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スティーブ・ジョブズ、松下幸之助、本田宗一郎、ココ・シャネルなど、

世界中の成功者の心理分析と、５０００人以上の経営者やリーダー

のコンサルティングを通して体系化された、才能を発掘して、自分ら

しく成功するための「才能心理学」を６ヶ月間でマスターする！  
  

起業、結婚、昇進、講師デビューなど、参加者の人生を変えた、少人数限定の実践プログラムを公開・・・  

  

こんにちは、才能心理学協会の北端康良です。	 	 

	 

私と５０００人以上のクライアントの人生を変えてくれた「才能心理学」に	 

興味を持ってくださり、ありがとうございます。	 

	 

この手紙では、拙著「自分の秘密	 才能を自分で見つける方法」には載せきれなかった	 

才能心理学の実践的な内容や、ビジネスや実生活での成功事例、そして才能心理学があなたの人生を変える理由について

詳しくお伝えしていきます。	 

	 

私が２０１２年３月に「才能心理学」を世に出した理由は、日本が今、時代の転換期にあり、私にできる全てを分かち合

いたいと思ったからです。具体的には、ITや機械化、人件費の安いアジアの台頭による雇用の喪失、経済不況、高齢化社

会、生活保護の問題、環境問題など、今までのやり方では解決が難しい問題が山積みです。	 

	 

私がこういった問題意識を感じているのは、新聞やニュースだけの影響ではありません。むしろ、私の元に相談に訪れる

経営者やビジネスリーダー、会社員や主婦のリアルな声によるものです。守秘義務の関係で詳しくは話せませんが、売上

の減少、離婚問題、人間関係のストレス、子供の不登校など、人にはなかなか話せないような悩みを抱えている人も多く

いらっしゃいます。	 

	 

私は１０年以上心理カウンセラーとして活動してきましたが、どんな状況でも、心の平安を自分でつくれる人は、幸せで

豊かな人生を送ることができると考えています。しかし、時代の転換期である今、それ以上の何かが必要だと感じたので

す。自分の心の平安が持てるようになった先に、世の中の役に立つような何かをしたい！という経営者やリーダーの相談

が増えてきたということもあります。	 

	 

そこで私は、時代の転換期に活躍した成功者や偉人達の研究に没頭しました。彼らの心理研究をすることによって、今の

日本に必要なリーダーの要素、成功の条件が見つかると考えたからです。実際、スティーブ・ジョブズや松下幸之助、本

田宗一郎、ココ・シャネルなど、時代の転換期に世の中を変えた偉人を調べれば、調べるほど、彼らの成功の秘密が解き

明かされ、寝食も忘れるほど研究に没頭しました。その結果、「才能」という共通点が見つかったのです。	 
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彼らはどうやって才能を発揮し、幸せと成功を手に入れることができたのか？そして、成功の果てに、不幸な人生を歩ま

なければならなかったのか？ 

 

その秘密を、まず自分の人生に活用してみました。その結果、私は１０年務めた会社を離れ、思い切って起業しました。

おかげさまで、自分で開発した独自のセミナーやコンサルティングには、多くのクライアントさんが集まるようになった

のです。そして、クライアントたちにもこの秘密を教えたところ、経営が好転したり、起業や結婚、昇進など、彼らも望

む人生を手に入れていったのです。私と数百人のクライアントの人生を変えた「才能の秘密」の基本的な考え方をまとめ

たものが、拙著「自分の秘密」であり、これまで開催してきたセミナーです。 

 

実は、「才能心理学」は人間の も深い心理を扱い、人生を変化させるパワーを持っているのですが、本や数時間のセミナ

ーでは、エッセンスを伝えることが精一杯です。そこで身近な経営者やリーダーに声をかけて、６ヶ月間の集中プログラ

ムを行いました。受講生の積極的なリーダーシップとチームワークもあり、多くの人が、仕事や人生に変化を起こしてい

きました。詳しくは後ほど紹介していきます。 

 

私は、リーダーというのは職業だとは考えていません。私の元には、数百人の社員を抱える経営者から主婦まで相談に訪

れます。リーダーとは、職業や年齢ではなく、積極的に自分の人生を変えて、大切な人や社会を幸せに豊かに出来る人だ

と考えています。正解のない時代にこそ、積極的に人生を変えていくリーダーが必要です。 

	 

あなたが世の中を変えるリーダーかどうか、私には分かりません。なぜなら、それはあなたが決めることだからです。あ

なたが自分の才能を使って、自分と周りの人生を変える豊かなリーダーになろうと思ったら、ぜひこの手紙を読み進めて

ください。	 

  

才能を発揮して、活躍している人たちとは！？  

あなたの望む、仕事・収入・やりがい・社会への貢献・人間関係の全てを手に入れる！  

  

レオナルド・ダ・ヴィンチ、スティーブ・ジョブズ、ジョン・レノン、矢沢永吉、安藤忠雄、岡本太郎、夏目漱石、ココ・

シャネル、ウォーレン・バフェット、ウォルト・ディズニー、松下幸之助、ゴッホ、宮沢賢治、本田宗一郎、藤沢武夫、

盛田昭夫、井深大、イチロー、ネルソン・マンデラ、マザー・テレサ、グラハム・ベル・・・。 

 

彼らはそれぞれの分野で卓越した成果を残した人たちです。「それは彼らが特別なのでは？」とあなたは思うかもしれませ

んが、そんなことはありません。なぜなら、私と数百人のクライアントの人生の変化が、そのことを証明しているからで

す。 

  

才能を発揮している人たちに共通するのは、尽きることのない情熱と行動力です。周囲からは頑張っているように見えて

も、彼らは努力している感覚すらありません。ビジネスの収入や充実感も普通の人の何倍、何十倍です。自分の好奇心に
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突き動かされて、毎日やりたいことに没頭し、使い切れないほどの報酬を手にしているのです。彼らは、自分にしかでき

ない価値を世の中に発揮して、たくさんの人に感謝されています。彼らは、「才能の源泉」から湧き出る情熱に突き動かさ

れて、クリエイティブな活動をしているので、職業が変わっても問題ありません。一度、自分の居場所（仕事）で圧倒的

な結果を出すと、お金を受け取らない方が難しくなります。例えば、メジャーリーガーのイチロー選手は、CM に出演する

だけで高額の報酬をもらっています。本を出せばベストセラーです。私自身も、才能の源泉に気づいてから、「作家」「セ

ミナー講師」「コンサルタント」「経営者」など、複数の役割から収入を得ていますし、様々な団体や著名人から講演の依

頼を頂くようになりました。	 

	 

一度、才能を発掘してブランドを確立できれば、お客さんに困ることがなくなり。何をやっても豊かになることができま

す。才能とは、幸せと豊かさの源泉なのです。	 

	 

しかし、あなたも感じているかもしれませんが、才能を発揮している人はまだまだ少数派です。 

  

なぜ才能を発揮している人が少ないのか？  

	 

私のもとには経営者や起業家から、サラリーマンや OL、主婦から学生まで、自分の才能を見つけたい、キャリアップした

い、やりがいのある仕事を見つけたいという方が来られます。「才能の見つけ方さえわかれば、もっと活躍できるはずだ」

「部下の才能を引き出せれば、もっとパフォーマンスが上がるはずだ」「もっと能力を引き出せれば、結果も出るし、収入

が上がるはずだ」そう思って相談に来られます。	 

	 

別の言い方をすれば、彼らは、「自分の才能がわからない」「引き出し方がわからない」と言うのです。私も昔はそう思っ

ていました。では、なぜ、私たちは自分の才能がわからないのでしょうか？	 

	 

ここには重要な問いが隠れています。それは、	 

	 

「才能というのは特別な人だけが持っている、特別な能力なのか？」	 

「それとも、誰もが才能を持っているのに、見つける方法が分からないだけなのか？	 」	 

	 

あなたはどちらだと思いますか？	 

	 

私はこの１３年間、のべ５０００人の相談を受け、人の才能や強みがどのように生まれるのか、どうすれば才能を引き出

せるのか？	 その方法を心理学的に研究してきました。その経験から、「人は誰でも才能を持っている。ただ、見つけ方が

わからないだけだ」と考えています。	 

	 

なぜ、才能の見つけ方がわからないのか？その理由は大きく３つあります。	 
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まず１つ目は、誰からも教わったことがないからです。	 

	 

あなたは、今までに「才能を見つける方法」を教わったことはありますか？国語や算数は学校で習いました。仕事のスキ

ルも会社に入れば習います。多くのスキルは、教えてもらって、できるようになったはずです。たまに習ったことがない

のに一人でできる人もいますが、ごくごく少人数です。才能の見つけ方がわからない一番の理由は、その方法を教わった

ことがないからです。	 

	 	 

親が子どもの、教師が生徒の、上司が部下の才能を引き出せないのも、才能の見つけ方を教えられないのも無理はありま

せん。そして子どもが、大人になって親や教師や上司になる。誰も才能の見つけ方を教えられない理由です。これは、誰

のせいでもありません。今まで、誰も知らなかっただけなのです。	 

	 

しかし、ほとんどの人は、「才能とは、特別な人が持つものだ」「普通の自分には関係のないものだ」と思い込んでしまい

ます。もしかしたら、あなたも「才能なんて特別な人が持つものだ」「普通の私達には関係のないものだ」と思い込んでい

るかもしれません。それは、あなたの身近に自分の才能を活かしている人がいなかったからなのです。	 

	 

２つ目の理由がこの「思い込み」です。	 

	 

あなたが、「才能は特別な人だけが持つものだ」「自分には才能があるけど、他人にはない」と思っているなら、それは事

実ではなく思い込みです。才能を見つける方法はあります。今から、１つ１つあなたの才能の見つけ方をお伝えしましょ

う。	 

	 

３つ目の理由は、才能は目に見えないということです。	 

	 

私たちは、結果は見えても才能は目に見えません。自分のやりたいことや強み、幸せも目に見えません。だから普通の人

は、見えないもの＝無いもの、だと不安になるのです。	 

	 

不安になると、私たちは目に見えるものを手に入れようとします。それが、スキルや資格、自分を魅力的に見せようとす

るブランド品、肩書きです。しかし、才能の本質を理解している人からすれば、それらは全て不安や自信の無さを現れな

のです。	 

	 

この状況から抜け出すには、単なるスキル、資格以上のもの、人と違う能力、つまり才能が必要です。自分の才能を見つ

けるには、まず、目に見えないものを見る力を身につけることなのです。	 
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「才能心理学」があなたの人生を変える理由  

  

それは、ずばり私と数百人のクライアントが才能心理学を使って、人生を変えた経験があるからです。	 

私は、講座の中で「人生の方程式」の話をします。	 

	 

人生の方程式とは、	 

	 

人生の結果＝過去の記憶×感情×思考×才能×行動	 

	 

という考え方です。私がこれまで扱ってきた心理学やカウンセリングは、過去の記憶や感情、思考にフォーカスするもの

が中心でした。内面の癒しが起こると、感情的な幸せ感は高まるのですが、現実を変えていくには、やはり行動が必要で

す。この部分がないと、セミナーやカウンセリングに依存してしまいます。同時に、圧倒的な成果を出すには、あなたら

しい才能を発揮する必要があります。才能心理学は、従来のカウンセリングに加えて、才能と行動の要素を掛け算させた、

実践心理学なのです。だから、クライアントや受講生の人生が変わっていくのだと考えています。	 

	 

後半の「お客様の声」にも掲載していますが、「他のカウンセリングやセミナーだと、受講後に何をしていいか正直分から

なくなってしまうのですが、この講座は、すぐに行動に移せるので結果が出るのが早いです」と感謝されました。	 

	 

このプログラムであなたが体験する  

才能を発掘して、自分らしく成功する１４のステップとは？  

	 

ここからは、あなたが「才能心理学」を身につける具体的なステップをお伝えします。	 

世界中の偉人の心理分析と５０００人以上の人生の変化に立ち会った経験から体系化した、ゼロから才能を発揮して、自

分らしく成功するための実践ステップです。	 

	 

これを読んだだけで、自分の才能に気づいて、結果を出し始める人たちも出ています。本では書ききれなかった深い内容

も載せていますので、ぜひあなたの人生に照らし合わせながら読み進めてみてください。	 

	 

１．「人生の方程式」を知る  

才能心理学では、あなたの人生は、「過去の記憶×感情×思考×才能×行動	 でできている」と考えています。	 

この中で、目に見えるのは行動だけです。しかし、その源泉にあるのは、過去の記憶や思考、感情、才能です。人は何か

を感じ、考えるからこそ、それを行動に移し、形にできますが、その源泉は目には見えないのです。	 

１０年連続２００本安打を達成したイチロー選手。行動や結果は目に見えます。しかし、彼の言葉遣いや食生活を真似た

だけでは、彼のようにはなれませんし、１０年以上高いモチベーションを持続するのは大変でしょう。今、 高の結果が

得られていないとしたら、「人生の方程式」の１つ１つの要素を変えていく必要があるからです。 
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２．あなたのビジョンを思い出す  

例えば、海外旅行に行きたいと思っていても国を決めないと行けません。ハワイに行きたいと思って、目的地を設定する

から、ハワイに行くことができます。もし、人生のビジョンが分からないとしたら、今どこに向かって進んでいるのでし

ょうか？自分のやりたいことやビジョンが見つからない、という相談をよく受けますが、ビジョンは、あなたの感情と欲

求から見つけることができます。なぜならビジョンは「こんな世界を実現したい」という内側から湧き出る欲求だからで

す。自分の感情が何に動くのか、そこを掘り下げていった時に も実現したいビジョンにたどり着くことができます。し

かし、ここで問題があります。感情は、目の前の出来事に影響を受けます。例えば、同僚が転職して年収が上がったと聞

けば、転職したくなる人も多いでしょう。けれども、それは表面的な欲求で、あなたのビジョンではないかもしれません。

感情や欲求をどう見極めていくか、そのポイントは、顕在的欲求に振り回されず、潜在的欲求を探っていくことなのです。

あなたが本当に実現したいビジョンは何ですか？	 

	 

３．ビジョンを実現するための潜在的な「強み」を顕在化させる  

多くの人は、既に強みを持っているのに、自覚していないがために、自分の強みを活かせず、本来のパフォーマンスを発

揮できていません。なぜ自覚できないのかというと、強みというのは無意識の部分だからです。人は心理学を学ぶ機会が

ないために、無意識を可視化する、もしくは読み解く能力を身につけていません。私が５０００人以上のコンサルティン

グをした結果、「３つの質問」に答えるだけで、その強みを顕在化させることができると分かりました。現時点で、この質

問に即答出来る人は、年商１０億以上の経営者か、年収３０００万以上という結果が出ています。	 

	 

４．あなたらしい才能を「天才レベル」に引き上げる  

成功者の心理分析を行なってきた結果、偉業を成し遂げたり、高額の報酬を手にしている人たちは、共通して独自の才能

を磨き、天才レベルに昇華させています。どんな時代でも、才能を発揮して一流の仕事をしている人は、仕事に困ること

はありません。では、才能を発揮するにはどうしたらいいか？ただ努力すればよいというわけではありません。天才と言

われる人たちは、実は、子供時代に衝撃的な体験をしていることが多いことが分かっています。例えば、ココ・シャネル

は親に捨てられた過去があります。衝撃的な体験によって、感情をものすごく揺り動かされ、才能を磨く情熱になってい

るのです。	 

では、なぜ普通の人に才能が見つからないのかというと、衝撃的な体験をしていない、もしくは、昔のことだから忘れて

いる場合があります。それを思い出せばよいのです。もしくは、感情が揺り動かさされる程の好奇心につながればよいの

です。天才レベルの人というのは、もうやめろ！と言われてもやり続ける、誰にも止められない好奇心を持っています。

「野球ができないなら死んだほうがましだ」いうくらい好奇心の対象が見つければ、努力なしで、自動的に天才レベルに

まで磨きがかかっていくのです。あなたの感情が揺り動かされる好奇心は何ですか？	 

	 

５．いつでも 高のパフォーマンスを発揮する「フローマインド」を手に入れる  

一度、誰にも止められないほどの好奇心につながったとしても、日常の環境に戻ると、世間常識、周囲の声に引き戻され

たり、感情がぶれます。感情がぶれて、不安や焦りを感じると、当然パフォーマンスが落ちます。一流の結果を出すため

には、このぶれた感情をもとに戻すスキルが必要です。あなたも、上司やパートナーの一言でやる気が一瞬にしてなくな
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った経験はありませんか？「フローマインド」とは集中力が極めて高く、何かに没頭している心の状態のことです。既に、

一部のスポーツ選手の間で認められているスキルです。モチベーションには大きく分けて２つあり、「内的欲求」と「外的

欲求」があります。内的欲求とは、自分がやりたいと思うことだから、他人から反対されても、承認や褒め言葉がなくて

も、やること自体が楽しいので、外側の要因に左右されず、モチベーションが持続します。一方で、「外的欲求」とは、誰

かにほめられたいから頑張るとか、あの人が持っているから私も欲しいとか、給料を上げてやるから頑張れとか、人参を

ぶら下げられて刺激されたモチベーションです。すると、外の刺激がなくなった瞬間に、モチベーションは一気に消えて

しまいます。フローマインドとは内的欲求から生み出されるモチベーションが持続する心の状態のことです。「内的欲求」

の見つけ方と、「外的欲求」を「内的欲求」に変える方法を学んでいきます。あなたは今、どちらの欲求で働いていますか？

あなたのチームはどうでしょうか？	 

	 

６．一瞬であなたのファンになる「ストーリー・ブランディング」を身につける  

ストーリー・ブランディングとは、自分の人生経験をブランド化することです。あなたと同じ経験をしている人は、あな

た以外にこの世界に一人もいません。ブランディングを間違ってしまうのは、人の興味を引きつけるために、自分自身で

はなく、魅力的な別人にならなければならないと、と誤解していることです。仮にそれで成功したとしても、永遠に演じ

続けられる人はほとんどいません。またそれを続けていると、ブランド化した自分と本当の自分とのギャップで、精神的

に苦しむことになります。才能心理学的に見れば、スターや芸能人が突発的に起こす問題行動は、作られたイメージと本

当の自分のギャップに耐え切れなくなった時、無意識の反発として起きているのです。ストーリー・ブランディングとい

うのは、嘘偽りのない、自分の人生経験から導き出すブランディング手法です。一貫性があるので無理なくずっと続けら

れます。しかも、自分らしくいるだけで多くの人に喜ばれ、感謝されます。あなたのストーリー・ブランディングを構築

していきましょう。	 

	 

７．自分ブランドを商品化する  

自分の才能を使って、誰かを幸せにしようと思ったら、それを商品やサービスに変える必要があります。そうすることで

お金を受け取ったり、喜ばれながら活動を続けていくことができます。ブランドがあることのメリットは、高価格で売れ

ることと、ブランドがあればあなたの言うことをみんなが聞いてくれることです。現実的に考えて、普通の人が言ってい

ることに人は耳を傾けないものです。例えば、日経新聞が書いているから人は信用します。これがブランドの力です。あ

なたが伝えたいメッセージを届けたい人に届け、人を幸せにし、その活動を永続するために、ブランドを商品化していき

ます。あなたの商品やサービスを、ストーリー・ブランディングによって、理想の顧客に届けるマーケティングを身につ

けていきます。これさえできれば、あなたは自分の収入を自由にコントロールすることもできるのです。	 

	 

８．あなたの商品・サービスを理想の顧客のニーズにマッチングさせる  

自分ブランド化した商品を、理想の顧客に届けようと思った時に、必ず必要になるのが、顧客のニーズにマッチングさせ

ることです。ライフワークを仕事にしたいのにうまくいかないとしたら、顧客のニーズを見落としている可能性がありま

す。ニーズとは人間の欲求です。才能心理分析法を使って、顧客のニーズを深く深く掘り下げていきます。ヒット商品の

分析事例を元に、あなたの顧客のニーズを見つけていきます。時代の転換期に必ず生まれる９つのニーズを把握し、あな
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たの商品やサービスが、世の中のニーズをどう満たせるのか、マッチングを行なっていきます。６ヶ月間の中で、テスト

マーケティングを行い、売れる商品づくりを行なっていきます。実際、起業したり、新規事業を立ち上げる人も出てきて

います。	 

	 

９．才能を読み解く！シンボルリーディング（才能心理分析法™）を身につける  

「才能の源泉」を読み解くシンボルリーディングは、コーチング、カウンセリング、コンサルティング、人材育成、オリ

ジナルのセミナー構築に非常に役立つ、私の究極のキラーメソッドと言っても過言ではありません。シンボルリーディン

グを一言でいえば、深層心理の核心を読む能力です。そのため、自分の利益しか考えない人が誤用すると、世の中に悪影

響を与える可能性があります。簡単に、人をマインドコントロールできてしまうからです。そのリスクを避けるために、

私が直接会って、これから本気で社会に貢献したいと思っているリーダーにだけお伝えしています。	 

あなたの現在の仕事にシンボルリーディングを掛け合わせることで、収入を倍増させることは難しくありません。なぜな

ら、クライアントや部下の才能とビジョンを深いレベルで引き出し、伸ばすことができるからです。あなたが人の才能を

引き出したり、オリジナルのコンテンツを開発できたら、今の仕事にどんな変化がありますか？ 

	 

１０．自分らしいリーダーの在り方を定義する  

ここまでのステップで、あなたは自分の才能を発揮してビジネスで成功していくことができるでしょう。これからは、リ

ーダーとして人を成功に導いていくステージです。そのために、あなたに合うリーダーの在り方を学ぶ必要があります。

多くの人が間違えやすいのが、「結果」でなりたいリーダーを決めてしまうことです。例えば、スティーブ・ジョブズのよ

うになりたいと思っても、ジョブズのようになれる人となれない人が現実的にはいます。それは能力の問題というよりも、

むしろ個性の問題なのです。自分とは個性の違う別人をモデルに選べば、リーダーとしての自分と、本来の自分の間で葛

藤を抱えることになるでしょう。	 

才能心理学で考えるリーダーシップとは、自分らしさをベースにしたリーダーシップです。自分らしくない、偽りのリー

ダーシップを取っていると、責任と役割に押しつぶされそうになったり、ストレスが溜まる一方です。あなたらしいリー

ダーシップのモデルはどんな人ですか？スティーブ・ジョブズ？松下幸之助？本田宗一郎？ウォーレン・バフェット？	 

	 

１１．「才能心理学」を使って、チームやクライアントの才能を引き出す  

才能心理学の特徴は、まず相手のモチベーションとなる「才能の源泉」を見極めるところから始まります。人はやる気に

なれば、他人から何も言われなくても行動するもの。彼らの「才能の源泉」とスキルを掛け算させてあげることができれ

ば、チームやクライアントは自発的に育っていきます。	 

私の元には、「一生懸命教えているのに、人が育たない」という悩みを抱える経営者やコンサルタントが相談に訪れます。

才能心理学的に見ると、才能の源泉は一人ひとり違います。研修、教育プログラムの問題は、才能の源泉とマッチングさ

せないままに、スキルや能力開発の研修を受けさせていることです。パソコンに例えると、スキルはアプリケーションソ

フトです。ソフトを動かす OS となる「才能の源泉」を引き出さなければ、どんなアプリをインストールしても使えないの

です。あなたも才能心理分析法™を使って、相手の才能を引き出し、加速的な成長を支援することができるようになります。	 
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１２.人との「才能の掛け算」によって、より大きな成功を実現する  

相手の才能を見極めて、認めることができないと、優秀な人が集まらないばかりか、才能の芽を知らず知らずのうちに積

んでしまうことがあります。私の周りにいる豊かな経営者やリーダーは、自分の才能を発揮できる部分に集中して、それ

以外のことは他に才能がある人に任せています。あなたが も得意とするものと、あなたが苦手なものを得意とする人の

才能を掛け合わせることで、関わる人全員が才能を発揮しながら、 高の結果を作ることが可能です。この講座では、あ

なたの才能とチームの才能を掛け算する方法を学びます。あなたは人との「才能の掛け算」を使えていますか？	 

	 

１３．「才能の闇」を乗り越える  

後にお伝えしたいのは、あなたが才能を発揮しながら幸せになる方法です。才能を発揮してビジネスで結果を出すこと

と、幸せになることは実は違います。私は多くの才能豊かな経営者やリーダーたちが、成功の裏側で会社の倒産や相続争

い、酒やセックスへの依存、病気や事故、子供の非行や引きこもり、離婚問題や詐欺などの金銭トラブルに巻き込まれる

のを見てきました。	 華々しい光りのすぐ隣には、濃く、深い闇が横たわっているのです。	 光と闇は表裏一体。一方だけ

が存在することはできません。それは才能も同じです。ある日突然、ブラックホールに吸い込まれるように、才能の闇に

飲み込まれてしまう。才能には、負の側面があるのです。「才能の闇」を知らなければ、まばゆいばかりの光の中で、黒い

炎に焼かれ、時に、その炎はビジネスや家族にも飛び火してしまうのです。	 

	 

もちろん、そうならない方法もあります。才能を手に入れるということは、他の人とは違う「特別な人」になるというこ

とです。そこで、成功や賞賛を得る一方で、傲慢になったり、周りが萎縮して孤独になったりします。才能心理学を体系

化する中で、「才能の闇」をどう乗り越えたらいいのかが分かってきました。これは、言葉で伝えられるものではなく、感

性と気づきの話なので、セミナーの中でしか扱えないものです。 後の関門、それが才能の闇です。ここを超えられる人

だけが、成功と幸せの両方を手に入れることができるのです。	 

	 

１４.あなたの人生で何を残したいですか？  

「才能とは世界を照らす光」だと私は考えています。だからひとりひとりが自分の才能に気がついて、世界の一部分を照

らせば、世界が明るくなっていきます。あなただけができて、他の人にはできないこと。あなたの目には見えているけれ

ども、誰も問題だと気がついていない、もしくは気がついていても行動しないことがあります。それを広めることで、あ

なたも周りも幸せに豊かになっていくのです。あなたがこの時代に生まれた意味、生きている目的・・・。あなたはもう、

自分の役割に気づき始めているでしょう。気づいたあなたが、選ばれた人なのです。	 

	 

多くの人は人生の途中で、「人生の目的」に気づく瞬間が何度か訪れるものです。しかし、実際に行動に移さないまま時が

過ぎ、死を迎える直前に後悔する人が多いのも事実です。あなたはこれからの人生で何を実現し、何を残したいでしょう

か？自分のために、未来の子どもたちのために、ぜひあなたの才能を輝かせて、世界を明るく照らしてください。	 
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「才能心理学」６カ月マスタープログラムの内容  

	 

それでは、６ヶ月間のプログラム内容をご説明します。	 

このプログラムは２つのことにフォーカスしています。１つは、「あなたが自分の才能を発掘して、自分らしく成功するこ

と」です。２つ目は、「自分の成功だけでなく、仲間やクライアントの才能を発掘して、成功に導くリーダーとして生きる

こと」です。	 

才能心理学の全てをマスターする６ヶ月間になるので、その分ハードですが、受け取るものも大きいと評判です。 

	 

【第 1回目】才能が生まれる心理メカニズムを理解する 

今の時代になぜ「才能」を発掘することが必要なのか？なぜ人の才能を引き出せる人が求められているのか？才能心理学

の全体像を理解して、半年間のゴールを設定していきます。あなたが物語の主人公として、夢を実現していく地図を描い

ていきます。 

［テーマ］ 

・答えのない「変化の時代」、才能を引き出すべき５つの理由 

・あなたの才能を妨げる１１の壁を知り、本来の才能を思い出す 

・才能が生まれる３つの動機を理解して、情熱を取り戻す 

・才能が生まれる４つのパターンを知り、自分のパターンに気づく 

・才能が生まれるプロセスを知り、使いこなす 

・「才能の源泉」見極めワーク 

・自分のタイプ・ポジション見極めワーク 

・才能マトリクスで見る「才能と適正診断」 

・「才能の１０レベル」を知る 才能レベル診断ワーク	 など 

［課題］人生を振り返り「ビジョン言語化ワーク」を作る 

 

【第 2回目】 あなたの本当の才能を発見する 

２ヶ月目は、自分の才能を深く掘り下げていくステージ。あなたの「能力の源泉」を探りながら、 も才能を発揮できる

適な仕事やビジネスのアイデアをたくさん出していきます。「アウトサイド・イン・メソッド」で、今まで気づかなかっ

たアイデアやビジネスチャンスに出会う人も多くいます。 

［テーマ］ 

・自分の才能に気付けない４つの理由 

・「能力の源泉」を見極める３つの着眼点	 「ＳＰＶ理論モデル」 

・才能は「人生の物語」から生まれる〜あなたの物語を読み解きます〜 

・自分を知るワーク 才能を見つける４ステップ 

・「能力の源泉」を見極める「アウトサイド・イン・メソッド」ワーク 
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・適正診断～今の仕事、これからの方向性は、本当に整合性が取れているか？～ 

・才能をなかなか見つけられない人のための「ヒストリーワーク」 

・才能をブラッシュアップし、魅力的にする「才能の公式」ワーク 

・人を惹き付けて魅了する「才能言語化ワーク」	 など 

［課題］あなたの能力の源泉を活かした、 適なビジネスの可能性を探る 

 

【第３回目】自分のルーツを知り、 高のビジョンを描く 

「未来を予測する 良の方法は、未来を作り出すことだ」というアラン・ケイの言葉通り、あなたの 高の未来を作り出

すステージです。あなたは、誰を幸せにしたいですか？そのためにどんな理想の世界を描き、目指しますか？普通の人生

から 高の人生へのシフトを体験していただきます。 

［テーマ］ 

・「人生の物語」を読み解き、あなたが生まれてきた目的に出会う 

・「隠れた才能」を引き出すための、才能心理分析法™を身につける 

・人生の物語を読み解く、才能心理分析法™ワーク 

・「隠れた才能」を掘り当てる「２つの着眼点」 

・ファミリーシークレット～家族関係と才能の心理メカニズムとは？～ 

・「才能のベクトル」を見極めて、あなたが実現したいビジョンを描く 

・「才能マトリクス」で、自分のルーツを発見する 

・受け継いだ才能を知ることで、何倍もの能力を発揮できる 

・「人生の軸」を見極める「ルーツワーク」	 など 

［課題］３ヶ月間の行動計画と達成したことを発表 

 

【第４回目】才能を中心にした「ブランド戦略」「マーケティング戦略」を構築する 

いよいよあなたの才能をビジネスに転換していきます。あなたの人生物語を読み解きながら、お客さんや仲間をファンに

するストーリー・ブランディングを作ります。そして、あなたの商品価値を 大化するマーケティング戦略を行い、収入

を上げていくステージです。 

［テーマ］ 

・人を巻き込むストーリー・ブランディング 

・潜在意識は、シンボル、イメージ、ストーリーしか記憶できない 

・ストーリーの２つの基本形をマスターする 

・一瞬であなたのファンになる「ストーリー・ブランディング」を構築する 

・ビジョンを実現していくための「人生逆算思考法」 

・マーケットを４倍に拡大する「自分マーケティング戦略」 

・自分の潜在価値を診断する「プロセスバリューワーク」 
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・アイデアが湧き出る「クリエイティブ・マインド」を作る５ステップ 

・７つの質問に答えるだけで、あなた独自の才能が見つかる「TALENTの法則」 

・才能を引き出すための技術「シンボルリーディング」をマスターする 

・コンサルタント・コーチ・カウンセラー・講師必見！オリジナルコンテンツ構築法 

・時代の転換期の９つのニーズを捉え、キャリアとビジネスを進化させる	 など 

［課題］ストーリー・ブランディングワークをまとめる 

 

【第５回目】才能の「光と闇」をコントロールする 

ここまで来ると、あなたは既に自分の才能を発揮して、やりたい仕事で活躍しているでしょう。しかし、光があるところ

には必ず闇も生まれます。どんな素晴らしい才能でも、賞賛する人と批判する人がいます。また才能が際立つと、メンタ

ル的な問題が起こりやすくなります。具体的には、競争を仕掛けられたり、人が依存したり、それに応えすぎて燃え尽き

てしまう、という問題です。ここを突破できるかが、あなたが幸せに成功し続ける一番重要な壁です。 

［テーマ］ 

・才能のおかげで感謝される人、才能のせいで嫉妬される人の違いとは？ 

・理想の顧客に振り向いてもらえない３つの理由 

・才能の「光と闇」の心理学を理解し、使いこなす 

・幸せになるために「３タイプの人」を見極める〜あなたはどのタイプですか？〜 

・あなたのファンになる２タイプを知り、 高のチームとお客さんを引き寄せる 

・得意なマーケット、苦手なマーケットを見極めて、あなたが勝負する場所を決める 

・才能の７つの罠を知る～才能の「負の影響力」が引き起こす問題～ 

・「嫉妬と批判」をコントロールする方法	 など 

［課題］自分のシャドーを統合するメンタルトレーニング 

 

【第６回目】人の才能を引き出し、成功に導くリーダーシップ心理学を身につける 

第５回目のステージを終えると、あなたはビジネス的な成功だけでなく、内面の幸せや充実感を手に入れているでしょう。

第６回目は、あなたが自身の成功を超えて、周囲の人の才能を発掘し、成功に導くステージです。歴史的な偉人たちでも

越えられなかった壁を、あなたなら越えられるはずです。 

［テーマ］ 

・理想のリーダーモデルを見つける 

・理想のリーダーモデルを選ぶ時の注意点 

・理想のリーダーモデルの「光と闇」を見極め、才能を 大化しながら、リスク管理をする 

・リーダーシップ７つの要素を知り、身に付ける 

・リーダーが癒すべき「３大テーマ」〜歴史的な偉人も越えられなかった壁〜 

・「才能のパラドックス」才能が人間関係に及ぼす悪影響を知る 
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①成功者、有名人が家族関係や夫婦関係で失敗する心理学的理由 

②なぜ、社員や同僚はあなたについて来てくれないのか？ など 

・タイプ別	 「リーダーシップの罠」見極めワーク 

・ヒーローズライフサイクル〜リーダー、カリスマ、ヒーローがたどる人生のパターンを把握する〜 

・ヒーローズライフサイクルで現在地と未来の課題を把握し、ビジョンを実現する 

［課題］自分と周りを成功に導くリーダーの 終試練 

 

コース内容  

  

 サービス名 特徴 

① １日集中講座 

全６回 

北端康良が１３年以上の心理研究と５０００人以上のコンサルティングを通して体系化した

「才能心理学」のすべてをマスターしていく６回コースです。あなたが才能を発揮して、自分

らしく成功していくこと。そして、人の才能を引き出し、成功に導いていくリーダーシップを

習得していきます。少人数限定なので、質疑応答や深いワークも盛りだくさんです。６ヶ月後

には、内面の成熟だけでなく、仕事やビジネス、人間関係に劇的な変化があるでしょう。 

② 受講生限定 

メーリングリスト 

この講座は、人生の一番深い部分を見たり、今までやらなかったような仕事や人間関係の変化

を体験します。不安になったり、苦しい場面もあるかもしれませんが、グループのメンバー同

士でサポートし合う仕組みがあるので、安心して人生を変えるプロセスに挑戦できます。 

③ 北端康良の 

メールコーチング 

この講座は、実生活で結果を出していくことにフォーカスしています。あなたの実践をサポー

トする、北端康良の特別メールコーチングで、様々な宿題や挑戦をしていくことで、仕事や人

生を積極的に変えていきます。 

	 

参加費について  

	 

参加費については、才能心理学協会で検討を重ねました。才能心理学協会の理念は、一人一人が才能を発揮している世界

の実現です。今の経済システムにおいて、才能を発揮して世の中に価値を提供している人は、普通の人の何倍、何十倍も

の収入を稼いでいます。実際、私のクライアントさん達も、会社の売上が倍増したり、キャリアップして年収が上がった

り、出版やセミナー講師として独立した人がたくさん出てきています。あなたの才能を使って、世の中に価値を提供すれ

ば、それだけの対価を得ることができるのです。「才能心理学」６ヶ月マスタープログラムは、単に心理学を学ぶのではな

く、それを使って人生やビジネスを変えていくことにフォーカスします。あなたの意図次第で、収入を倍増させたり、や

りたいことで独立することも可能です。	 

	 

NLP やカウンセラー養成講座で、半年で１００万円以上するプログラムは世の中にたくさんありますが、そこまでの金額

にはしないほうがよいと考えました。なぜなら、才能心理学は、あなたの仕事やスキルに掛け合わせることで、大きな価
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値を生むからです。このプログラム以外にも、様々なスキルアップに投資していただきたいのです。あなたが経営者や管

理職なら、人材育成やビジョンの拡大に才能心理学は効果的です。あなたがコンサルタントやコーチ、カウンセラー、士

業、営業マンなら、クライアントの問題解決力は飛躍するでしょう。あなたが会社員なら、自分らしいキャリアアップや

転職、起業のきっかけになります。	 

	 

才能心理学の理念と提供できる価値を踏まえて、６ヶ月プログラムの金額は、４５万円（税別）にしました。この金額で

も、他のコーチングやカウンセリングのプログラムよりも学びやすい金額になっています。さらにこのご案内をご覧にな

っているあなたには、２０１３年２月１８日（月）までの早期割引として、３０万円（税別）でご案内します。このプログラ

ムは、１月後半からインターネットで数千名に告知する予定ですので、お早めにお申込みください。	 

	 

１５万円相当の特典もご用意しました	 

	 

特典	 特徴	 金額	 

北端康良による	 

個人コンサルティング６０分	 

スカイプか電話による個人コンサルティングで

す。５０００人以上の経営者やビジネスリーダー

の問題解決をサポートしてきた北端康良なら、あ

なたの才能を発掘し、独自のブランディングや商

品化、ビジョン再構築の手助けができます。	 

１０万円相当	 

「才能心理学」１日集中セミナー	 

DVD＋CD	 

自宅や通勤中でも「才能心理学」を学べる便利な

教材です。６ヶ月プログラムと併せて学習するこ

とで、より深く才能心理学を習得でききます。	 

３．８万円相当	 

才能心理分析法™（シンボルリーディング）	 

解説音声セミナー	 

北端康良のキラーメソッドである、才能心理分析

法を丁寧に解説した音声です。人を指導する立場

やコーチ、カウンセラー、コンサルタントの方は

特にオススメです。	 

９８００円相当	 

ストーリー・ブランディング	 

解説音声セミナー	 

ストーリー・ブランディングを使いこなせば、あ

なたの商品サービスの価値が上がり、かつお客さ

んが離れなくなります。心理学とマーケティング

を融合させた 新メソッドです。	 

９８００円相当	 

合計	 １５万７６００円相当	 

＊これらの特典は、コースが始まってからお渡しいたします。	 
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お客様の声  

	 

●㈱タケバタ商事	 代表取締役社長	 ［事業内容］レンタルおしぼり、玄関マットレンタル等	 竹端	 英行さん	 	 

今までの課題・悩み	 ・企業理念、お客さんとの約束をどう一言で言い表せばいいのか。また、社員との共有	 

・自分と社員との能力格差	 

・自分との向き合い方、孤独感への対処法	 

受講後の変化	 ・「お客様によかったを届ける」という企業理念を作れた。そして「社員と一緒にやっていこう！」

という気持ちが高まった。昔は、社員と一緒にやっていなかったからうまくいっていなかった

と気づいた。	 

・「よかった」を探し始めた結果、マイナス面、問題に神経が行きがちだったが、プラス面、で

きたことにフォーカスし始めた。	 

・手帳を ToDo リストにして、些細な事でも書き、一つ一つ課題をこなした。１日終わったら赤

で丸をした結果、行動が早くなった。	 

・半年経って、自分と向き合うのが上手になった。	 

北端康良、才能心理学

の魅力	 

・他のセミナーは、法則やノウハウを教えるセミナーか、マインドか心についてのセミナーか、

どちらか一方。しかし、経営者にとっては、ビジネスの知識やノウハウも大切だが、経営者が

どんなマインドで経営をし、社員と接するのかも重要。ビジネス面だけだと、いずれマインド

や心で引っかかり、行き詰ってしまう。才能心理学協会のセミナーは、両方教えてくれる。そ

のおかげで頭も心も整理できた。	 

・目の前の仕事をこなしているが、今後の経営方針に迷っている社長。結果は出ているのに、

なぜ自分はこんな考え方をして、こんな結果が出せるのか、強みを自覚していないために、い

まいち自信を持てない人。あとは、自己実現を目指している人におすすめです。	 

	 

●個別指導学習塾	 教室長	 ［仕事内容］教室運営に関する業務全般	 倖野	 真さん	 	 

今までの課題・悩み	 ・生徒のやる気を引き出そうにも、そのアプローチ方法がわからず困っていました。	 

・講師が提供する授業クオリティを向上させるためのアプローチ、指導の方向性にも悩んでい

ました。	 

受講後の変化	 ・講座を通して、生徒の魅力や才能の源泉に対する感性が磨かれ、生徒自身は気がついていな

い魅力や才能をフィードバックできるようになって喜ばれました。個々の魅力や才能を活かし

た職業の話をして、将来の夢に対するイメージを具体化し、生徒のやる気を引き出すことがで

きたときは、とても嬉しかったです。	 

・また、どんな講師でも 低 1 つ以上の売りを見つけることができるようになり、講師 1 人 1

人の自分らしさを軸とした指導スタイルを確立すべく指導育成しています。生徒と講師の組み

合わせ、相性が非常に重要な個別指導塾において、それぞれの個性が今までと比べて一段深く
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見抜けるようになったことで、より効果的な生徒と講師の組み合わせができるようになりまし

た。視点が増え、視野が広がって、様々な選択肢を見つけられるようになり、その選択肢の分

だけ、自由になった気がします。	 

北端康良、才能心理学

の魅力	 

①嬉しかったことや感動したことなどポジティブな経験をベースとした感情だけでなく、つら

かったことや悲しかったことなどネガティブな経験をベースとした感情もまた、才能やモチベ

ーションに変えていけるところに、救いと希望を感じました。	 

②才能をキーワードに体系化されており、自己理解を深めることはもちろん、他の人の才能を

探すときにも、アプローチがしやすいと思います。	 

③どんな質問でもやさしく受け止め、かつ質問者を依存させずに自己解決へと導く質疑応答で

す。質疑応答のやり取りがとても丁寧なおかげで、とても質問しやすかったです。	 

・自分の才能を見つけたい人、才能に磨きをかけたい人はもちろんのこと、周りの人の才能を

引き出したい経営者や管理職に、とても有効な講座だと思います。また、子どもの才能を引き

出して伸ばしたい親にも、ぜひ受けてほしいですね。あとは、先行き不透明な将来に対して漠

然とした不安を抱いている人にもオススメです。これからの時代、才能という軸を見いだせた

人が、社会に多くを与え、多くを受け取るリーダーになると思います。	 

	 

●映像制作会社	 経営者	 ［事業内容］映像全般の企画、制作	 尾野	 条次さん	 

今までの課題・悩み	 本業は安定しているが、これからやりたい自主制作映画の脚本作り、新規事業への取り組みが

なかなか進まなかった。	 

受講後の変化	 ・「この作品は素晴らしい」、「この作品のあのシーンが 高だ」など、自分の心に響くものは、

色々な映画に断片的に散りばめられているが、それぞれ違う作品に見え、一貫する共通のコン

セプトがわからず、「何を表現したいのか？」核心がつかめなかった。そこで、自分の好きな作

品を伝えた所、３つほどの質問をされ、それに答えていくと、なんと、私が好きな作品に共通

するコンセプトが浮き彫りに！一人で延々考えていたが、３つほどの質問で、しかもたった１

日で、コンセプトの核心をつかめたのには驚いた。	 

・振り返って一番ありがたかったのは、安易に答えを与えるのではなく、自分で考えるための

質問を与えてくれたこと。自分から、「共通するコンセプトこれですか？」、「これですか？」と

ひねり出して、自分なりに答えを出した時、 後に「それです」と言ってくれた。一人ではた

どり着けなかったと思う。プロの腕を借りるべきです。	 

北端康良、才能心理学

の魅力	 

・自分や自分の才能の核心をつくワーク。それを、こんな短時間で、できる人は他にいないと

思う。テキストに向かって、参加者とシェアーしあって、気づきを得るような一般的なセミナ

ーとは全く、気づきの速さ、深さが違う。	 

・他のセミナーのようにテキストもあり、参加者同士でワークもやるが、プラスアルファ、才

能の源泉や、ビジネスのコアコンセプトを掘り起こす作業を、その場で、コンサルティングで
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導き出してくれる。	 

・自分の才能や、やりたいビジネスや仕事が、断片的に見えている人。結構いい線まで来てい

るが、まだビジネスの核（コアコンセプト）になる部分に、たどり着いていない人が、ビジネ

スの核を掘り起こすのに 適で、しかも短時間でできる。	 

	 

●自営業	 ［事業内容］心理セラピー、起業コンサルティング、様々なワークショップ開催	 上田正敏さん	 

今までの課題・悩み	 １２年間、認定プロ心理セラピストとして感情ストレスの解放、メンタルブロックの解除を専

門にしてきました。経験を積み、学んでいるうちに、セラピストという枠を超えたサービスを

提供したいと思いました。今までの仕事も好きだけど、次のステップに進みたい、でも・・・	 

何をしたらいいのか？どうしたらいいのか？自分自身をもっと活かして、社会に役立つために

講座を受講しました。	 

受講後の変化	 講座で気づいた僕の夢が「世界平和」という、とてつもなく大きなものでした。 初に出て来

た時にはビックリして受け取ることができませんでしたが、講座を進めるうちに少しずつ腑に

落ちていきました。でも、あまりにも大きくて何をしたらいいのかわかりませんでした。自分

が今までしてきたことを棚卸し、「何をしていきたいのか」を見つめた結果、「好きなことを仕

事にすることでゴキゲンな毎日を過ごす」というコンセプトが見つかりました。好きなことを

していると人は機嫌が良くなり心が平和になる。それが周りの人に伝染していく。それが世界

平和という壮大な夢につながると気づき、大きな夢が具体的に行動できるレベルになりました。	 

・①心理セラピストとして心や感情を扱い、一流のセラピストとしてクライアントさんから評

価されている才能	 

②ビジネスの知識や経験がなくても起業し、頑張らなくてもバイトをしなくても１２年やって

きた才能	 

の２つを掛け合わせて半年契約のコンサルティングを始めると決意しました。ありがたいこと

に、サービスの名前も決めてなく、告知も出していないのに、ちょっと話をしただけで「ぜひ

受けたい」と申し込みをしてくれた方が２名いました。自分がやりたい新しいサービスを受け

たという人が現れました。自分の才能を信じて、この流れに乗っていきます。とてもワクワク

しています。さらに、僕の行動基準となった世界平和を軸に、自分が学んできた智慧を教えて

いきます。そのためのサービスを開発提供していく準備をしています。	 

北端康良、才能心理学

の魅力	 

魅力は、	 

・北端さん自身も成長の途中であり、前を向いて進んでいるところ	 

・感情を癒すことができるところ	 

・心理学の知識が随所にちりばめられている	 

おすすめしたい人は、	 

・強みを生かして転職・独立したいビジネスマン	 
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・社内でプロジェクトリーダーとして活躍したいビジネスマン	 

・才能を見つけてステップアップしたいフリーランス	 

・社会貢献をしていきたい経営者	 

	 

●管理職	 T さん	 女性	 

今までの課題・悩み	 望んでいないのに仕事中心の毎日で、婚活しても踏みきれず、堂々巡りの毎日で辛かった。	 

受講後の変化	 会社で 13 年目にしてようやく管理職に昇格しました！	 

率直に嬉しかったです。給料が増えたこと以上に、学んだことが形になった実感が	 

嬉しかった。報われた気がしました。また、40 歳にしてようやく結婚が決まりました。	 

会社もまさかの寿退社することになりました。今は率直にもうすぐ夢が叶うのに、そわそわ落

ち着かないし、自分の往生際の悪さに辟易していますが、北端さんに出会わなければ、今も文

句を言いながら、独身で今の仕事を続けていたと思います。そう考えると恐ろしいです。	 

北端康良、才能心理学

の魅力	 

1.やはり北端さんの魅力！	 

ブレークダウンすると解説力、読み解き力、見抜かれる、えぐられる感じが気持ちいいです。	 

それが、自分が思っていたことの奥を引き当てられた感じで、恐いけど心地いいです。	 

2.素敵な仲間たちに出会える！講座等で出会う人がとても素敵な人が多くて、長く形式上付き

合っている人と違って一気に距離が縮まり、応援し合える。素敵な人たちが集まるのも、北端

さんの求心力だと思うし、メーリス等で共有し合える仕組みもいいと思う。	 

3.結果が出るところ。私はプロセス以上に結果を重視するので（笑）、結果が出ているのがすご

いと思う。自分の毎日を窮屈に感じている人。「こんなもんだよ、人生は」と思いながらも、人

生を諦めきれない人。正直な人。素直な人。一方で、人生が変わってしまうので、リスクを取

れる覚悟のある人。向き合える人。におすすめ。	 

  

  

Q&A  

Q.才能発掘６ヶ月プログラムは、誰でも参加できますか？  

この６ヶ月間は、自分の才能を見つけ、参加者同士、成長し	 合い、行動に移す半年間です。今、現在、あなたにハッキリ	 

とした才能がある・ない、過去に実績がある・ない、その他	 年齢、性別、現在の収入などは一切関係ありません。「自分

の才能を見つけ、発揮したい！」	 「活躍する場所を見つけたい！」	 「人の才能を見極め、引き出すスキルが欲しい」	 と

いう方なら、どなたでも参加できます。自分の人生・ビジネスを積極的に変えていく、という気持ちでお越しください。	 

	 	 

Q.東京コース、大阪コースとありますが、コースの振替は  可能ですか？  

はい、可能です。東京コース、大阪コースがありますので、ご都合の良い開催場所にご参加いただくことができます。	 第

２回目だけ東京で参加するなど、選択可能です。振替希望の方は事務局までご連絡ください。	 
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Q.必ず、才能が見つかるのでしょうか？  

多くの人は	 「才能とは特別な人だけに与えられているものだ」と誤解	 していますが、才能とは継続から生まれます。ス

ポーツ選手が１８歳にしてプロ入りするのは、４，５歳から続けているからです。彼らと同じように、私たちには全員、

昔から、繰り返し、	 繰り返し、続けている「無意識の感情、思考、行動のパターン」があります。無意識のため、自覚が

ありませんが、	 顕在化させれば能力となり、磨けば才能に変わります。	 

このプログラムでは、無意識のパターンを顕在化させる	 方法をお伝えします。しかし、見つけた才能をどこまで	 形にで

きるかは、参加者の意欲と行動次第でしょう。このプログラムでは、インプット（学ぶ）だけではなく	 アウトプット（行

動）を大切にしています。才能は使ってはじめて、磨かれ、人の目に見える「形」になるからです。あなた自身が本気で、

自分の才能を見つけ、使い、磨けば、一生使える財産を手に入れるでしょう。	 

	 	 

Q.年齢によって、遅すぎるということはありませんか？  

今までの経験が才能とマッチしたものであれば、年齢を	 経ているほど有利になります。逆に、全く違うタイプの才能であ

れば、見つけてからが本番になります。「才能を発揮して生きたい」と思われるなら、年齢や、才能が見つかるかどうかを

心配する必要はありません。	 大切なのは、才能を見つけた後、何をするのか？	 あなたが取る行動です。それによって、

人生は大きく変わるからです。	 

	 	 

Q.このプログラムを学べば、才能心理学のメソッドを使えるようになりますか？  

このプログラムは、自分の才能を発揮して成功することにフォーカスしています。プログラム中、才能を見つける各種ワ

ークや、	 北端のコンサルティングを直接体験することができます。そのやり取りを見ることで、才能心理学の思考法、洞

察法、才能心理分析法を学べるように作っています。オプションで提供する「ファシリテーター養成プログラム」では、

才能心理学のメソッドを心理学的に解説しながら、コンサルティングを行います。深く学びたい方は、同時に、お申し込

みください。こちらは私が１対１で伝授する場面も多いため、１２名限定で行います。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



次のページへ	 

「才能心理学」６ヶ月マスタープログラム   【第２期】のまとめ	   

	 

【１日集中講座の開催日時・会場】	 

	 東京・代官山開催	 １１〜１９時	 大阪開催	 １０〜１８時	 

第１回	 ３月２３日(土)	 ３月３０（土）	 

第２回	 ４月１３日(土)	 ４月２０（土）	 

第３回	 ５月１１日(土)	 ５月１８（土）	 

第４回	 ６月	 ８日(土)	 ６月１５（土）	 

第５回	 ７月１３日(土)	 ７月２０（土）	 

第６回	 ８月１０日(土)	 ８月１７（土）	 

	 

【メーリングリスト】受講期間中	 

【講師】才能心理学協会	 理事長	 北端康良（きたばた	 やすよし）	 

【受講料】定価 45 万円(税別)	 →	 先行販売価格  ３０万円(税別)  ※２月１８日（月）までにお申込みの方限定  

【定員】東京：４０名	 大阪：２０名  

【申し込み方法】申込用紙にご記入の上、FAX（06-7635-9501）でお申込みください	 

【お支払い方法】銀行振込	 

【先行申込期間】２０１３年２月１８日（月）まで	 

  

後のメッセージ  

 

私と才能心理学協会のミッションは、出会う方、お一人お一人の才能を引き出すことです。 

今は、まだ多くの人が「才能とは特別な人が持つものだ」という誤解を持っているかもしれません。その思い込みのため

に、自分の才能に気付けず、活かせない。そのせいで、仕事や人間関係で悩んでいる人が本当に多くいます。それが誤解

だと分かったことで、私と数百人のクライアントの人生は大きく変わりました。 

 

後までこの手紙を読んでいるあなたなら、自分の才能を発揮して、あなたと周りの人を幸せと成功に導くことができる

はずです。「才能とは、世界を照らす光」。自分が歩く道を照らす光にもなれば、他人の道を照らす光にもなる。あなたの

無限の可能性を拓く、 高の６ヶ月を体験しませんか？ 

 

６ヶ月プログラムでは、現実を変えていくリーダーとして生きるために、決断と行動力を大切にしています。そのため、

早期申込は１２月中とさせていただきました。ぜひ２０１３年を 高の年にしましょう！あなたのご参加をお待ちしてい

ます。 

才能心理学協会  北端  康良  


