑くコンピュータの前に座っていた…。

そんな経験をした、今ではデジタル・ウェルビーイングの第⼀⼈者として知
られるアナスタシア・デデュケナによる、デジタルに時間を奪われないため
のマネジメント術。
http://icfjapan.com/post/cw/1953

◆1 ⽉〜2 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。

【イベント情報】

─── 2021 年 1 ⽉開催のイベント ──────

1 ⽉ 07 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

パーソナルベース （オンライン開催）」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/personalbase.html

1 ⽉ 08 ⽇（⾦） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html
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1 ⽉ 10 ⽇（⽇） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

1 ⽉ 10 ⽇（⽇） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

ハーフセミナー（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/archives/half/goalsetting2021

1 ⽉ 17 ⽇（⽇） （オンライン ）
「コーチングマインドセットを体現する×今ここにあり続ける」
CCE コア・コンピテンシー：6 単位
主催：株式会社 storyI
>> https://storyi.co.jp/coaching-seminars/#2021

1 ⽉ 17 ⽇（⽇） 、他（⼤阪府 ⼼斎橋）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html

1 ⽉ 23 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「コーチのための⼼理学講座−ファーストステップ」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/psy/1st_step.html
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1 ⽉ 26 ⽇（⽕） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 19 回」
CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチ連盟⽇本⽀部）
>> https://peatix.com/event/1740417/view

1 ⽉ 26 ⽇（⽕） 、他（東京都 ）
「アクションラーニング基礎講座」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

1 ⽉ 31 ⽇（⽇） （オンライン ）
「コーチになって 7 年でマスターコーチ（MCC）に認定された⼠野楓の「コーチングの全てのノウハウを学
ぶ」」
CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/study/2020/11/shino.html

─── 2 ⽉開催のイベント ──────

2 ⽉ 03 ⽇（⽔） 、他（オンライン ）
「コーチのための⼼理学講座−ファーストステップ」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/psy/1st_step.html

2 ⽉ 04 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

リードトゥゴール（オンライン開催）
」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ

91

>> https://kyoso-coaching.com/leadtogoal.html

2 ⽉ 05 ⽇（⾦） 、他（オンライン ）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html

2 ⽉ 06 ⽇（⼟） （オンライン ）
「オンライン AOC トライアルセミナー」
CCE コア・コンピテンシー：4.0 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.5 単位
主催：株式会社アート・オブ・コーチング
>> https://www.art-of-coaching.jp/trialseminar/

2 ⽉ 10 ⽇（⽔） （東京都 ）
「アクションラーニングコーチ養成講座」
CCE コア・コンピテンシー：37.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/alc/

2 ⽉ 20 ⽇（⼟） （オンライン ）
「ホールシステムコーチング(R)ブレインコース 2 ⽇間」
CCE コア・コンピテンシー：14 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/bc/

2 ⽉ 25 ⽇（⽊） 、他（オンライン ）
「アクションラーニングコーチ養成講座(Online)」
CCE コア・コンピテンシー：37.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
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主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/alc/

今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
http://icfjapan.com/event

◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
同様のフォーマットにてご連絡いただければ
情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。

◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。

主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
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http://icfjapan.com/cw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）

〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
Email:info@icfjapan.com
URL:http://www.icfjapan.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ICFJ 2021 年 02 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[⼀般公開記事]
◆ICF のブランドアイデンティティが⼀新されました
◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 20 回
◆ICF Coaching in English Group February Meeting
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◆グローバル調査にご協⼒ください

[会員限定記事]
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

[⼀般公開記事]
◆ コーチングワールド：
■『価格設定の考え⽅を確認する』
◆ 2 ⽉〜3 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ICF のブランドアイデンティティが⼀新されました
━━━━━━━━━━━━━───────

国際コーチング連盟（ICF）は、コーチングの未来に向けて⼤胆な⼀歩を
踏み出しました。刷新されたブランド・アイデンティティは、コーチング
業界の多くの分野における ICF の関⼼を反映したもので、「⼀つ」の ICF を
象徴しています。

新しいブランドを紹介するために、コーチング・ワールドは ICF のマグダ
レーナ・ムック CEO にインタビューを⾏いました。ICF がコーチングを通じ
て世界に⼒を与えていくための洞察とインスピレーションをお届けします。

（英語のみ）
https://coachingfederation.org/blog/introducing-one-icf

これに基づき、ICF のチャプターや会員が使⽤できる ICF のツールについても、
新しいデザイン・ポリシーによって厳密に定められました。

これには、例えば、フォントについてはゴシック体などの飾りのない⽂字を
使⽤する、資格名は名前の後にカンマを打ち、その後に表記する、などの
細かいルールも含まれます。（サイト上で ICF や資格を⽰すロゴの画像を使⽤
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することは禁⽌となり、メンバー及び資格取得者本⼈にかぎり、御⾃⾝のバッ
ジのみの使⽤が認められることになりました。）

このポリシーに基づき、ICF ⽇本⽀部では、サイトのリニューアル、
並びに更新いただいた⽅の会員証・アソシエイツ証・法⼈パートナー証を
新デザインに変更しました。

（画像が古いままになっている場合には、ブラウザのキャッシュの更新を
お試しください。）

また、現時点で会費を未払いの⽅は更新されていません。
御確認の上、会費（正会員 4,000 円

アソシエイツ 6,000 円）を下記に

お振込みください。
（旧デザインの会員証・アソシエイツ証・法⼈パートナー証は無効です。
）

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
【お振込み先】
三菱 UFJ 銀⾏
⼝座名

⿇布⽀店

⼀般社団法⼈

普通⼝座 0165839

国際コーチ連盟⽇本⽀部

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

◆【ICF ジャパン主催】

コーチングプラクティス第 20 回

━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

◆開催⽇時：
2021 年 2 ⽉ 16 ⽇（⽕） 19：00-21：00

◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー 2 単位
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◆参加資格：ACC,PCC,MCC

◆参加費：

ICF ジャパン正会員・アソシエイツ

3500 円、⾮会員

4500 円

◆お申し込み：国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン）コーチングプラク
ティス第 20 回 | Peatix
https://coachingpractice20.peatix.com/view

◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼めるため
の練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の第 16 回です。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが必要に
なりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことはありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思ったことは
ありませんか。

既に対⾯、Zoom 合わせて、平⽇夜通常版、週末拡⼤版と回を重ねてきましたが、
各回、⼤変深い学びの場になりました。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが素晴らしい
学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
などの感想をいただいています。

※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に開催予
定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス

for ALL は

6 ⽉、12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook のイ
ベント情報をご確認ください。

※PCC マーカーを印刷してご持参ください。
https://icfjapan.com/icf-cc

※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。

97

ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

※法⼈パートナーは 2 ⼈まで正会員の参加費で参加できます。お申し込みフォー
ムに法⼈名をご記⼊ください。

このコーチングプラクティスは、PCC マーカーをもとに学びあう、⾃由度の⾼い
練習の場です。
ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供して
ください。

是⾮ 2021 年 2 ⽉ 16 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com

◆ICF Coaching in English Group February Meeting
━━━━━━━━━━━━━───────

*ICF Coaching in English Group February Meeting**Discover Coaching
Supervision: What It Is and How You and Your Clients Benefit*
*Presenter: Elizabeth Okada, EMCC Senior Practitioner and Certified Coach
Supervisor*
*CCE: *2
*Date:* February 25, 2021
*Time:* 7:00 p.m. ~ 9:15 p.m., with networking 9:15 p.m. ~ 10:00 p.m.
*Place:* Zoom (link sent to registrants on February 24)
*Cost:* ￥2,500 (ICF Japan members) or ￥3,500 (nonmembers). If you are a
member of an organization registered as an ICFJ corporate partner, you may
attend at the ICFJ member price of ￥2,500. Offer limited to two people from
the same organization.

*Sign up:* Please register and pay through Peatix
http://ptix.at/Pol5x7
Special Note: Registration closes on February 24 at noon.
ICFJ members, take note: The Peatix form will ask for your ICFJ membership
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number, so please be ready to fill it in. If you attend the event as an
ICFJ member, you must provide your membership number. You can find your
membership number at the top of the newsletter you receive from the ICF
Japan Chapter.

ICFJ corporate partner members, take note: The Peatix form will ask for the
name of the organization you are affiliated with, so please be ready to
fill in this information.

Are you aware of coaching supervision? Have you ever hired a coaching
supervisor? No matter your answer, coaching supervision is a topic that
belongs on your radar, if not top of mind.

Coaching supervision is widely established in the UK and Europe for
practicing coaches. It is slowly becoming more common in the Americas and
Asia Pacific. In usual times, supervision supports a coach’s professional
growth. In these current difficult times, supervision is also profound
support for coaches as members of a care-giving profession. And in both
usual and unusual times, coaching supervision paves the way for a coach to
bring an even better version of themself to coaching sessions-and thus
further benefit their clients.

*Elizabeth Okada, EMCC Senior Practitioner and Certified Coach
Supervisor, *will
lead us on a journey of exploration and discovery of coaching supervision.
In this interactive session, she will introduce the key aspects of coaching
supervision and why it is increasingly a vital mainstay of the coaching
profession in many parts of the coaching world.

You’re invited to join us to learn more about Super-VISION. We will explore:

- What supervision is, its functions, and how it differs from mentor
coaching
- What coaches “bring” to supervision
- How you and your clients benefit, and
- Where to find a coaching supervisor and typical fees

There will be an opportunity to observe a "live" supervision session. The
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relevant ICF Core Competencies are #1 Meeting Ethical Guidelines and
Professional Standards, #2 Establishing the Coaching Agreement, and #4
Coaching Presence.

At our meeting, you will:

- Have a chance to reflect on one of your recent coaching sessions
- Observe supervision in action
- Increase your awareness of why experienced and novice coaches benefit
from regular supervision
- Coach each other with a focus on Core Competencies #1, #2, and #4
- Earn essential Continuing Coach Education units

The Coaching in English Group is open to any coach or would-be coach of any
nationality who uses or wants to use English professionally in their
coaching sessions. Activities will be conducted in English. Please join us
to meet other coaches working in English, earn CCEUs, and build a
supportive professional community with an international flavor . . .

◆グローバル調査にご協⼒ください
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパン正会員の皆様には、パーソナルリンク付きで ICF 本部からご案内が送られ
ていると思いますが、まだの⽅は是⾮ご回答いただきますようお願い致します。ま
た、下記のリンクから⾮会員のコーチの⽅にもご回答いただけますので是⾮お声がけ
いただきますようお願い致します。

＊＊＊ICF グローバル調査にご協⼒のお願い＊＊＊＊＊＊
2020 年は現代史において⼈類が体験したことのない未曾有の⼀年となりました。パン
デミックが世界各地で社会全体に突きつけた課題はまさに前代未聞のものであり、多
くの国で、多くの業界が多⼤な影響を受けていますが、コーチング業界もその例外で
はありません。
本調査ではコーチング業界の現状に関する最新情報を収集し、パンデミック前、流⾏
初期、そして現在、の 3 つの現況調査（以下、スナップショット調査）を⽐較するこ
とで、来たる「ワクチン普及時代」に向けたコーチング業界の未来を探ることを⽬的
としています。
本調査は世界中のコーチング業界に対する COVID-19 パンデミックの影響を評価する
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ものであり、あなた様の回答はとても重要です。調査は国際コーチ連盟（ICF）の依
頼により、第三者機関である PricewaterhouseCoopers LLP（PwC）が実施します。

本アンケート調査に関⼼がありそうなお知り合いのコーチの⽅がいらっしゃいました
ら、専⽤のウェブサイトのリンクをお知らせいただけましたら幸いです https://pwcresearch.com/uc/ICF/Covid19/

調査は 9 ヶ国語で実施され、準備が整い次第、各国語の翻訳版が順次公開されます:
*英語
*フランス語
*ドイツ語
*イタリア語
*⽇本語
*韓国語
*中国語
*ポルトガル語
*スペイン語
本調査に関してご質問がありましたら、メールでお問い合わせください:
uk_icfglobalsnapshotsurvey@pwc.com

ご協⼒に感謝いたします。

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）

http://icfjapan.com/post/1576

◆ コーチングワールド
━━━━━━━━━━━━━─────
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今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。

■『価格設定の考え⽅を確認する』
「私は、⾦額がいくらなのかを聞かれることを恐れています。私の価値には
⾃信がありますが、少し居⼼地の悪さを感じます。」
これは、あるコーチのの⾔葉です。

お⾦と健全な関係を築き、⾃分のサービスの価値を認識していても、⾃信を
持ってクライアントに価格を伝えるのは、⼼理的なハードルが⾼いものです。

価格設定のマインドセットについて、Inc.com 2015 年ベストビジネス書 100 に
選ばれた本の著者からのアドバイスです。
http://icfjapan.com/post/cw/2031

◆2 ⽉〜3 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。

【イベント情報】

─── 2 ⽉開催のイベント ──────

2 ⽉ 01 ⽇（⽉） 、他（オンライン ）
「SSU2,3 ⽉⽣募集」
CCE コア・コンピテンシー：22.5 単位
主催：⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI)
>> https://mbcc-c.com/ssu

2 ⽉ 02 ⽇（⽕） （兵庫県 オンライン）
「コーチング勉強会（コア・コンピテンシー勉強会）」
CCE コア・コンピテンシー：1.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.25 単位
主催：みなと神⼾コーチングオフィス
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>> http://www.minatokobe-coaching.com/index.php?seminar

2 ⽉ 03 ⽇（⽔） 、他（オンライン ）
「コーチのための⼼理学講座−ファーストステップ」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/psy/1st_step.html

2 ⽉ 04 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

リードトゥゴール（オンライン開催）
」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/leadtogoal.html

2 ⽉ 05 ⽇（⾦） 、他（オンライン ）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html

2 ⽉ 06 ⽇（⼟） （オンライン ）
「オンライン AOC トライアルセミナー」
CCE コア・コンピテンシー：4 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.5 単位
主催：株式会社アート・オブ・コーチング
>> https://www.art-of-coaching.jp/trialseminar/

2 ⽉ 06 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE17 単位-オンライン倫理規定３単位とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1 単位
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主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-BC&Ethics

2 ⽉ 07 ⽇（⽇） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

2 ⽉ 09 ⽇（⽕） 、他（オンライン ）
「MBCC オンライン説明会」
CCE コア・コンピテンシー：0 単位
主催：⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI)
>> https://mbcc-c.com/information-session

2 ⽉ 10 ⽇（⽔） （東京都 ）
「アクションラーニングコーチ養成講座」
CCE コア・コンピテンシー：37.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/alc/

2 ⽉ 11 ⽇（⽊） （オンライン ）
「やる気を引き出すポジティブな⾔葉がけ「ペップトーク」」
CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/study/2021/02/11.html

2 ⽉ 12 ⽇（⾦） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html
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2 ⽉ 13 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE17 単位-オンライン倫理規定３単位とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-BC&Ethics

2 ⽉ 13 ⽇（⼟） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

2 ⽉ 14 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座 TripleA プログラム Essential コース」
CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/zoom/

2 ⽉ 16 ⽇（⽕） （オンライン）
【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 20 回」
「
CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチ連盟⽇本⽀部）
>> https://coachingpractice20.peatix.com/view

2 ⽉ 20 ⽇（⼟） （オンライン ）
「ホールシステムコーチング(R)ブレインコース 2 ⽇間」
CCE コア・コンピテンシー：14 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/bc/
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2 ⽉ 25 ⽇（⽊） 、他（オンライン ）
「アクションラーニングコーチ養成講座(Online)」
CCE コア・コンピテンシー：37.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/alc/

─── 3 ⽉開催のイベント ──────

3 ⽉ 01 ⽇（⽉） 、他（オンライン ）
「SSU(Super Start Up)受講⽣募集」
CCE コア・コンピテンシー：22.5 単位
主催：⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI)
>> https://mbcc-c.com/ssu

3 ⽉ 06 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html

3 ⽉ 06 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「Points of You アカデミープログラム L1」
CCE コア・コンピテンシー：5.5 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.5 単位
主催：Points of You Japan
>> https://www.reservestock.jp/events/512268

3 ⽉ 06 ⽇（⼟） （オンライン ）
「オンライン

AOC トライアルセミナー」

CCE コア・コンピテンシー：4.0 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.5 単位
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主催：株式会社アート・オブ・コーチング
>> https://www.art-of-coaching.jp/trialseminar/

3 ⽉ 09 ⽇（⽕） （オンライン オンライン）
「コーチング勉強会（コア・コンピテンシー勉強会）」
CCE コア・コンピテンシー：1.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.25 単位
主催：みなと神⼾コーチングオフィス
>> http://www.minatokobe-coaching.com/index.php?seminar

3 ⽉ 11 ⽇（⽊） （東京都 有楽町）
「HOGAN ASSESSMENT 認定コース」
CCE コア・コンピテンシー：4.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：8.75 単位
主催：パーソルラーニング株式会社
>> https://li.persol-group.co.jp/seminar/detail?sem_id=494

3 ⽉ 13 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE16 単位-オンライン倫理規定とセルフマネジメント」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-SMT&Ethics

3 ⽉ 14 ⽇（⽇） （オンライン ）
「さあ磨こう！ わたしのコーチングスタイル」
CCE コア・コンピテンシー：6 単位
主催：株式会社 storyI
>> https://storyi.co.jp/event-list/

3 ⽉ 04 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「新・共創コーチングオンライン基礎コース（コミュニケーション）」
CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
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>> https://kyoso-coaching.com/communication.html

3 ⽉ 16 ⽇（⽕） 、他（オンライン ）
「アクションラーニング基礎講座(Online)」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

3 ⽉ 20 ⽇（⼟） 、他（オンライン ⼤阪）
「ホールシステムコーチング(R)アドンバンスプロフェッショナルコース(AC)」
CCE コア・コンピテンシー：73 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/index.html#ac

3 ⽉ 20 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE16 単位-オンライン倫理規定とセルフマネジメント」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-SMT&Ethics

3 ⽉ 20 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1518985/

今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
http://icfjapan.com/event

◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
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━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
同様のフォーマットにてご連絡いただければ
情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。

◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。

主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
http://icfjapan.com/cw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
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http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）

〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
Email:info@icfjapan.com
URL:http://www.icfjapan.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ICFJ 2021 年 03 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[⼀般公開記事]
◆ICF 本部メンバー資格更新時期のスタートです
◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 21 回

[会員限定記事]
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

[⼀般公開記事]
◆ コーチングワールド：
■『あなたの愛する領域でコーチングをビジネスとして成り⽴たせるため
に採れる３つの戦略』
◆ 3 ⽉〜4 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
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---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ICF 本部メンバー資格更新時期のスタートです
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF 本部のメンバーシップは 3 ⽉末まで。4 ⽉から更新です。

本部からのご案内メール（英語）が届きますので、
御対応よろしくお願い致します。

ICF 本部会員資格(ICF Membership)更新は 3 ⽉末までに！
https://coachingfederation.org/renew-membership

◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 21 回
━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

◆開催⽇時：
2021 年 4 ⽉ 20 ⽇（⽕） 19：00-21：00

◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー 2 単位

◆参加資格：ACC,PCC,MCC

◆参加費：
ICF ジャパン正会員・アソシエイツ

3500 円、⾮会員
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4500 円

◆お申し込み：国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン）主催
コーチングプラクティス第 21 回 | Peatix
https://peatix.com/event/1823852/view

◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼める
ための練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の
第 20 回です。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが
必要になりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことは
ありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思った
ことはありませんか。

既に対⾯、Zoom 合わせ、平⽇夜、週末拡⼤版と回を重ねてきましたが、
各回、とても深く楽しい学びの場になりました。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが
素晴らしい学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
などの感想をいただいています。

※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に
開催予定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス for
ALL は 6 ⽉、12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook
のイベント情報をご確認ください。

※コア・コンピテンシーを使⽤します。
印刷してご持参ください。
https://icfjapan.com/icf-cc
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※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。
ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

※法⼈パートナーは 2 ⼈まで正会員の参加費で参加できます。
お申し込みフォームに法⼈名をご記⼊ください。

このコーチングプラクティスは、コア・コンピテンシーをもとに学びあう、
⾃由度の⾼い練習の場です。

ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供
してください。

是⾮ 2021 年 4 ⽉ 20 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）

http://icfjapan.com/post/1576

◆ コーチングワールド
━━━━━━━━━━━━━─────
今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。
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【CW 情報】

■『あなたの愛する領域でコーチングをビジネスとして成り⽴たせるため
に採れる３つの戦略』

プロフェッショナルとして活躍するためには、コーチングだけでなく、ビジ
ネスについても精通していなくてはなりません。

多くの⼈が苦⼿とする売り込みやサービスづくりについて、シンプルで今か
らでも実⾏可能な３つの⼿法を紹介します。
http://icfjapan.com/post/cw/2093

◆3 ⽉〜4 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。

【イベント情報】

─── 3 ⽉開催のイベント ──────

3 ⽉ 01 ⽇（⽉） 、他（オンライン ）
「SSU(Super Start Up)受講⽣募集」
CCE コア・コンピテンシー：22.5 単位
主催：⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI)
>> https://mbcc-c.com/ssu

3 ⽉ 06 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html
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3 ⽉ 06 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「Points of You アカデミープログラム L1」
CCE コア・コンピテンシー：5.5 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.5 単位
主催：Points of You Japan
>> https://www.reservestock.jp/events/512268

3 ⽉ 06 ⽇（⼟） （オンライン ）
「オンライン

AOC トライアルセミナー」

CCE コア・コンピテンシー：4.0 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.5 単位
主催：株式会社アート・オブ・コーチング
>> https://www.art-of-coaching.jp/trialseminar/

3 ⽉ 09 ⽇（⽕） （オンライン オンライン）
「コーチング勉強会（コア・コンピテンシー勉強会）」
CCE コア・コンピテンシー：1.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.25 単位
主催：みなと神⼾コーチングオフィス
>> http://www.minatokobe-coaching.com/index.php?seminar

3 ⽉ 11 ⽇（⽊） （東京都 有楽町）
「HOGAN ASSESSMENT 認定コース」
CCE コア・コンピテンシー：4.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：8.75 単位
主催：パーソルラーニング株式会社
>> https://li.persol-group.co.jp/seminar/detail?sem_id=494

3 ⽉ 13 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE16 単位-オンライン倫理規定とセルフマネジメント」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-SMT&Ethics
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3 ⽉ 14 ⽇（⽇） （オンライン ）
「さあ磨こう！ わたしのコーチングスタイル」
CCE コア・コンピテンシー：6 単位
主催：株式会社 storyI
>> https://storyi.co.jp/event-list/

3 ⽉ 04 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「新・共創コーチングオンライン基礎コース（コミュニケーション）」
CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/communication.html

3 ⽉ 16 ⽇（⽕） 、他（オンライン ）
「アクションラーニング基礎講座(Online)」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

3 ⽉ 20 ⽇（⼟） 、他（オンライン ⼤阪）
「ホールシステムコーチング(R)アドンバンスプロフェッショナルコース(AC)」
CCE コア・コンピテンシー：73 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/index.html#ac

3 ⽉ 20 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE16 単位-オンライン倫理規定とセルフマネジメント」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-SMT&Ethics
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3 ⽉ 20 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1518985/

3 ⽉ 20 ⽇（⼟） （オンライン ）
「コーチングを学ぶ⼈のための LAB プロファイル⼊⾨セミナー」
CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/study/2021/03/LAB.html

3 ⽉ 20 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座

Essential Keystone コース」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/keystone/

─── 4 ⽉開催のイベント ──────

4 ⽉ 01 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「新・共創コーチングオンライン基礎コース（リレーションシップ）」
CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/relationship.html

4 ⽉ 03 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座 TripleA プログラム Essential コース 19 期」
CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/

4 ⽉ 04 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
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「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519207/

4 ⽉ 04 ⽇（⽇） 、他（⼤阪府 ⼼斎橋）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9.0 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3.0 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html

4 ⽉ 07 ⽇（⽔） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座 TripleA プログラム Essential コース 20 期(夜間コース）」
CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/

4 ⽉ 12 ⽇（⽉） 、他（オンライン ）
「Leading and Coaching Across Cultures /Certification Cultural Orientations Framework」
CCE コア・コンピテンシー：19.5 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1.75 単位
主催：HumaNexus Lab, Inc., Rosinski & Company among others
>> https://www.humanexus-lab.com/en/archives/579

4 ⽉ 17 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519213/

4 ⽉ 20 ⽇（⽕） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 21 回」
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CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）
>> https://peatix.com/event/1823852/view

今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
http://icfjapan.com/event

◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
同様のフォーマットにてご連絡いただければ
情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。

◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。
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主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
http://icfjapan.com/cw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）

〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
Email:info@icfjapan.com
URL:http://www.icfjapan.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ICFJ 2021 年 04 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[⼀般公開記事]
◆ICF 本部メンバー資格更新時期のスタートです
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◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 21 回

[会員限定記事]
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

[⼀般公開記事]
◆ コーチングワールド：
■『「全⾯開⽰」時代のコーチング』
◆ 4 ⽉〜5 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ICF 本部メンバー資格更新時期のスタートです
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF 本部のメンバーシップは 3 ⽉末まで。4 ⽉から更新です。

本部からのご案内メール（英語）が届きますので、
御対応よろしくお願い致します。

ICF 本部会員資格(ICF Membership)更新は 3 ⽉末までに！
https://coachingfederation.org/renew-membership

◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 21 回
━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

◆開催⽇時：
2021 年 4 ⽉ 20 ⽇（⽕） 19：00-21：00
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◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー 2 単位

◆参加資格：ACC,PCC,MCC

◆参加費：
ICF ジャパン正会員・アソシエイツ

3500 円、⾮会員

4500 円

◆お申し込み：国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン）主催
コーチングプラクティス第 21 回 | Peatix
https://peatix.com/event/1823852/view

◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼める
ための練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の
第 20 回です。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが
必要になりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことは
ありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思った
ことはありませんか。

既に対⾯、Zoom 合わせ、平⽇夜、週末拡⼤版と回を重ねてきましたが、
各回、とても深く楽しい学びの場になりました。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが
素晴らしい学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
などの感想をいただいています。
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※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に
開催予定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス

for

ALL は 6 ⽉、12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook
のイベント情報をご確認ください。

※コア・コンピテンシーを使⽤します。
印刷してご持参ください。
https://icfjapan.com/icf-cc

※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。
ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

※法⼈パートナーは 2 ⼈まで正会員の参加費で参加できます。
お申し込みフォームに法⼈名をご記⼊ください。

このコーチングプラクティスは、コア・コンピテンシーをもとに学びあう、
⾃由度の⾼い練習の場です。

ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供
してください。

是⾮ 2021 年 4 ⽉ 20 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
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コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）

http://icfjapan.com/post/1576

◆ コーチングワールド
━━━━━━━━━━━━━─────
今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。

■『「全⾯開⽰」時代のコーチング』
ソーシャルメディアなどでは、どの程度まで⾃分のことを公開するべきなの
でしょうか？

かつて、プライベートな情報と公開情報の間には、明確な境界線がありまし
たが、ソーシャルメディアの登場により時代は変わっています。ビジネスと
しての情報公開の指標について、ICF ミシガンの教育＆トレーニングのチャン
ピオンで 2021 年会⻑のベス・ビューロウ, PCC によるアドバイスです。

http://icfjapan.com/post/cw/2108

◆4 ⽉〜5 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。

【イベント情報】

─── 4 ⽉開催のイベント ──────

4 ⽉ 01 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「新・共創コーチングオンライン基礎コース（リレーションシップ）」
CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
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>> https://kyoso-coaching.com/relationship.html

4 ⽉ 01 ⽇（⽊） 、他（オンライン ）
「SSU(Super Start Up)受講⽣募集」
CCE コア・コンピテンシー：22.5 単位
主催：⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI)
>> https://mbcc-c.com/ssu

4 ⽉ 03 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座 TripleA プログラム Essential コース 19 期」
CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/

4 ⽉ 03 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座

Essential Keystone コース」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/keystone/

4 ⽉ 04 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519207/

4 ⽉ 04 ⽇（⽇） 、他（⼤阪府 ⼼斎橋）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9.0 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3.0 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html
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4 ⽉ 07 ⽇（⽔） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座 TripleA プログラム Essential コース 20 期(夜間コース）」
CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/

4 ⽉ 07 ⽇（⽔） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座

Essential Keystone コース」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/keystone/

4 ⽉ 08 ⽇（⽊） 、他（オンライン ）
「MBCC オンライン説明会」
CCE コア・コンピテンシー：0 単位
主催：⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI)
>> https://mbcc-c.com/mbcc_onlineseminer

4 ⽉ 09 ⽇（⾦） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

4 ⽉ 10 ⽇（⼟） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

4 ⽉ 12 ⽇（⽉） 、他（オンライン ）
「Leading and Coaching Across Cultures /Certification Cultural Orientations Framework」
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CCE コア・コンピテンシー：19.5 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1.75 単位
主催：HumaNexus Lab, Inc., Rosinski & Company among others
>> https://www.humanexus-lab.com/en/archives/579

4 ⽉ 13 ⽇（⽕） （オンライン ）
「コア・コンピテンシー勉強会（コーチング勉強会）

」

CCE コア・コンピテンシー：1.75 単位
主催：みなと神⼾コーチングオフィス
>> http://www.minatokobe-coaching.com/index.php?seminar

4 ⽉ 17 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：3 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.25 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519213/

4 ⽉ 18 ⽇（⽇） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

4 ⽉ 20 ⽇（⽕） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 21 回」
CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）
>> https://peatix.com/event/1823852/view

─── 5 ⽉開催のイベント ──────
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5 ⽉ 01 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「コーチのための⼼理学講座−ファーストステップ」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/psy/1st_step.html

5 ⽉ 01 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「SSU(Super Start Up)受講⽣募集」
CCE コア・コンピテンシー：22.5 単位
主催：⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI)
>> https://mbcc-c.com/ssu

5 ⽉ 02 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519216/

5 ⽉ 06 ⽇（⽊） （オンライン ZOOM 開催）
「新・共創コーチングオンライン基礎コース（パーソナルベース）」
CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/personalbase.html

5 ⽉ 07 ⽇（⾦） 、他（オンライン ）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9.0 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3.0 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html

5 ⽉ 08 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
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「CCE17 単位-オンライン倫理規定３単位とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-BC&Ethics

5 ⽉ 09 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519221/

5 ⽉ 15 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE17 単位-オンライン倫理規定３単位とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-BC&Ethics

5 ⽉ 20 ⽇（⽊） 、他（オンライン ）
「アクションラーニング基礎講座(Online)」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

5 ⽉ 20 ⽇（⽊） （東京都 有楽町）
「Hogan Assessments 認定コース」
CCE コア・コンピテンシー：4.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：8.75 単位
主催：株式会社パーソル総合研究所 (旧 パーソルラーニング株式会社)
>> https://rc.persol-group.co.jp/learning/stratified/training/494.html
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5 ⽉ 22 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519224/

5 ⽉ 27 ⽇（⽊） 、他（オンライン ）
「TLC 資格認定コース」
CCE コア・コンピテンシー：5.69 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：19.17 単位
主催：ザ・リーダーシップ・サークル
>> https://lcpcertification.com/japan-lcp-precertification-information

今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
http://icfjapan.com/event

◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
同様のフォーマットにてご連絡いただければ
情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。
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◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。

主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
http://icfjapan.com/cw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）
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〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
Email:info@icfjapan.com
URL:http://www.icfjapan.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ICFJ 2021 年 05 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[⼀般公開記事]
◆ICF 本部メンバー資格更新時期のスタートです
◆【2021 ICW インターナショナル・コーチング・ウィーク：
5 ⽉ 17 ⽇〜23 ⽇が開催されます】
◆GLF2021 が開催されました
◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 21 回

[会員限定記事]
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

[⼀般公開記事]
◆ コーチングワールド：
■『⾰新を望むなら〜好奇⼼の成⻑マインドセットの開発・サポート』
◆ 5 ⽉〜6 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ICF 本部メンバー資格更新時期のスタートです
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF 本部のメンバーシップは 3 ⽉末まで。4 ⽉から更新です。

https://coachingfederation.org/renew-membership

132

◆【2021 ICW インターナショナル・コーチング・ウィーク：
5 ⽉ 17 ⽇〜23 ⽇が開催されます】
━━━━━━━━━━━━━───────

いよいよ今年のインターナショナル・コーチング・ウィーク（ICW）が
近づいてまいりました。
年に１回の世界的コーチングイベント、今年は⽇本語で参加が可能です。
ICW は、世界中の個⼈や組織が、コーチングがもたらす可能性を理解し、
探求し、試し、発⾒するまたとない機会です。
イベント、ウェビナー、カンファレンス、教育的ワークショップ、パネル
ディスカッション、コーチングの公開デモンストレーション、プロボノ
セッションなど、ICF の各⽀部やメンバーがそれぞれの地域で開催する
様々な活動に参加できます。

各イベントも今年から多⾔語対応となり、5 ⽉ 9 ⽇現在、800 を超える
イベントが 23 の⾔語で開催されます。
コーチングに興味ある⽅ならどなたでも参加でき、原則無償です。

https://www.icf-events.org/international-coaching-week-events/

まずはサイトを開き⾃動翻訳機能で⽇本語に「はい」をすると、
すべてのご案内が⽇本語で確認できます。

⽇本語での参加が可能なイベントもございますので下記要領でご確認く
ださい。
View All Events をクリックし、Language で Japanese を指定して Filter
をクリックいただくと、⽇本語のイベントが確認できます。
https://www.icf-events.org/international-coaching-week-events/?language%5B%5
D=61&date=#top

プロフェッショナル・コーチングは、個⼈や組織を変⾰する⼒を持っています。
この変⾰の⼒を発⾒するには、実際に体験するのが⼀番です。新しい学びと
経験に向けて、新しい扉を開けてみましょう。
そして、あなたも ICW 2021 に主催者・参加者として、世界とつながりましょう。

◆GLF2021 が開催されました
━━━━━━━━━━━━━───────
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ICF の世界中のチャプターから各チャプター幹部 200 名が会して、
3 ⽉ 31 ⽇〜4 ⽉ 2 ⽇の 3 ⽇間、10 時間にわたり開催されました。
https://www.facebook.com/ICFJapan/posts/3805285702919096

昨年創⽴２５周年で、組織名が International Coaching Federation に変更となり、
コア・コンピテンシーや倫理規定も更新されました。
世界がコロナ渦中にあって、社会が⼤きく変化している今、私たちは「ONE ICF」と
して共に⼿を取り合い、個⼈として、また⾮営利団体としていかに社会の繁栄に向
かって貢献できるのか、それぞれのチャプターのベストプラクティスや課題を話し合
い、⼤変有意義な時間となりました。近年のジャパンチャプターでの近年の取り組み
についても発表させていただきました。

全体的に、グローバルに散らばる 135 のチャプターが ICF 会員の皆様と業界の発展のた
めに相互に寄与しあい、それを ICF がより⼤きな枠構えで⽀えていくという姿勢がよ
り強くなってきたように思います。
今後もより⼀層会員の皆様に貢献できるよう尽⼒してまいります。

◆ICF Coaching in English Group May Meeting
━━━━━━━━━━━━━───────

Sustainability Coaching: Making a Difference in the World
Mete Yazici, PCC, CPCC, ICF Mentor Coach, Founder of Commoncolors LLC.
CCE: 2
Date: May 20, 2021
Time: 7:00 p.m. ~ 9:15 p.m., with networking 9:15 p.m. ~ 10:00 p.m.
Place: Zoom (link sent to registrants on May 19)
Cost: ￥2,500 (ICF Japan members) or ￥3,500 (nonmembers). If you are a member of an organization
registered as an ICFJ corporate partner, you may attend at the ICFJ member price of ￥2,500. Offer limited to two
people from the same organization.

Sign up: Please register and pay through Peatix at <https://peatix.com/event/1895317/view
<https://peatix.com/event/1895317/view>>. Special Note: Registration closes on May 19 at noon.
ICFJ members, take note: The Peatix form will ask for your ICFJ membership number, so please be ready to fill it
in. If you attend the event as an ICFJ member, you must provide your membership number. You can find your
membership number at the top of the newsletter you receive from the ICF Japan Chapter.
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ICFJ corporate partner members, take note: The Peatix form will ask for the name of the organization you are
affiliated with, so please be ready to fill in this information.

The year 2020 was a turning point for many companies, countries, and the planet. It also marked the 50th
anniversary of the Earth Day celebrations. In Japan, many companies increased their efforts to contribute to the
UN’s Sustainable Development Goals.

As someone active in driving social changes since 2005, seasoned leadership coach and business leader Mete
Yazici is committed to inviting his fellow coaches to find their place in driving Sustainability. Mete believes that
although coaches don’t dictate clients’ agendas, coaches can invite clients to explore the difference they want to
make in the world. Sustainability can be achieved in multiple dimensions, and no effort is small.

In this interactive workshop, Mete will remind us of the dimensions of Sustainability and discuss what coaches can
do. As you explore the depth of the ways to make a difference, you will see that there are many doors to open and
many paths to walk together with your clients.

To build and maintain our coaching presence, Mete will first guide us to explore our own comfort about
Sustainability. Practice coaching on the topic of “Making a Difference in the World” will follow. You will learn how to
work with clients on:

- Identifying values around Sustainability
- Defining personal consumption patterns
- Designing career goals to lead a sustainable lifestyle
- Exhibiting the type of leadership at work that supports Sustainability

Through coaching each other, you will be honing your Core Competencies #3 Establishes and Maintains
Agreements, #5 Maintains Presence, and #7 Evokes Awareness.

At our meeting, you will:

- Consider your role as coach in supporting clients’ desires to make a difference through Sustainability
- Reflect on your own comfort with the topic
- Learn practical applications of your coaching skills to support clients on the topic
- Coach each other with a focus on Core Competencies #3, #5, and #7
- Earn essential Continuing Coach Education units

The Coaching in English Group is open to any coach or would-be coach of any nationality who uses or wants to
use English professionally in their coaching sessions. Activities will be conducted in English. Please join us to
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meet other coaches working in English, earn CCEUs, and build a supportive professional community with an
international flavor.

Coaching in English Group meeting dates for 2021: May 20, September 16, November 18

◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 22 回
━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

◆開催⽇時：
2021 年 5 ⽉ 25 ⽇（⽕） 19：00-21：00

◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー 2 単位

◆参加資格：ACC,PCC,MCC

◆参加費：
ICF ジャパン正会員・アソシエイツ

3500 円、⾮会員

4500 円

◆お申し込み：国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン）主催
コーチングプラクティス第 21 回 | Peatix
https://coachingpractice22.peatix.com/view

◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼める
ための練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の
第 22 回です。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが
必要になりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことは
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ありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思った
ことはありませんか。

既に対⾯、Zoom 合わせ、平⽇夜、週末拡⼤版と回を重ねてきましたが、
各回、とても深く楽しい学びの場になりました。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが
素晴らしい学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
などの感想をいただいています。

※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に
開催予定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス

for

ALL は 6 ⽉、12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook
のイベント情報をご確認ください。

※コア・コンピテンシーを使⽤します。
印刷してご持参ください。
https://icfjapan.com/icf-cc

※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。
ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

※法⼈パートナーは 2 ⼈まで正会員の参加費で参加できます。
お申し込みフォームに法⼈名をご記⼊ください。

このコーチングプラクティスは、コア・コンピテンシーをもとに学びあう、
⾃由度の⾼い練習の場です。

ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供
してください。
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是⾮ 2021 年 5 ⽉ 25 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）

http://icfjapan.com/post/1576

◆ コーチングワールド
━━━━━━━━━━━━━─────
今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。

■『⾰新を望むなら〜好奇⼼の成⻑マインドセットの開発・サポート』
好奇⼼とは育てることができるものだと考え、その成⻑をサポートすること
で、⾰新的なアイディアを⽣み出せる可能性が⾼くなります。

Yale-NUS カレッジの新しい研究についての紹介です。
http://icfjapan.com/post/cw/2128

◆5 ⽉〜6 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
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国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。

【イベント情報】

─── 5 ⽉開催のイベント ──────

5 ⽉ 01 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「コーチのための⼼理学講座−ファーストステップ」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/psy/1st_step.html

5 ⽉ 01 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「SSU(Super Start Up)受講⽣募集」
CCE コア・コンピテンシー：22.5 単位
主催：⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI)
>> https://mbcc-c.com/ssu

5 ⽉ 02 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519216/

5 ⽉ 06 ⽇（⽊） （オンライン ZOOM 開催）
「新・共創コーチングオンライン基礎コース（パーソナルベース）」
CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/personalbase.html

5 ⽉ 07 ⽇（⾦） 、他（オンライン ）
「感情とコーチング」
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CCE コア・コンピテンシー：9.0 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3.0 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html

5 ⽉ 07 ⽇（⾦） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：共創コーチング株式会社
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

5 ⽉ 08 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE17 単位-オンライン倫理規定３単位とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-BC&Ethics

5 ⽉ 09 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519221/

5 ⽉ 11 ⽇（⽕） （オンライン ）
「コア・コンピテンシー勉強会（コーチング勉強会）

」

CCE コア・コンピテンシー：1.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.25 単位
主催：みなと神⼾コーチングオフィス
>> http://www.minatokobe-coaching.com/index.php?seminar

5 ⽉ 13 ⽇（⽊） 、他（オンライン ）
「エモーショナルインテリジェンス開発セミナー」
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CCE コア・コンピテンシー：10 単位
主催：⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI)
>> https://ei-boost3rd.peatix.com/?utm_medium=web&utm_source=results&utm_medium=%3A%3A%3A1%3A1845497&utm_camp
aign=search

5 ⽉ 15 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE17 単位-オンライン倫理規定３単位とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-BC&Ethics

5 ⽉ 15 ⽇（⼟） （オンライン Z）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：共創コーチング株式会社
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

5 ⽉ 16 ⽇（⽇） （オンライン さいたま市南区）
「アドバンスド・コーチへの道〜コーチングフェスタ

PCC×MCC〜」

CCE コア・コンピテンシー：6 単位
主催：株式会社 storyI
>> https://storyi.co.jp/event-list/

5 ⽉ 20 ⽇（⽊） 、他（オンライン ）
「アクションラーニング基礎講座(Online)」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

5 ⽉ 20 ⽇（⽊） 、他（東京都 有楽町）
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「Hogan Assessments 認定コース」
CCE コア・コンピテンシー：4.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：8.75 単位
主催：株式会社パーソル総合研究所 (旧 パーソルラーニング株式会社)
>> https://rc.persol-group.co.jp/learning/stratified/training/494.html

5 ⽉ 22 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519224/

5 ⽉ 23 ⽇（⽇） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）
」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：共創コーチング株式会社
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

5 ⽉ 27 ⽇（⽊） 、他（オンライン ）
「TLC 資格認定コース」
CCE コア・コンピテンシー：5.69 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：19.17 単位
主催：ザ・リーダーシップ・サークル
>> https://lcpcertification.com/japan-lcp-precertification-information

─── 6 ⽉開催のイベント ──────

6 ⽉ 03 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

リードトゥゴール（オンライン開催）
」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/leadtogoal.html
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6 ⽉ 05 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE16 単位-オンライン倫理規定とセルフマネジメント」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-SMT&Ethics

6 ⽉ 05 ⽇（⼟） （オンライン ）
「コーチ養成講座 TripleA プログラム Essential コース 21 期」
CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/zoom/

6 ⽉ 05 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9.0 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3.0 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html

6 ⽉ 06 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519226/

6 ⽉ 11 ⽇（⾦） 、他（オンライン ）
「アクションラーニングコーチ養成講座」
CCE コア・コンピテンシー：37.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/alc/
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6 ⽉ 12 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE16 単位-オンライン倫理規定とセルフマネジメント」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-SMT&Ethics

6 ⽉ 19 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「ホールシステムコーチング（R） ブレインコース 2 ⽇間」
CCE コア・コンピテンシー：14 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/bc/

今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
http://icfjapan.com/event

◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
同様のフォーマットにてご連絡いただければ
情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。
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◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。

主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
http://icfjapan.com/cw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）

〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
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Email:info@icfjapan.com
URL:http://www.icfjapan.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ICFJ 2021 年 06 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[⼀般公開記事]
◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 23 回

[会員限定記事]
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

[⼀般公開記事]
◆ コーチングワールド：
■『コーチとクライアントの間に不協和⾳が⽣じた時は、勇気をもって中断
しよう』
◆ 6 ⽉〜7 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 23 回
━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）

◆開催⽇時：
2021 年 7 ⽉ 27 ⽇（⽕） 19：00-21：00

◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。
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◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー 2 単位

◆参加資格：ACC,PCC,MCC

◆参加費：
ICF ジャパン正会員・アソシエイツ

3500 円、⾮会員

4500 円

◆お申し込み：国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン）主催
コーチングプラクティス第 23 回 | Peatix
https://coachingpractice23.peatix.com/view

◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼める
ための練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の
第 22 回です。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが
必要になりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことは
ありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思った
ことはありませんか。

既に対⾯、Zoom 合わせ、平⽇夜、週末拡⼤版と回を重ねてきましたが、
各回、とても深く楽しい学びの場になりました。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが
素晴らしい学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
などの感想をいただいています。

※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に
開催予定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス for

147

ALL は 6 ⽉、12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook
のイベント情報をご確認ください。

※コア・コンピテンシーを使⽤します。
印刷してご持参ください。
https://icfjapan.com/icf-cc

※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。
ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

※法⼈パートナーは 2 ⼈まで正会員の参加費で参加できます。
お申し込みフォームに法⼈名をご記⼊ください。

このコーチングプラクティスは、コア・コンピテンシーをもとに学びあう、
⾃由度の⾼い練習の場です。

ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供
してください。

是⾮ 2021 年 7 ⽉ 27 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）
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http://icfjapan.com/post/1576

◆ コーチングワールド
━━━━━━━━━━━━━─────
今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。

■『コーチとクライアントの間に不協和⾳が⽣じた時は、勇気をもって中断
しよう』
最初は順⾵満帆に⾒えたクライアントとの関係が、明らかなミスマッチだっ
たと後で気付くことは、どのコーチにとっても起こりえます。それに気づく
ために、そして気づいてからは、どうすればよいのでしょうか？

2021 年から ICF のトレーニングプログラムや資格の認定に順次適⽤されていく
ICF コア・コンピテンシー最新版の、「価値ある経験としてコーチング関係を
終了するために、クライアントと協⼒し合っている」という項⽬について、
ICF ミシガン会⻑のベス・ビューロウによる解説です。
http://icfjapan.com/post/cw/2179

◆6 ⽉〜7 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。

【イベント情報】

─── 6 ⽉開催のイベント ──────

6 ⽉ 01 ⽇（⽕） 、他（オンライン ）
「SSU(Super Start Up)受講⽣募集」
CCE コア・コンピテンシー：22.5 単位
主催：⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI)
>> https://mbcc-c.com/ssu
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6 ⽉ 03 ⽇（⽊） 、他（オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ R 養成スクール

リードトゥゴール（オンライン開催）
」

CCE コア・コンピテンシー：12 単位
主催：株式会社コーチング・システムズ
>> https://kyoso-coaching.com/leadtogoal.html

6 ⽉ 04 ⽇（⾦） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：共創コーチング株式会社
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

6 ⽉ 05 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE16 単位-オンライン倫理規定とセルフマネジメント」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-SMT&Ethics

6 ⽉ 05 ⽇（⼟） （オンライン ）
「コーチ養成講座 TripleA プログラム Essential コース 21 期」
CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/zoom/

6 ⽉ 05 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9.0 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3.0 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html

6 ⽉ 06 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
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「JCLA プロフェッショナルコーチング勉強会

本講座プレ」

CCE コア・コンピテンシー：3 単位
主催：JCLA ⼀般社団法⼈ジャパンコーチラーニング
>> https://www.kokuchpro.com/event/JCLA51/1519226/

6 ⽉ 08 ⽇（⽕） （オンライン ）
「2h コーチング勉強会（コア・コンピテンシー勉強会）
」
CCE コア・コンピテンシー：1.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.25 単位
主催：みなと神⼾コーチングオフィス
>> http://www.minatokobe-coaching.com/index.php?seminar

6 ⽉ 10 ⽇（⽊） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス for ALL 第 5 回」
CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）
>> https://peatix.com/event/1917305/view

6 ⽉ 11 ⽇（⾦） 、他（オンライン ）
「アクションラーニングコーチ養成講座」
CCE コア・コンピテンシー：37.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/alc/

6 ⽉ 12 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE16 単位-オンライン倫理規定とセルフマネジメント」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-SMT&Ethics

6 ⽉ 12 ⽇（⼟） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」
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CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：共創コーチング株式会社
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

6 ⽉ 13 ⽇（⽇） （オンライン ZOOM 開催）
「共創コーチ養成スクール

オンライン体験プログラム（ZOOM 開催）」

CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：共創コーチング株式会社
>> https://kyoso-coaching.com/trial.html

6 ⽉ 19 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「ホールシステムコーチング（R） ブレインコース 2 ⽇間」
CCE コア・コンピテンシー：14 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/bc/

─── 7 ⽉開催のイベント ──────

7 ⽉ 06 ⽇（⽕） 、他（オンライン ）
「アクションラーニング基礎講座」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：⽇本アクションラーニング協会
>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

7 ⽉ 10 ⽇（⼟） （オンライン ）
「チームコーチング We メソッド(R)1 ⽇コース」
CCE コア・コンピテンシー：7 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/we/

7 ⽉ 11 ⽇（⽇） （オンライン ）
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「アドバンスド・コーチへの道〜「タイムマネジメント」」
CCE コア・コンピテンシー：6 単位
主催：株式会社 storyI
>> https://storyi.co.jp/event-list/

7 ⽉ 14 ⽇（⽔） 、他（オンライン ）
「アクションラーニング基礎講座(Online)」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

7 ⽉ 18 ⽇（⽇） 、他（⼤阪府 ⼼斎橋）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html

今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
http://icfjapan.com/event

◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
同様のフォーマットにてご連絡いただければ
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情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。

◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。

主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
http://icfjapan.com/cw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
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⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）

〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
Email:info@icfjapan.com
URL:http://www.icfjapan.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

ICFJ 2021 年 07 ⽉号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[⼀般公開記事]
◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 23 回

[会員限定記事]
◆コーチ向けサンプル資料を公開しました

[⼀般公開記事]
◆ コーチングワールド：
■『T-COACH:コーチングインテグレーションモデル』
◆ 7 ⽉〜8 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ

[会員限定記事]
---------事務局からのお知らせ--------◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 23 回
━━━━━━━━━━━━━───────

◆主催者名：
ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）
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◆開催⽇時：
2021 年 7 ⽉ 27 ⽇（⽕） 19：00-21：00

◆開催地：
オンライン（zoom)で⾏います。
zoom の URL はお申し込みいただいた⽅に個別でお知らせします。

◆発⾏ CCE：
コアコンピテンシー 2 単位

◆参加資格：ACC,PCC,MCC

◆参加費：
ICF ジャパン正会員・アソシエイツ

3500 円、⾮会員

4500 円

◆お申し込み：国際コーチング連盟⽇本⽀部（ICF ジャパン）主催
コーチングプラクティス第 23 回 | Peatix
https://coachingpractice23.peatix.com/view

◆内容：
「経験あるコーチたちが、切磋琢磨しながら、コーチング能⼒を⾼める
ための練習の場合を提供すること」を⽬的としたコーチングの練習会の
第 22 回です。

コーチとしての経験を積んでくると、その⽴場、⽴場で新たな学びが
必要になりますが、学んだことを練習で試してみたいと思ったことは
ありませんか。
同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しいと思った
ことはありませんか。

既に対⾯、Zoom 合わせ、平⽇夜、週末拡⼤版と回を重ねてきましたが、
各回、とても深く楽しい学びの場になりました。

「レベルの⾼いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが
素晴らしい学びになった」
「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」
「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」
「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」
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などの感想をいただいています。

※ コーチングプラクティスは、3 ⽉、8 ⽉を除く毎⽉、基本第 4 ⽕曜⽇に
開催予定です。
ACC を⽬指す⽅にもご参加いただけるコーチングプラクティス

for

ALL は 6 ⽉、12 ⽉の第 2 ⽊曜⽇に開催予定です。
確定ではありませんので、ICF ジャパンホームページおよび Facebook
のイベント情報をご確認ください。

※コア・コンピテンシーを使⽤します。
印刷してご持参ください。
https://icfjapan.com/icf-cc

※コーチングプラクティスはコーチングの練習会です。
ICFJ スタッフがファシリテーターを務めます。講師はおりません。

※法⼈パートナーは 2 ⼈まで正会員の参加費で参加できます。
お申し込みフォームに法⼈名をご記⼊ください。

このコーチングプラクティスは、コア・コンピテンシーをもとに学びあう、
⾃由度の⾼い練習の場です。

ここで、それぞれの課題を解決し、さらに良質なコーチングを社会に提供
してください。

是⾮ 2021 年 7 ⽉ 27 ⽇はご⼀緒に学びあいましょう！！。

◆お問合せ：
ICF ジャパン クレデンシャル＆エデュケーションチーム
畑さち⼦ （運営委員）sachiko.hata@icfjapan.com

◆コーチ向けサンプル資料を公開しました
━━━━━━━━━━━━━───────

ICF ジャパンではこの度、コーチング契約時の個⼈向けコーチングセッ
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ション同意書のサンプルと、クライアントがコーチングを受けるにあた
ってのご案内⽤の資料を作成しました。
コーチングについての解説や、契約の際のテンプレートとしてお使いく
ださい。
（同意書は実際のコーチングの内容に合わせて書き換えてください。）

http://icfjapan.com/post/1576

◆ コーチングワールド
━━━━━━━━━━━━━─────
今⽉は、以下の記事を翻訳し、ご紹介しています。

■『T-COACH:コーチングインテグレーションモデル』
コーチングプロセスを扱う際、多くの⽅がご存知の GROW モデルよりも、完全
なプロセスを⾏うためにはさらに多くのステップが必要です。

ICF コアコンピテンシーに沿ったより完成度の⾼いモデル、T-COACH モデルを
ご紹介します。
http://icfjapan.com/post/cw/2205

◆7 ⽉〜8 ⽉の CCE 発⾏イベントのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
ICFJ や法⼈パートナー様による CCE 発⾏イベントのお知らせです。
国際的なスタンダードである ICF 認定資格の取得や更新、
みなさまのコーチングの質を⾼めるためにぜひご活⽤ください。

【イベント情報】

─── 7 ⽉開催のイベント ──────

7 ⽉ 06 ⽇（⽕） 、他（オンライン ）
「アクションラーニング基礎講座」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：⽇本アクションラーニング協会

158

>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

7 ⽉ 10 ⽇（⼟） （オンライン ）
「チームコーチング We メソッド(R)1 ⽇コース」
CCE コア・コンピテンシー：7 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/we/

7 ⽉ 11 ⽇（⽇） （オンライン ）
「アドバンスド・コーチへの道〜「タイムマネジメント」」
CCE コア・コンピテンシー：6 単位
主催：株式会社 storyI
>> https://storyi.co.jp/event-list/

7 ⽉ 13 ⽇（⽕） （オンライン ）
「2h コーチング勉強会（コア・コンピテンシー勉強会）」
CCE コア・コンピテンシー：1.75 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：0.25 単位
主催：みなと神⼾コーチングオフィス
>> http://www.minatokobe-coaching.com/index.php?seminar

7 ⽉ 14 ⽇（⽔） 、他（オンライン ）
「アクションラーニング基礎講座(Online)」
CCE コア・コンピテンシー：13.25 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：2.75 単位
主催：WIAL-Japan（⽇本アクションラーニング協会）
>> https://www.jial.or.jp/program/psd/

7 ⽉ 18 ⽇（⽇） 、他（⼤阪府 ⼼斎橋）
「感情とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
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>> https://www.ginza-coach.com/class/stepup/emotion.html

7 ⽉ 27 ⽇（⽊） （オンライン）
「【ICF ジャパン主催】コーチングプラクティス第 23 回」
CCE コア・コンピテンシー：2 単位
主催：ICF ジャパン（国際コーチング連盟⽇本⽀部）
>> https://coachingpractice23.peatix.com/

─── 8 ⽉開催のイベント ──────

8 ⽉ 07 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「CCE17 単位-オンライン倫理規定３単位とコーチング」
CCE コア・コンピテンシー：16 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：1 単位
主催：NPO 法⼈ヘルスコーチ・ジャパン
>> https://communis.mykajabi.com/CCE-BC&Ethics

8 ⽉ 07 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「コーチのための⼼理学講座−ファーストステップ」
CCE コア・コンピテンシー：9 単位
／CCE リソース・ディベロップメント：3 単位
主催：銀座コーチングスクール
>> https://www.ginza-coach.com/class/psy/1st_step.html

8 ⽉ 07 ⽇（⼟） 、他（オンライン ）
「コーチ養成講座

Essential コース

22 期」

CCE コア・コンピテンシー：60 単位
主催：⼀般社団法⼈東京コーチング協会
>> https://tca.tokyo/college/tripleA/essential/zoom/

8 ⽉ 08 ⽇（⽇） 、他（オンライン ）
「SSU(Super Start Up)受講⽣募集」
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CCE コア・コンピテンシー：22.5 単位
主催：⼀般社団法⼈マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI)
>> https://mbcc-c.com/ssu

8 ⽉ 21 ⽇（⼟） （オンライン ）
「ホールシステムコーチングプロフェッショナルコース(PC)」
CCE コア・コンピテンシー：66 単位
主催：株式会社コーチ・アイエヌジー

ホールシステムコーチング

>> https://wsc-japan.com/work/index.html#pc

今後開催されるイベントについては、下記ページにて
随時お知らせしていきますので、ご確認ください。
http://icfjapan.com/event

◇「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者を引き続き募集します
━━━━━━━━━━━━━─────
みなさま、情報提供をありがとうございます。

「ICF 資格取得者⼀覧」登録希望者は引き続き募集しております。
http://www.icfjapan.com/icfinfo/credentials/holders

掲載を希望される正会員の⽅は、専⽤フォームより、
下記の情報をお知らせください。
ACC や PCC から、PCC や MCC などに資格を変更された⽅についても
同様のフォーマットにてご連絡いただければ
情報を更新させていただきます。

http://icfjapan.com/post/credentials/684

みなさまのご登録、お待ちしております。

◇ 翻訳ボランティア募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━─────
会員・アソシエイツの皆様で、英語から⽇本語への翻訳をお⼿伝いいただける、
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という⽅を募集しています。
些少ですが、謝礼もお⽀払致します。

御興味ある⽅は、お気軽に、事務局・翻訳担当（ honyaku@icfjapan.com ）
までお問い合わせください。

主に、下記のコーチングワールドの記事の更新をお⼿伝いいただこうと
考えています。
http://icfjapan.com/cw

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは、国際コーチング連盟⽇本⽀部正会員・アソシエイツ・
パートナーの皆様に、お送りさせていただいております。

★メールアドレスを含む、会員情報に変更がございましたら、
下記のフォームより、事務局までご連絡ください。
http://www.icfjapan.com/join/update
退会については、お⼿数ですがこちらから申請をお願いいたします。
http://www.icfjapan.com/join-goodbye

★2020 年１⽉より ICF 本部はその名称を the International Coach
Federation（国際コーチ連盟）より、the International Coaching
Federation（国際コーチング連盟）と変更しました。
これに伴い、ICFJ も、「⼀般社団法⼈国際コーチ連盟⽇本⽀部」
から「⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部」への変更を順次、
⾏って参ります。
しばらくは両名称が併記になりますが、御理解ください。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

⼀般社団法⼈国際コーチング連盟⽇本⽀部

事務局（会員管理担当）

〒112-0003 東京都⽂京区春⽇ 1-5-3-201
Email:info@icfjapan.com
URL:http://www.icfjapan.com/
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【お振込み先】
三菱 UFJ 銀⾏ ⿇布⽀店 普通⼝座 0165839
⼝座名 ⼀般社団法⼈ 国際コーチング連盟⽇本⽀部

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

163

1-(7) その他この法⼈の⽬的を達成するために必要な事業
1-(7)-1

ICF ジャパン企画運営会議

希望アンケートとして 2020.7.24-2020.8.27 に実施しました、IC ジャパンの運営に関するアンケート
には 215 名の皆さんから貴重なお声をいただきました。
特に以下 2 点が⼤きな課題として、理事会や運営会に共有されました。
①ICF の認定制度
右の図の通り認定制度はある程度は認
知され、これから認定を受けたいと希望
される⼈が居る⼀⽅で、申請⼿続きの⾔
語の問題や試験のためのコーチング内容
の英語訳などのハードルが⾼い状況が明
確になりました。
また、取得後の認定維持に必要な継続
学習に関してもその機会や費⽤など課題
が⾒えてきました。
②ICF の会員制度
ICF 本部の会員制度に加え、ICF ジャパ
ンの独⾃会員制度（正会員、アソシエイツ
＆法⼈会員）を運⽤していますが、上記認
定制度との違いや、本部＆ジャパンの⼆重
会員制度など⼗分な理解を得られていな
いことが判明しました。また、会員への⼊
会⼿続きが複雑、⼊会後の会員管理、⽀援
などに関する不満も多いことが⾒えてき
ました。
この状況を改善するために、企画関係
理事、運営委員を中⼼に毎週検討会を実
施、会員⽀援を中⼼にした運営からより
幅広いステークホルダーとの関係構築を
視野に検討を開始しました。
その後、2021 年になり、新任の委員か
らの参加者も加わり、より具体的な改善
施策の検討を始めています。より多くの
ステークホルダーとの関係構築と ICF ジ
ャパンの存在意義を⾼めるべく活動を継
続します。
164

1-(7)-2 次期理事候補の選出

①

２０２１年７⽉１２⽇

理事会議事録

令和３年７⽉ 12 ⽇（⽉）午後０時００分，オンライン理事会において，出席理事６名（全員）、事務
局⻑同席のもとに理事会を開催し，下記議案につき可決確定の上，午後１時００分に散会した。
参加理事：浅倉（紫藤）由美⼦、荒⽊督恵（まさえ）、⽥中智⼦、⼤坪隆志、稲葉直彦、藤原只敏
事務局⻑：原⼝佳典
決議案
１．社員総会の⽇時及び場所並びに⽬的である事項の決定に関して
２．理事候補者の選任⽅法に関して
決議事項
１．社員総会（令和３年度定時総会）を下記の要領で開催する提案がなされ、理事会がこれを決定し
た。
⽇時 ： 2021 年 9 ⽉ 29 ⽇（⽔） 開場１７：３０ 開演１８：００
会場 ： 品川区総合区⺠会館（きゅりあん） ５F 第⼆特別講習室
２．理事候補者の選任⽅法に関して
議⻑は、当法⼈の役員全員が、本通常総会の終結と同時に任期が満了するので理事候補者の数並びに
理事候補者への⽴候補可能者の確定・理事候補者の選出の⽅法ついて提案がなされ、理事会がこれを
決定した。
【理事候補者の数】
定款第 23 条の定めるところにより理事３名以上 20 名以内を前提に以下条件で⽴候補者を募り、理
事会での承認を以て、総会に推薦する。
【理事候補者への⽴候補の意思表明をした者】
⽴候補可能者は下記の通り
・ICF 認定資格保持者であること
・ICF 本部会員でありかつ ICF ジャパンの正会員であること
・現理事あるいは、運営委員（運営委員として ICF ジャパンより承認された⽇から理事⽴候補の時
点で１年以上活動を継続している⼈）であること
・ICF ジャパンの経営/運営全般に関わる意思があること
・理事ミーティング（現状：週１回）に毎回出席すること
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②２０２１年７⽉１９⽇

理事会議事録

令和３年７⽉ 19 ⽇（⽉）午前 11 時 00 分，オンライン理事会において，出席理事６名（全員）、事
務局⻑同席のもとに理事会を開催し，下記議案につき可決確定の上，午後 0 時 00 分に散会した。
参加理事：浅倉（紫藤）由美⼦、荒⽊督恵（まさえ）、⽥中智⼦、⼤坪隆志、稲葉直彦、藤原只敏
事務局⻑：原⼝佳典
決議案
１．理事候補者の選任に関して
＜決議事項＞
理事候補者の選任に関して
議⻑から、以下 7 名から理事候補としての届け出があったことの報告とともに、理事候補としての
社員総会に推薦する旨の提案があり、理事会は以下事由をもとに、この提案を決定した。
・浅倉由美⼦ / 紫藤由美⼦（併記）
・荒⽊督恵

/ 荒⽊まさえ（併記）

・稲葉直彦
・⽥中智⼦
・藤原只敏
・畑さち⼦
・藤井宏美
＜決定事由＞
１．理事候補者の数
⽴候補者数が定款第 23 条の定めるところによる理事３名以上 20 名以内である。
２．理事候補者が次の⽴候補の要件を満たしている。
・ICF 認定資格保持者であること
・ICF 本部会員でありかつ ICF ジャパンの正会員であること
・現理事あるいは、運営委員（運営委員として ICF ジャパンより承認された⽇から理事⽴候補の時
点で１年以上活動を継続している⼈）であること
・ICF ジャパンの経営/運営全般に関わる意思があること
・理事ミーティング（現状：週１回）に毎回出席すること
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２．事業計画
2-(1) 2021 年度 事業計画
2-(1)-1

事業部⾨

2-(1)-2

⾮事業部⾨

2020 年度に予定していたＣＲＭ等のＩＴツールの導⼊等については、2021 年度以降、理事会での検討
によりより⼤幅なオペレーション変更も視野に⼊れて、2 か年計画で検討・推進することとなった。
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３．会計報告・予算案
3-(1) 令和２年度会計報告

168
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計算書類に対する注記
1 管理費に関しては、⾮収益部⾨と収益部⾨それぞれ収⼊の⽐で按分しております。
（法⼈税等を除く）
2 消費税等の会計処理は税込⽅式によっております。
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3-(2) 監査報告書
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3-(3) 令和 3 年度事業計画／予算案
3-(3)-1

事業計画

実施する事業 /施策

実施内容

実施時期

収入 (円 )

支出 (円 )

収入・支出の計算根拠
正会員：3,500 円／⼈x6名

アソシエイ

ツ：3,500円/⼈x4名 ⾮会員：4,500円

コーチングプラク

資格取得者向けコーチングの練習の

ティス

場の提供

毎⽉ 8⽉ 12⽉除く

485,000

276,000

/⼈x３名 10回

⽀出

Peatix:

40,000円、会議室：50,000円 交通費:
20,000円 出張費：66,000円 CCE証
明書アウトソーシング：100,000円
正会員：3,500 円／⼈x4名

アソシエイ

ツ：3,500円/⼈x2名 ⾮会員：4,500円

コーチングプラク

すべての⽅向けコーチングの練習の

ティス for ALL

場の提供

年２回

96,000

42,000

/⼈x6名

2回

⽀出 Peatix：

8,000円 会議室:10,000円 交通費：
4,000円 CCE証明書アウトソーシン
グ：20,000円
正会員：4,500 円／⼈x4名

コーチングプラク
ティス for ALL（３
H）

アソシエイ

ツ：4,500円/⼈x2名 ⾮会員：5,500円

すべての⽅向けコーチングの練習の
場の提供

年２回

76,000

177,000

/⼈x２名

2回

⽀出

Peatix：

6,000円 会議室:15,000円 交通費：
4,000円 出張費：132,000円 CCE証
明書アウトソーシング：20,000円

Coaching in

英語でコーチングを学ぶ場の提供

年4回

116,000

86,000

ICFジャパン勉強会 更新⽤倫理規定の単位の取得補助

年1回

36,000

13,000

English Group

正会員：2,500 円／⼈x6名
4,500円/⼈x4名

4回

正会員：5,500 円／⼈x8名
6,500円/⼈x6名

1回

⾮会員：
⽀出 Peatix

⾮会員：
⽀出 Peatix

参加者 160,000円ⅹ12名 ⽀出

Code&CC研究会

倫理規定とコア・コンピテンシーを
教育する⼈の育成の場

プ

ラットフォーム（他のものにする可能

年1回

1,920,000

586,000 性を考えて）外部講師料⾦ 217,000円
CCE証明書アウトソーシング：10,000
円

４名（仮）で参加
グローバルの最新情報やトレンドの
ICFコンバージ

情報取得、及びICFからのメッセージ

メンバー参加費⽤ $400ｘ４⼈分とし

10⽉

0

160,000

通年

0

120,000

3⽉頃

0

145,000 名）＊各⾃ご負担いただく場合は理事

を⼿分けして収集し、⽇本語化して

て

届けるため
ICFからの情報翻訳

アドバイザリーボー
ド
理事・運営委員感謝
の会

メンバー向けメールや動画の⽇本語
化

ボランティアをベースとするが、１⽉
10,000の予算内でアウトソーシング
5,000 x 29名 (メンバー22名、理事7

Mtg. および懇親会

分だけとなります

理事、委員の懇親の場

12⽉

0

100,000
収⼊は昨年実績、参加110名（内37名は

ICFJコーチングコン
バージの開催

コーチングの普及のためのイベント
（コンバージ）をオンラインで実施

無償招待）

未定

408,500

204,000 ⽀出は昨年実績から本来不要だったと
思われる費⽤（会場費、wiﬁレンタルな

する。

ど）を差し引いて算出。

広報活動費

会員管理システム導
⼊

インターネット広告など

年2回

0

会員管理システムの企画開発導⼊

11⽉

0
3,137,500
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500,000

5,000,000 コンサルティング費⽤、構築費⽤
7,409,000

▲ 4,271,500

3-(3)-2

予算案

収益

受取会費

2,500,000

受取イベント費

3,200,000

教材等売上

3,108,500

受取寄付金

0

受取支援金

1,500,000
収益計

400,000

業務委託費
事業費

1,340,000

イベント経費（含会場費）
小計

1,740,000
1,500,000

業務委託費

130,000

地代家賃

5,000,000

設備投資費
事務用消耗品

30,000

会議費

30,000
0

旅費交通費
管理費

10,308,500

100,000

通信費

10,000

支払手数料

0

諸会費
広告宣伝費

500,000

交際費

245,000

支払法人税

600,000

租税公課

100,000
小計

8,245,000

経費計

9,985,000

正味財産期末残高

8,235,989

（正味財産期初残高
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7,912,489 ）

４.決議事項
4-(1) 決算、事業計画ならびに予算の承認
⇒2-(1) 並びに 3-(3)参照
4-(2) 理事の選任（新任・重任）
⇒1-(7)-２参照
4-(3) 監事の重任
中村 浩史

⽒（現監事）

学校法⼈産業能率⼤学
経営管理研究所

総合研究所

⼈事・マネジメント研究センター

主任研究員
・学校法⼈産業能率⼤学

総合研究所

・⼀般財団法⼈ 多⽥脩學育英會

（平成 13 年 4 ⽉〜現在）

選考委員（平成 28 年 10 ⽉〜現在）
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