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我々は「教育とは何か」を考える時に、「子ども達の可能性を広げること」と考えています。

子ども達は大きな可能性、そして能力を秘めています。今、明確になりたい自分を見つけて

いる子もいれば、そうでない子もいます。人生をかけてやりたいことを見つけた時に手に入

れられる「可能性」を無限に高めてあげたい。そのために目の前の学力も大事です。

それ以上に大切なものが、「変化する環境に適応する力」ではないかと考えます。新型コロ

ナウィルスの影響で世の中が激変し、その変化に適応できる力が益々求められます。

『７つの習慣』は世界中で激変する環境を生き抜くビジネスマン、経営者のバイブルにも

なっている書であり、世界各国の子ども達が学んでいます。

日本の多くの子どもたちに本当の力をつけてほしい。その想いでオンライン講座の提供に

至りました。これまでの対面型授業だけでなく、オンラインでの授業提供を開始することで、

社会環境に左右されることなく子ども達にとって必要な学びを提供していきます。
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「７つの習慣Ｊ®」では、学びを加速させる「考え方」の指導を行います。

自立心や協調性、自分を磨く必要性をわかりやすく学ぶことができるので、

学びの基礎となる素直さを身につけることができます。プログラムは、目

標に対する達成意欲が育つような仕組化がされています。授業を通して、

生徒の学ぶ力をアップ、成長速度を加速させていくことができます。

目標に向かって頑張る力・他の人とうまく関わる
力・感情をコントロールする力をはじめとする、偏
差値などで測れない内面的な力を「非認知的能力」
と言います。この非認知的能力が高いほうが、大人
になった時の幸福度・経済的な安定を得られやすい
という研究結果が出ています。
(ジェームズ・ヘックマン/教育経済学者/2000年ノーベル経済学賞)

この非認知能力が重要である、という考え方は
「2020年の教育改革」からも読み取れますが、現場
で効果的に取り入れられるにはまだまだ課題があり
そうです。

AIや社会の変化に負けない子ども達の「生きる力」とは？

まさに『７つの習慣』には、これら3つの要素
を実践するための考えが詰まっています。

1位「主体性」

2位「実行力」

3位「課題設定・解決能力」

▶ 一般教養や専門知識は下位にランクイン

今、注目されている！「非認知的能力」 企業が学生に求める資質や能力のBEST３

子ども達の「生きる力」を育てる
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世界的な教材の認定指導者になることができる

悩んだ時に読むべきビジネス書 … 第1位

10年後も読みたいビジネス書 … 第1位

人生のターニングポイントで読むべきビジネス書 … 第1位

子どもに読ませたいビジネス書 … 第2位

キングベアー出版（ビジネスパーソン1500人）より

『７つの習慣』は全世界4,000万部、国内250万部の販売部数を突破し、戦後出版されたビジネス書におけるNo.1の地位

をゆるぎないものとしています。この書籍を元にした研修コンテンツは米国フォーチュン100社の90％に導入され、世

界160か国に導入されています。

書籍『７つの習慣』を日本の子どもたちに学んでもらうために理解しやすいストーリーやゲームなどを組み合わせて

「７つの習慣J®」独自カリキュラムとコンテンツを開発しました。子ども向けのコンテンツも400以上の学校・学習

塾・各種スクールに取り入れられており、累計約29万人が受講しています。指導するにあたって、あなた自身が『７

つの習慣』を体感しながら、子どもたちに教えるメソッドを習得できます。

世界で導入されている『７つの習慣』

様々なランキングにランクイン！
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自分が選択する

第2の習慣

一番大切なことを優先する

Win-Winを考える

まずは相手を理解してから、次に理解される

相乗効果を発揮する

自分を磨く

勉強、スポーツ、人間関係、精神面など自分をバランスよく成長させていく

お互いの違いを歓迎し合い尊び合うことで、さらに大きな結果を生み出す

コミュニケーションがうまくなるように、聴く力・伝える力を身につける

勉強、スポーツ、人間関係、精神面など自分をバランスよく成長させていく

どんな人間になりたいか？勉強や習い事の意味は？「自分の考え」を持つようになる

大切なことを優先する時間管理をする力を身につける

うまくいかないのは、他の人せい？自分自身の問題として考えられるようになる

『７つの習慣』で学ぶ考え方

第1の習慣

終わりを考えてから始める

第3の習慣

第4の習慣

第5の習慣

第6の習慣

第7の習慣

自
分
で
自
立
す
る
力

成
長
す
る
力

多
く
の
人
と
良
い
結
果
を
出
す
力
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教室に合わせて対象年齢や扱うプログラムを決めるこ

とができます。現在、実施されている、授業/習い事/

スポーツなどに「7つの習慣J®」を追加して受講いた

だくことで、売上アップにつながります。

オンラインで開講できるビジネスモデル

新型コロナウイルスによる外出自粛で、さらに導入

ニーズが加速したオンライン授業。都合の良い時間と

場所で行うことができます。週に1度、たった50分か

ら始められます。指導者研修もオンラインで行います。

開講するプログラムや対象学年など、プログラムの実施の仕方によって費用の算出方法が変わります。

詳細については、説明会や個別面談でご案内いたします。

▶ 説明会への参加方法は18ページへ

ネット環境とパソコンがあれば
どこでも開講できる

既存生への受講追加で
売上アップ
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世界で学ばれてきた『７つの習慣』を、日本の子どもたちが理解しやすくなるように編集したのが

「７つの習慣Ｊ®」クラシックです。ストーリーやクイズなど楽しみながら学べる工夫がされていま

す。1年間のカリキュラム（週1回50分）として毎週の振り返りやチャレンジを設定しながら、記憶の

定着と日々の生活で実践できる仕組みになっています。

世界の偉人や著名人の話をもとに
した子どもたちの心が動くコンテ
ンツを作っています。心が動くか
ら、気づきにつながり、記憶の定
着や実践につながります。

◀ 振り返りやチャレンジ設定で、記憶の定着と実践につなげます！

授業スライドには、講師台本がつ
いています。授業準備の負担が軽
くなり、初心者からでも始めやす
くなっています。

『7つの習慣』の基礎が学べるプログラム

①生徒とオンラインツールで接続

②前回の授業と一週間の振り返り

③教材にそって進行

④今週のチャレンジ設定

⑤感想シートで理解度チェック

授業の流れ
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主体的な考え方を養う

「７つの習慣Ｊ®」クラシックの授業では、子どもたちが、以下のような力を身につけることを目指

します。

「7つの習慣Ｊ®」クラシックで目指すこと

様々な考え方や見方ができる

ようになり、他人と良好関係が

築けるようになる

志望校合格、成績向上などの

目標達成の力を身につける

社会性や協調性など

通常の授業では指導しにくい

能力を身につける
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新学習指導要領で必要なアクティブラーニングの力を育てる「７つの習慣Ｊ®」アクティブラーナーと

いうプログラムも用意しています。人の動機付け理論を元に、さまざまなタイプの子ども達が自発的に

取り組めるよう開発されています。ゲームやクイズで楽しみ、集中しながら学んでいきます。

アクティブラーニングにも対応

①生徒とオンラインツールで接続

②前回の授業の振り返り

③教材にそって進行

④今週のチャレンジ設定

⑤感想シートで理解度チェック

授業の流れ

自分が主人公になれる
ＲＰＧ方式

授業が進むごとに集まる
「アイテムカード」や、

みんなで競いあう
「自信貯金ポイント」

クラスの仲間と
進める授業

受講終了時に
認定証を発行
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自分の意見を持ち、

論理的に意見を述べる

「７つの習慣Ｊ®」アクティブラーナーの授業では、子どもたちが、以下の力を身につけることを目

指します。

「7つの習慣Ｊ®」アクティブラーナーで目指すこと

目的に応じて

話したり、聞き取ったりする

相手の立場や考えを尊重し、

話し合う

内容や表現について自己評価や

相互評価を行い、ものの見方や

感じ方、考え方を豊かにする

論理の構成を工夫し、

根拠に基づき考えをまとめる
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「７つの習慣J🄬」セルフリーディング手帳で、よい習慣を着実に身につけていきます。手帳を通して、

保護者の方に「子どもが成長する姿」をわかりやすく伝えることで、受講満足度も向上します。

Plan(計画)→Do(実
行)→See(振り返り)
を繰り返し行える手
帳です。
授業の前後に活用す
ることで、勉強や部
活動でも努力が成果
に結びつくようにな
り、自分に自信を持
ち、自ら学ぶ子ども
へと成長します。

このように記録や自己評価を行うことで、自分の考えや知っていることなどを客観的にみる「メタ認知」が

向上します。メタ認知が向上すると、学習能力が向上するだけでなく、全体を把握できるようになり、周り

への配慮や、冷静かつ柔軟な判断ができるようになり、問題解決力が向上します。これらを身につけること

は困難にぶつかったとき、社会に出るときなど大きな手助けになります。

Plan

See

Do

オリジナルの手帳で目に見える効果

社会生活で必須の力を身につける

・子どもの成長が見える化

・生活態度が大きく変わる

・計画的に勉強する

・継続的な受講につながる



「７つの習慣J🄬」オンラインは、教室運営や生徒のニーズに合わせて、プログラムを自由に組み合

わせることができる点も特長です。

「７つの習慣J🄬」の基本用語に加えて、ロジカルシンキングや作

文を書く方法、プレゼンテーションの練習など、学生ならではの

日々の学習につながる内容を通じて学んでいきます。

アクティブラーナーで学ぶ積極性を身につけたら、次は社会に出

たときに役立つ考え方を学びます。「７つの習慣J🄬」は繰り返し

受講が可能な内容です。学び、行動を繰り返すことでよい習慣が

身につきます。この積み重ねを、将来につなげることができます。

柔軟性のあるプログラム構成

例えばこんな組み方も可能

「７つの習慣Ｊ®」アクティブラーナーで主体的に学ぶ姿勢を身につける

「７つの習慣Ｊ®」クラシックで『７つの習慣』の実践力を身につける

最初の
6か月

次の
12か月
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『７つの習慣』を学ぶ

指導者資格取得する

自ら「７つの習慣🄬」研修を受講すること
で、学び実践できる土台を作ることがで
きます。きっとあなたにとって新たな発
見があります。オンラインで受講できる
ので自宅や教室から参加できます。

開講希望コースに応じた各種養成研修を
受講いただきます。授業のロープレも繰
り返し行うため、自信をもって授業に臨
んでいただけます。

指導ツールが充実しているので、指導経
験のない人も安心して開講できます。本
部の開講支援もあり、成功事例の共有や
運営サポートをしています。

開講の準備をする

すでに2,573人の認定講師が活躍しています

資料請求

説明会参加（オンライン）

面談（オンライン）

契約条件説明

ご契約

研修申し込み

研修受講

開講（授業開始）

研修の流れ 最短３日／オンラインで完結

認定講師になるまでの流れ

※「７つの習慣J®」各種プログラム
認定講師の総数
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プログラムを導入した方の声

『7つの習慣』は、世界中で多くの人々が実践し、効果があると認められている

メソッドだということで安心感があります。小手先のノウハウや、すぐに結果が

出ることを謳うのではなく、子ども達の本質的な学び方そのものを変えることの

できるアプローチだと思って、このプログラムを導入しています。子ども達が、

自分の役に立つ英語を身につけながら、「やらされる」ではなく「自分から学

ぶ」へ、「人に言われて」ではなく「自分との約束を守る」方向へ子ども達が変

われるようサポートをしていきたいと思っています。

子ども達が、「なりたい自分と今の自分はつながっている」というイメージを持

つことを、『7つの習慣Ｊ®』プログラムが可能にしてくれると思います。

丸山ファシリテーターの場合

学校や塾に所属せず、個人で生徒に教えているため、最初は、プログラムを自分でも導入できるのか、どうい

う形で進めたらよいのか、という点が不安でした。個別相談会の説明でこの不安が解消され、これまでビジネス

パーソンを中心に世界中で受け入れられてきた『7つの習慣』を、日本の子ども達向けにどのようにして伝えてい

くのかということが、イメージできました。『7つの習慣』を若い世代に広めていきたい、子ども達の人生を幸

せで豊かなものにしたいという担当者の熱意も安心できた要因の一つです。納得してプログラムを導入すること

ができました。
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Q .導入するにはどうしたらいいですか？

まずはお問い合わせください。説明会などの参加はＷＥＢで行いますので、お気軽にご連絡ください。

Q .中途解約はできますか？

はい、できます。解約希望日の半年前までに書面によりご申請ください。

Q .必要な環境について教えてください。

授業はオンラインで実施します。インターネット環境のあるパソコン、カメラとマイクの機能もご準備ください。Zoom等のオン

ラインビデオ会議サービスを接続し、双方向のコミュニケ―ションを取りながらの授業になります。受講者は、パソコンだけで

はなく、タブレット、スマートフォンでの受講が可能です。

Q .どんな人が講師になっていますか？

Q .『7つの習慣』の実践度に自信がまだ持てません。そんな私でも講師になれますか？

様々なバックグラウンドの方がパートナーになっていただいています。塾の先生、スポーツ系スクールのインストラクター、

コーチング講師、英語教室の講師などです。

自分が『７つの習慣』を実践しきれていないのに・・・というお声をいただくことはあります。まずは、子ども達と一緒に成長

しようとするあなた自身の姿が一番のお手本になります。「７つの習慣Ｊ®」オンラインには、15年の経験が蓄積された指導マ

ニュアルもあります。ご安心ください。

よくあるご質問
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ＷＥＢ説明会を開催しています。詳しく知りたい方はお気軽にご参加ください。

また、状況やご希望を伺いながらの個別相談も可能です。お気軽にご相談ください。

カリキュラムや授業内容の詳細、
「7つの習慣Ｊ®」の授業体験がで
きます。授業のイメージを膨らませ
てください。

「7つの習慣Ｊ®」の授業の実施方
法、集客の具体的な方法をお伝えし
ます。（一部ノウハウも公開してい
ます。）

「7つの習慣Ｊ®」オンラインの収支
モデルを知ることができます。

もっと詳しく知りたい方へ

1 プログラムの詳細 2 授業と集客 3 費用

Web説明会で聞けること
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ご予約はＷＥＢからお申込みください

https://www.7hjonline-t.com/



会社概要

■会社名

株式会社ＦＣＥエデュケーション

■住所

[本社] 東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル10F

[大阪営業所（グループ拠点）]大阪市中央区淡路町3丁目6-3 御堂筋MTRビル2F

■電話

03-5908-1400（代表）*平日9:00-17:30

■ＵＲＬ

https://www.7hjonline-t.com/

■E-mail

info-7hj@fce-hd.co.jp
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