イベントコンセプト、講師情報
「講演タイトル」

ビリギャル著者

坪田信貴 講演会

「キーメッセージ」

学びは、人生を熱くする。 それは「意志」からはじまる

糸島にある未来学園都市 九州大学 椎木講堂大ホールに、新時代の「学びのカタチ」を高
らかに響かせる講演会。講師は、ビリギャル・ベストセラー著者 坪田信貴氏。
「講演テーマ」

意志あるところに道は開ける
日本中で大ヒットした映画「ﾋﾞﾘｷﾞｬﾙ」は、人間の意志の物語です。
1 人の女子高校生が、誰が考えても出来そうにない夢へ向う過程で、なぜ自分の未
来と意志を肯定し続けることができたのか? 「学び」の何が、彼女を成長に導き、そ
の後の人生まで変えていったのか？
その原作者である坪田塾代表 坪田信貴氏の講演会は、受験という範疇に留まら
ず、ビジネス経営論 、社員教育、キャリア、人材育成 起業アイディア 、モチベー
ション意識改革、人生、夢、情熱、親子関係、友人関係を根底から変えていく「学び
の戦略」について人情豊かに語られていきます。
舞台となる九州大学は、次の１００年へ、世界のトップ１００大学に躍進する
「躍進百大」のスローガンのもと、壮大な自然に囲まれた未来型キャンパスへの移
設を推進し、産学官民の強力な連携による地域創生を目指しています。
また、メイン講演 90 分の後には、九州大学の教授をはじめ、福岡の産官学各界
をリードするオピニオンが登壇し、坪田氏のメッセージを各専門分野の見地から深
め、「学びから開かれる未来」について意志をリレーしていくパネルディスカッション
を行います。
さらに、熊本大震災によって「学び」の機会が揺らいでいる熊本の中高生、そのご
家族の方々をご招待する企画もご用意いたします。
言葉から言葉が生まれる・・
まさに会場の聴衆と、登壇者が、未来への「熱」を大ホールに共鳴させていく・・・
このイベントは全く新しい学問エンターテインメントです。

講演者

坪田信貴氏情報

「ビリギャルとは？」
ベストセラー書籍『学年ビリのギャルが 1 年で偏差値を 40 上げて慶應大学に現役
合格した話』の映画版がロングランの大ヒット。キャストは有村架純、伊藤淳史、吉
田羊、安田顕など。一人の教師と出会い、偏差値 30 のギャルとその家族の運命が
変わっていく。主人公の天外な発想に笑い、その熱さに涙する人生が変わる実話。

「坪田信貴氏紹介」
これまでに 1300 人以上の生徒たちを個別指導。心理学を駆使した学習法により、
偏差値を短期間で急激に上げることで定評がある。「地頭が悪い子などいない。た
だ、学習進度が遅れているだけ。なので、遅れた地点からやり直せば、低偏差値の
子でも 1、2 年で有名大学、難関大学への合格は可能となる。」という信念をもち、
学力の全体的な底上げを目指す。また、「受験だけでなく、人生を成功させねば意
味が無い」というモットーから、教え子とは一生の交流になり、結婚式に呼ばれる事
も多い。
そんな坪田氏だが、実は、もともと赤面症であり、人前で話をするのが大の苦手だ
った。しかし、理論と技術による練習を重ねて、生徒や部下、聴衆を惹きつける“講
演”を行えるようになった。“本職”である講演で、その技術を披露する。
「講義」「指導」のプロフェッショナルでありながら、ベストセラー作家でもある、坪田
氏の情熱あふれる講演が好評です！
「主な講演テーマ」
○子どもの底力を圧倒的に引き出す５つのポイント
○子どもをやる気にし、保護者を味方にする方法 （ＰＴＡ，教職員向け）
○活き活きとした人間を育てる親や指導者になるための３つの秘密
○ﾋﾞﾘｷﾞｬﾙ著者による誰でも成績を急上昇させる３つのテクニック
○夢を見つけて実現するための３つの秘訣
○ﾋﾞﾘｷﾞｬﾙ著者が語る 部下をやる気にさせる信頼関係のつくり方・・ほか

「潜在ジャンル・キー」
○教育、進路、キャリア ○ビジネス経営論 ○モチベーション意識改革
○人生、夢、情熱

○社員教育、人材育成 ○起業アイディア ・・ほか

心理学をベースにした、自己実現方法を披露します。
どのように目標を設定し、計画を作成し、そして達成するのか？これらのコツをおさ
えることで毎日をもっと楽しく、輝けるようになります。その他、若年層向けの就職・
転職・キャリア指南、英会話・留学に関するセミナーなども可能です。
「坪田氏 講演についてインタビューリンク」
http://www.speakers.jp/interview/n_tsubota/
https://www.youtube.com/watch?v=hi6xIgsQVcg
http://matome.naver.jp/odai/2143087556946538201
「主催担当者による開催意義」
アームフロレゾン福岡サロン 統括マネージャー
宮本由佳

30 歳

（西南大学出身

元小学校教師）

坪田先生は、教育の定義を、
○自信をつけさせること

○居場所

○他者への敬意・・・と置き、

多くの人が自信をなくしている原因が「勉強のこと」・・つまり、5 教科の成績にあるのだ
と言われています。だったら・・ここから自信をつけさせることはできないか？というのが、
坪田先生自身、この仕事を選ばれた理由です。今の成績や、過去の成績はどうでもい
い！「どうなりたいか？」「そのためになにをするか？」・・・それだけを考える。（意志）
という考え方を是非、教育者だけではなく保護者の方々、また今を生きようとして
いる全ての方々に、講演会場で LIVE で体感して欲しいと考えております。 宮本由佳

「講演実績」
株式会社カングー／東海地区信用金庫協会／富士見機工運輸／一般社団法人
中部産業連盟／日本公文教育研究会 高松事務局/大阪南事務局/岐阜事務局/
和歌山事務局／アスキー総研／明治安田生命／岡崎ビジネスサポートセンター／
TKC 城北東京会／キャッスルプラザ名古屋／日本福祉大学／ETJ-Aichi／名古屋
経済大学／青葉区 PTA 連絡協議会／横浜市教育委員会／佐賀県教育委員会／
幸田町教員組合／吉野ヶ里幼稚園／飯塚市 PTA 連合会／福岡県飯塚市／沖縄
県島尻地区中学校文化連盟／NPO 法人岐阜県青年のつどい協議会
その他多数

「テレビ」
NHK

助けて！きわめびと

日本テレビ

ZIP／ ヒルナンデス／ 超お宝マーケティング！ソコホル

TBS

情熱大陸／ ゴロウデラック

フジテレビ

FNS27 時間テレビ／ おじゃマップ／ ジャネーノ！？

東海テレビ

スーパーニュース

テレビ朝日

SmaStation／ 中居正広のミになる図書館／ ニュースなぜ太郎

CBC

ゴゴスマ

MBS

ちちんぷいぷい

BS フジ

原宿ブックカフェ

BS11

宮崎美子のすずらん本屋堂

「ラジオ」
ニッポン放送

垣花正あなたとハッピートーク

TBS ラジオ

生島ヒロシのおはよう一直線／ 大竹まことのゴールデンラジオ

ABC

武田和歌子のぴたっと

文化放送

吉田照美飛べ！サルバドール

MBS

ノムラでノムラだ EX／ ええなぁ

綜合放送 AM ラジオ

週刊マイライフ

CBC

広瀬隆のラジオで行こう

SBS

朝番長

STV ラジオ

のりおとよしこのどさんこラジオ

KBC

武内裕之 That‘sOnTime

J-wav

家入レオのラジペディア

FM 山口

TOKYO“道草”LIFE

TOKYO FM

中西哲生のクロノス

FM 福井

FM スペシャルウィーク がんばれ受験生

「新聞」
読売新聞 ／ 産経新聞 ／ 朝日新聞 ／ 毎日新聞 ／ 中日新聞 ／ 日経新聞 ／ 東京新
聞 ／ 東愛知新聞 ／ 岐阜新聞 ／ 静岡新聞 ／ 中国新聞 ／ 北国新聞 ／ 富山新
聞 ／ 北日本新聞 ／ 岩手日報 ／ 徳島新聞 ／ 宮崎日日新聞 ／ 山陰中央新報 ／ 福
井新聞 ／ 高知新聞／埼玉新聞／大分合同新聞／下野新聞／上毛新聞／琉球新聞／
四国新聞／大阪日日新聞／千葉日報新聞／熊本日日新聞／山梨日日新聞／佐賀新聞
／教育新聞／日経ヴェリタス／東京スポーツ新聞／中京スポーツ新聞／九州スポーツ新
聞／夕刊フジ／水産タイムス その他多数

「雑誌」
週刊文春 ／ 週刊ダイヤモンド ／ 女性セブン ／ 週刊女性 ／ プレジデント ／ SPA! ／ 美人百
花 ／ 婦人公論 ／ 新文化 ／ クイックジャパン ／ 日経エンタ ／ GetNavi ／ ロッキングオ
ン ／ Fit ／ Popteen ／ AERAwithkids ／ Bigtomorrow ／ 論点文藝春秋 ／ サンキュ！ ／ その他

以上

宜しくお願いいたします

アームフロレゾン株式会社
代表 山本修司

統括マネージャー 宮本由佳

「本社」

長崎市万才町 3 番 4 号大和生命長崎ビル７Ｆ

「福岡サロン」

福岡市早良区西新 7 丁目 15-48

「ＨＰ」

http://www.amefloraison.jp/

「連絡先」

TEL 095-820-3148 （本社）

FAX095-820-7302

