2013

Six Seconds’ experts apply the science of emotional intelligence to improve almost every aspect of human
endeavor. From schools where children love to learn, to corporations where people thrive, to prevention programs
saving lives, Six Seconds’ solutions are life-changing – and empower people to take ownership of a positive future.
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EQをなぜ活用するか。
どうEQを開発しているか。
どうすれば成果を上げる人材を育てられるの？
講演: “Spark

Passion”

〜情熱に点火せよ〜

ジョシュア・フリードマン
感情知性を使った個人、組織開発の専門家でコンサルタント
米シックスセカンズ最高執行責任者 COO
本講演では、組織やチーム、そしてリーダーに焦点を絞った、能力開発のアプローチとして、思考と感情の重要性、特性、活用範囲の最新情
報をご紹介。さらに、世界の企業がEQという能力を積極的に開発し、組織強化に力を注いでている理由と、その効果について概観をご紹介。

成果をあげる3つのケース
新入社員教育・キャリアカウンセリング・社員育成

●お問い合わせ・お申し込み

03-6661-0541

平日：9時 〜18時

●定員 ： 80名（先着順） ●申込締切 ： 開催直前まで

info@6seconds.co.jp
●入場無料

主催：

s i x s e c o n d s J a p a n ® , I n c . 18-1, 6F Hani-kodemmacho Bld., Nihonbashi-kodemmacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-0001
Six Seconds offices :Singapore/Malaysia/Indonesia/India/UAE/Jordan/South Africa/Italy/United Kingdom/Brisbane/Beijing/Tokyo/Colombia/Brazil/United States

シックスセカンズ

ご 挨拶
EQカンファレンスジャパン2013は「成果を求める人のEQの活かし方」をテーマに、東京国際フォーラムにおいて開催いたします。シックス
セカンズグループを代表し、皆様のご参加を心から歓迎致します。
2010年11月、
日本でグローバルEQの活動が始まり、3年となります。数多くの方から私どものEQ実践モデルやEQアプローチについて
高い評価を頂いてきました。今回は皆さんと、
このテーマをベースにした弊社認定コーチたちの経験を共有できることはこの上もない喜び
であります。
ご参加の皆さんにとって有意義なコンファレンスとなるよう気持ちの準備も万端にしてお待ちしております。

代表取締役

田辺 康広

Yasuhiro Tanabe

“Spark Passion”

〜情熱に点火せよ〜

【基調講演】

ジョシュア・フリードマン・Joshua Freedman

通訳：土屋みどり

米 NPO 法人シックスセカンズ COO

リーダーたちが永続的な価値を創造できるように支援している世界

スタンリー、アメリカ陸海軍および海兵隊、ロッキード・マーティン・

最大規模の感情知能組織の創設者であり、個人や組織が知恵、思い

スペース・システムズ、
メイク・ア・ウィッシュ財団、CIBAスペシャル

やり、持続的成功を生み出すことを支援しているプロフェッショナル

ティ・ケミカル、シンガポール国立大学、エティハド・エアウェイズな

ネットワークの代表です。

どの組織です。

世界中で幅広い組織コンサルティングをおこない、最適な変革プロ

同氏はシックスセカンズの国際認定資格制度やトレーニングの共同

グラムが世界の組織に受け入れられています。

開発をおこない、五大陸でマスタートレーナーとして、感情知能を

シュルンベルジェ、
ファイザー、アメリカン・エキスプレス、モルガン・

教える専門家を育成してきました。

EQを活用した具体的な3ケース 【 特 別 講 演 】
■ 新入社員教育
四元 千佐子 氏・Chisako Yostumoto
株式会社ゼネット 総務部マネージャー･キャリアカウンセラー

強みに気づき、強みを活かすサイクルをつくる
「IT業界で活躍したい」
「SEの仕事をしたい」
という期待を胸に入社する学
生たち。“一人前の社員として早く活躍して欲しい”という一念で育成して

スキル「＋α」を探していたところEQと出会い、社員教育に導入。
「こころが折れない」
「すぐあきらめない」新入社員の育成を目指して取組
んだ事例をご紹介。

15年。
近年「若年層のうつ」
「簡単に辞めてしまう」
といった状況に遭遇する中IT

■ キャリアカウンセリング
根岸

充 氏・Mitsuru Negishi

深い感情に問いかけるキャリアカウンセリング

深い感情に問いかけるキャリアカウンセリング
感情面の深い質問ができるか？クライアントの感情に焦点をあてたカウン

をコンスタントに前向きにさせる」
「カウンセラー・コーチのコンディションを

セリングがキャリアコンサルティングの質の向上には欠かせない。加えて、

整える」ためにEQ活用している事例を昨年ご好評をいただいた内容をバー

さらにプロフェッショナルなカウンセラーやコーチとなるためには、
カウンセ

ジョンアップしてお届けします。

ラーやコーチ自身の心を整えることが重要である。
「クライアントの気持ち

■ 社員育成
小林 晃子 氏・Akiko Kobayashi
株式会社ジェーシービー・サービス 主任、研修トレーナー

感情を整えて壁を乗り越える
「即戦力として活躍してほしい」
「イキイキと働き続けてほしい」
という思い

知識やスキルを身につけるための研修が多い中、感情をテーマに自身と

から、本年度より本格的にスタートした契約社員の育成体系。

向き合うための研修を取り入れた事例を、弊社プログラム・ディレクター勝

入社して数ヶ月。職場環境には慣れつつも、不安や不満を抱えだす時期

又美江との対談形式にてご紹介。

に、その目の前の壁をどう乗り越えてもらうか？
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東京国際フォーラム
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有楽町駅より徒歩1分
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Six Seconds’ experts apply the science of emotional intelligence to improve almost every aspect of human
endeavor. From schools where children love to learn, to corporations where people thrive, to prevention programs
saving lives, Six Seconds’ solutions are life-changing – and empower people to take ownership of a positive future.

東京駅より徒歩5分 (京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡)
有楽町線：有楽町駅(B1F地下コンコースにて連絡）
日比谷線：銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分
千代田線：二重橋前駅より徒歩5分

ご 挨拶
EQカンファレンスジャパン2013は「成果を求める人のEQの活かし方」をテーマに、東京国際フォーラムにおいて開催いたします。シックス
セカンズグループを代表し、皆様のご参加を心から歓迎致します。
2010年11月、
日本でグローバルEQの活動が始まり、3年となります。数多くの方から私どものEQ実践モデルやEQアプローチについて
高い評価を頂いてきました。今回は皆さんと、
このテーマをベースにした弊社認定コーチたちの経験を共有できることはこの上もない喜び
であります。
ご参加の皆さんにとって有意義なコンファレンスとなるよう気持ちの準備も万端にしてお待ちしております。

代表取締役

田辺 康広

Yasuhiro Tanabe

“The Power of Purpose” 〜なぜ、Ｗｈｙはパワフルな質問なのか〜 【 基 調 講 演 】
ジョシュア・フリードマン・Joshua Freedman

通訳：土屋みどり

米 NPO 法人シックスセカンズ COO

リーダーたちが永続的な価値を創造できるように支援している世界

スタンリー、アメリカ陸海軍および海兵隊、ロッキード・マーティン・

最大規模の感情知能組織の創設者であり、個人や組織が知恵、思い

スペース・システムズ、
メイク・ア・ウィッシュ財団、CIBAスペシャル

やり、持続的成功を生み出すことを支援しているプロフェッショナル

ティ・ケミカル、シンガポール国立大学、エティハド・エアウェイズな

ネットワークの代表です。

どの組織です。

世界中で幅広い組織コンサルティングをおこない、最適な変革プロ

同氏はシックスセカンズの国際認定資格制度やトレーニングの共同

グラムが世界の組織に受け入れられています。

開発をおこない、五大陸でマスタートレーナーとして、感情知能を

シュルンベルジェ、
ファイザー、アメリカン・エキスプレス、モルガン・

教える専門家を育成してきました。

EQを活用した具体的な3ケース 【 特 別 講 演 】
■ 感情知能を高めたチームの成果
田辺 康広 氏・Yasuhiro Tanabe

シックスセカンズジャパン株式会社 代表取締役

創造力を発揮するための感情利用
就職のためだけではなく、ライフキャリアを自ら切り開ける人材育成に主眼

ける人材育成に主眼を置いたカリキュラムを実施。

を置いたカリキュラムを実施。就活テクニックや知識の習得だけではなく、今

就活テクニックや知識の習得だけではなく、今後の人生で必要とされる人間

後の人生で必要とされる人間力の開発や活用方法を身につけるEQトレーニ

力の開発や活用方法を身につけるEQトレーニングの事例をご紹介。の習得

ングの事例をご紹介。就職のためだけではなく、
ライフキャリアを自ら切り開

だけではなく、今後の人生で必要とされる人紹介。

■ 感情知能を高めたチームの成果
田辺 康広 氏・Yasuhiro Tanabe

シックスセカンズジャパン株式会社 代表取締役

創造力を発揮するための感情利用
就職のためだけではなく、ライフキャリアを自ら切り開ける人材育成に主眼

ける人材育成に主眼を置いたカリキュラムを実施。

を置いたカリキュラムを実施。就活テクニックや知識の習得だけではなく、今

就活テクニックや知識の習得だけではなく、今後の人生で必要とされる人間

後の人生で必要とされる人間力の開発や活用方法を身につけるEQトレーニ

力の開発や活用方法を身につけるEQトレーニングの事例をご紹介。の習得

ングの事例をご紹介。就職のためだけではなく、
ライフキャリアを自ら切り開

だけではなく、今後の人生で必要とされる人紹介。

■ 感情知能を高めたチームの成果
小林 晃子 氏・Akiko Kobayashi

株式会社 ジェーシービー・サービス 人材事業部

創造力を発揮するための感情利用
就職のためだけではなく、ライフキャリアを自ら切り開ける人材育成に主眼

ける人材育成に主眼を置いたカリキュラムを実施。

を置いたカリキュラムを実施。就活テクニックや知識の習得だけではなく、今

就活テクニックや知識の習得だけではなく、今後の人生で必要とされる人間

後の人生で必要とされる人間力の開発や活用方法を身につけるEQトレーニ

力の開発や活用方法を身につけるEQトレーニングの事例をご紹介。の習得

ングの事例をご紹介。就職のためだけではなく、
ライフキャリアを自ら切り開

だけではなく、今後の人生で必要とされる人紹介。
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Six Seconds’ experts apply the science of emotional intelligence to improve almost every aspect of human
endeavor. From schools where children love to learn, to corporations where people thrive, to prevention programs
saving lives, Six Seconds’ solutions are life-changing – and empower people to take ownership of a positive future.

東京駅より徒歩5分 (京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡)
有楽町線：有楽町駅(B1F地下コンコースにて連絡）
日比谷線：銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分
千代田線：二重橋前駅より徒歩5分

