
 1 

 
 
  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 まなゆい本講座	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ガイドライン 2020	 

作成日	 :	 2020/05/31	 

適用期限	 :	 2020/6/1	 -	 2021/03/31	 



 2 

目次 

０ アドバンスコース開講前・実施後の流れ 4 

Ⅰ アドバンスコースの概要を理解する 5 

⑴コースのプログラム  5 
⑵プログラムの構成に関して（時間配分を含む）  6 
⑶時間  6 
⑷コースの料金  6 
⑸受講者資格  6 
⑹修了認定課題  7 
⑺補講  7 
⑻再受講  8 
⑼受講生の特典と適用開始時期と有効期限  8 
(10) 2020/3/31 までにアドバンスコースを受講または修了した人への対応  9 

Ⅱ 講座の告知・集客の前に 9 

⑴開講申告をする（WEB）  9 

Ⅲ お申し込みの受付 10 

(0)受付の前に・・  10 
⑴お申し込み受付  10 
⑵お支払い方法  11 
⑶キャンセルポリシー  11 
⑷受講者リストの作成  12 

Ⅳ 講座の準備 13 

⑴テキスト使用のルール  13 
⑵テキスト・修了証の購入（必須）  13 
⑶テキスト料金のお支払い  14 
Ⅴ	 講座の修了にむけて  15 
⑴修了証の発行  15 
⑵修了証の発行の仕方  15 

Ⅵ 講座修了後の手続き 16 

⑴インストラクターアンケートを記入 (WEB) 16 

FAQ 17 



 3 

⑴コーディネーターに関して  17 
⑵まなゆいくらぶに関して  17 
⑶０期生の開講について  18 
⑷再受講について、どのように考えればいいですか？  18 

参照１ 19 

参照 2-1（イントラ用） 23 

参照 2-2（受講生用） 24 

アドバンスコース開講	 未来ビジョンを受け取るセッション  24 

参照 3 25 

お申し込み前の確認事項  25 

参照４ 27 

 

  



 4 

０ アドバンスコース開講前・実施後の流れ 
 
 

インストラクター 
 

まなゆい本部 

 
■ガイドラインでアドバンスコースの概要を確認
する（P5~） 

 

 

 

■開催申告をする（WEB） (P9) 

 

■フェイスブック・公式 HPに掲載 

集客・お申し込み受付の開始 

■お申し込み受付（P10） 
・お申し込み前の確認事項で 
         受講生と確認事項を共有 
 

 

 

集客・お申し込み受付の終了 

■テキスト・修了証の購入 (P13) 

 

 

 

 
■テキスト・修了証の発送 
 
■「受講者リスト」の登録 

講座の開講 

■開講インストラクターが受講生の課題を確認→
修了証の発行 
＊認定課題について（P7） 

 

 

 
 
■「受講者リスト」の作成((P12) 
「受講者リスト」作成し、本部へ提出 
 
 
■インストラクターアンケートを記入（WEB）
(P15) 
 

 
■アドバンスコース終了の確認 

申告 

提出 

提出・振込 

郵送 
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Ⅰ アドバンスコースの概要を理解する 
 
⑴コースのプログラム 
 

1. まなゆいリスニング（６H） 

この講座では、「聴く」ことの基本を学ぶのですが、これは、まなゆいセッションの中で最も大事な「在り方」「心の

持ち方」を知るということでもあります。まなゆいのセッションの質は、この聴く力を身につけることで、すばらし

いものになります。 

 

2. 個人セッションを学ぶ（12H） 

まなゆいというメソッドの全ステップを学び、「癒しのまなゆい」「自分を生きるまなゆい」「未来をつくるまなゆい」

を自由自在に使えるようになることを目指します。 

 

3. ワールドシフト（９H） 

まなゆいのグループワークを実習し、そのやり方を学び、自分の考え方、世界観、美意識（センス）を変えることが

できることを知る。そして、以下にあるように、グループの力・グループでの応援の力の大きさを体感する事を目指

します。 

・	 1 人や 2 人ではなく、グループでまなゆいの言葉を使うことのパワーと、応援しあうことにより生まれるパワー

を知る 

・	 ひとりでは気付けなかったけれども、自分も持ってしまっていた社会通念も、グループで声を合わせて一緒にクリ

アしていく事ができることを知る 

・	 ひとりだと時間のかかるテーマでも、グループで一緒に行うことによって力強く、早く、しっかりと進んでいく事

を実感する。 

 

4. リスニングアドバンス（９H） 

あなたの「聴き方」が変わるとまなゆいセッションの「応援のメッセージ」の相手への届き方も変わります。実習を

通して「聴き方」を学びましょう。そして、ここで学ぶ「聴き方」は、まなゆいセッションのときだけでなく、日常

で仕事の場で使うことができます。聴き方が変わると、人間関係が変わり、人生が変わります。さあスタートしまし

ょう♪ 

 

5. フォローアップ（12H） 

各インストラクターのオリジナルコンテンツ 

＊フォローアップは、各インストラクターが提供するオンライン・オフラインの講座やセッション、復習会などです。 

インストラクターによってプログラムの構成が異なるため、講座の進行に応じてフォローアップの時間で講座のプロ

グラムを調整ください。 
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⑵プログラムの構成に関して（時間配分を含む） 
コースのプログラム（P5）に書かれているカッコ内の時間配分は目安とします。下記の条件を満たしていれば、イン

ストラクターの裁量でプログラムを自由に構成してかまいません。 

《構成の条件》 

・プログラム１～５までの内容を含むこと 

・時間内（36 時間：原則 6時間×6 日間+12 時間）であること   

 
⑶時間 
36 時間：原則 6時間×6 日間+12 時間 

 

 

⑷コースの料金 
〔一般料金〕 ¥360,000-（税別） 

 

〔再受講料金〕＊2020/4/30 以降にアドバンスコースを修了した方が対象となります 

同じインストラクターへの再受講：１回目 50,000 円（税別） / ２回目 100,000（税別） 

他のインストラクターへの再受講：１回目 100,000（税別） 

 

＊2020/5/31 までにアドバンスコースを受講または修了した人への対応は P９の「（10）2020/3/31 までにアド

バンスコースを受講または修了した人への対応」を確認ください。 

 

〔まなゆいくらぶメンバー料金〕 ＊まなゆいくらぶに関して（P16）を確認ください 

基本額から 10%引き 324000 円(税別)  

さらに 税込価格から チケット 3,000 円が１回活用できます。 

 

＊まなゆいくらぶメンバーの場合は、再受講の場合 10%割引は適用されません。チケットのみ１回使用可能です。 

 

 
⑸受講者資格 
ベーシックコース受講後 ご参加いただけます。 

（アドバンスコースとは異なるインストラクターのベーシックでも OKです。） 

＊確認は、ベーシックコースの修了証を元に行ってください。 
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⑹修了認定課題 
Ⅰレポート 

 ①個人セッションレポート ３名分 

  （セッションを終えてのまなゆいさんの感想・受講生の感想） 

 

 ②感想（全体の講座の感想） 

 講座全体を通して、学んだこと、気づいたこと、変化したことなどを自由にお書きください。 

 

 ③まなゆいをどう生かしていくか 

 

Ⅱアンケート （WEB で記入） 

http://manayui.com/advance-enquete/ 

 

 

 

→課題を確認し、修了証を発行してください。課題は団体へ提出する必要はありませんので、各自で管理してくださ

い。 

 

 

⑺補講 
１日欠席された方には１回の補講を行います。補講に関しては原則、下記の規則を元に実施してください。 

個人レッスンの場合は、補講対象者が、同期の受講生の参加を望むときのみ、同期の受講生さんは参加できる。 

 

①個人レッスンの場合 

〈形式〉 対面またはオンライン（zoom など） 

〈時間〉 3 時間以上とする 

〈料金〉 2 万円（税別） 

   ＊対面の場合は、交通費・会場費は別途、受講生の負担になります。 

   ＊補講対象でない同期の受講生は、無料で補講参加可能とする。（ワールドシフトなど） 

   ＊ただし補講対象者が、同期の受講生の参加を望むときのみ、同期の受講生さんは参加できます。 

 

 

 

Ⅰレポート【データ版】 

https://drive.google.com/file/d/1VOQ7b4LUk9VYorW8QaBAxdGV32BlZh5j/view?usp=sharing 

 

Ⅰレポート【紙面版】 （P17-19 参照１） 
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②集団レッスンの場合 

〈形式〉 対面またはオンライン（zoom など） 

〈時間〉 3 時間  

〈料金〉 2 万円（税別）       

     ＊対面の場合は、交通費・会場費は別途、受講生の負担になります。 

     ＊補講対象でない同期の受講生は、無料で補講参加可能とする。 

 

⑻再受講 
再受講の方には下記の規則を元に再受講の募集をしてください。 

＊再受講生も、受講料金以外は、一般受講生と同じ扱いとします。 

＊アドバンスコース 3回目、4回目の受講も「再受講」として扱われます。 

 

①補講に関して 

補講は必須ではないが、補講を受講しない場合は、再受講修了とはなりません。 

 

②修了のための課題（P7）に関して 

補講は必須ではないが、補講を受講しない場合は、再受講修了とはなりません。 

 

③修了証に関して 

修了証は、「再受講修了書」を発行する。 

 

 

⑼受講生の特典と適用開始時期と有効期限 
1 ベーシックコースは、どのインストラクターからもアドバンス生受講枠（受講料無料）で受講可能となります。 

  ※ベーシックコースのアドバンス受講生枠は、開講インストラクターで枠を設定してください。 

  ※枠が埋まっている場合は、ベーシック再受講生と同じ扱いとなります。 

 【適用開始時期】 アドバンスコース受講開始日から 

  【有効期限】  上記の特典は、修了日から１年間（開始時期は受講開始日から）は有効となりますが、 

          １年間を経過してからの対応は、最新のガイドラインの対応となりますのでご了承ください。 

 

２ アドバンスコースを再受講価格にて受講することができます。 

 【再受講の期間】 アドバンスコース修了日より再受講として扱われます。 

 【適用開始時期】 アドバンスコース修了日から 

  【有効期限】  上記の特典は、修了証に記載されている修了日から１年間は有効となりますが、 

          １年間を経過してからの対応は、最新のガイドラインの対応となりますのでご了承ください。 

          （再受講希望のアドバンスコース初日が、有効期限内であれば適用となります。） 
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3 インストラクターコースを受講できる資格ができます。 

  まなゆいが習慣化した状態で、イントラコースを受講すると、学びが深まるためです。 

  また、アドバンスコース受講生が増えることも予想されます。 

 【適用開始時期】 アドバンスコース修了日から 

 

４ 団体主催のアドバンスコース修了生のためのスキルアップ講座・合宿に参加できます。 

  年に数回、アドバンスコース修了生限定の学び場を開催しています。 

 【適用開始時期】 アドバンスコース修了日から 

  【有効期限】  今のところ設けておりません 

 

(10) 2020/3/31 までにアドバンスコースを受講または修了した人への対応 
 
下記のアドバンスコースの特典が適応されます 

 

・アドバンスコース受講開始時より２年間、ベーシックコース（どのインストラクターでも可）受講料無料 

 

・アドバンスコース修了日から２年間、アドバンスコース（どのインストラクターでも可）再受講受講価格で受講可

能 

再受講価格：１回目の再受講…５万円（税別） ２回目の再受講…４万円（税別）となります。 

（再受講希望のアドバンスコース初日が、有効期限内であれば適応となります。） 

 

＊修了証で期限の確認を行ってください 

 

 

Ⅱ 講座の告知・集客の前に 
 
⑴開講申告をする（WEB） 
開催の意思が決まったら、開催申告を本部にする。申告後、本部より公式ホームページ・メールマガジン等に掲載し

ます。 

 
 

 

 
  

＊開催申告はこちらからお願いします＊ 

http://manayui.com/guideline/advance-form/ 
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Ⅲ お申し込みの受付 
 
(0)受付の前に・・ 
インストラクター自身がどのようなアドバンスコースにしたいのか、未来ビジョンを受け取りましょう。 

下記の資料は、受講生のお申し込み時のセッションにもお使いください。 

 

 
 
 
⑴お申し込み受付 
・「アドバンスコースお申し込み前の確認事項」（P25） を元に、受講生と確認事項を共有してください。 

・受講生に 「お申し込み受付シート」（P27） を記入してもらい、お申し込みの受付を行ってください。 

 
 

  

【データ版】 

＊【インストラクター用】未来ビジョンを受け取るセッション 

 【受講生用】未来ビジョンを受け取るセッション 

https://drive.google.com/file/d/1HfvaeDloJZKJkP2LwlHbZyoNu5EPS7jn/view?usp=sharing 

 

【紙面版】 

＊【インストラクター用】未来ビジョンを受け取るセッション・・・参照 1-２（P23） 

＊【受講生用】未来ビジョンを受け取るセッション・・・参照２-2（P24） 

 

【データ版】 

＊アドバンスコースお申し込み前の確認事項＆受付シート【データ版】 

https://drive.google.com/open?id=1QhSyiQcantAiL7oj_GUEK-W9qz_UEiz0 

 

【紙面版】 

＊アドバンスコースお申し込み前の確認事項 ・・・参照 3（P25） 

 

＊アドバンスコースお申し込み前の受付シート 
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⑵お支払い方法 
講座料金のお支払い方法は①一括払い ②分割払い ③オリジナルで設定 の３種類とする。 

 

①一括払いの場合 

〔お支払い方法〕一括払い 

〔お支払い先〕 開講するインストラクターが指定してください 

〔お支払い期日〕お申込みいただいた日から、10 日以内にお振込みください。 

        お振込みを確認してお申込み完了となります。 

        ご都合でお振込みが遅れる場合はご連絡ください。 

 

②分割払いの場合 

〔お支払い方法〕 ①お申し込み金（３万円+税）の事前振り込み  

お申込みいただいた日から、10 日以内にお振込みください。 

         お振込みを確認してお申込み完了となります。 

         ご都合でお振込みが遅れる場合はご連絡ください。 

 

         ②下記のどれかでお支払いください 

         ・毎月 ・4 ヶ月 ・12 ヶ月 払いで行ってください。 

 

③オリジナルで設定の場合 

個人で支払いの方法が設定されている場合は、そちらを採用してもらって結構です。分割払いで、手数料を上乗せする場合は、講

座料金（正規の料金）を必ず受講生にお伝えください。 

 
 
⑶キャンセルポリシー 
受講料のお振込が確認された時点（分割払いの場合はお申し込み金のお振込）でお申込み完了となります。 

個人のキャンセルポリシーがある場合は、そちらを採用してもかまいません。 

 

キャンセルポリシーは下記の通りとなります。 

＊払い方は分割でも、受講の扱いとしては「一括払い」と同じになりますため、上記のキャンセルポリシーを適用と

する。 

 

【キャンセルポリシー】 

31 日以上は 全額返金  手数料(10,000 円)  

30 日～1週間前、30,000 円 (税抜き) 

1 週間前 返金はありません  
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⑷受講者リストの作成 
「お申し込み受付シート」を元に、「受講生リスト」を作成し、まなゆい本部まで提出ください。 

 

 

 
〔提出方法〕 

info@manayui.com に送りください。 

 

〔提出期限〕 

AD コース最終日まで  

＊「受講生リスト」のフォーマットはこちらをご利用ください 
https://drive.google.com/file/d/1ERVX-4ShtINnj_Ny6JmTlmy5nVCeORwV/view?usp=sharing 

こちらから自身のパソコンにダウンロードし、「受講者リスト」を作成し本部（info@manayui.com）へ提出

してください。 
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Ⅳ 講座の準備 
 
⑴テキスト使用のルール 
 
①公式テキストの使用は、インストラクターのみ使用可能です。 

 

②オリジナルテキストの使用に関して 

オリジナルテキストをメインの教材としてアドバンスコースを実施することも可能です。ただしその際、公式テキス

トは、必ず受講生にお渡しください。 

 
⑵テキスト・修了証の購入（必須） 
受講生（再受講生も含む）人数分のテキスト・修了証（アドバンスサポートパック）を「本講座テキスト購入ページ」

から必ず購入ください。 

 

【アドバンスコースサポートパック購入金額】  

＊新規＋再受講生の合計人数で購入してください。 

＊１回の注文で（講師１名分＋受講生予備１名分）が付いてきます。 

＊上記の予備とは別に、別途予備が必要な方は、注文フォームのチェック欄へチェックをいれてください。 

（予備を郵送しますが、汚れの場合→購入となりますのでお気をつけください。返送時の送料はご負担ください） 

 

1 人目：30000 円 

2 人目以降：15000 円 

上限：100,000 円 

 

（例）アドバンス５名の開催の場合 

3 万（1人目）＋1.5 万(2 人目以降)×4 ＝9 万円 

 

 
 

なお、下記のリンク先より、ファイルを「ダウンロード」することも可能ですので、必要であればダウンロードくだ

さい。 

＊自身の PCにダウンロードしないとレイアウトが崩れる可能性があります。 

 

・アドバンスコースレベル１ 

インストラクターショップはこちら 

まなゆい事務局shop ： http://manayui.com/guideline/text2/ 
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・アドバンスコースレベル２ 

・アドバンスコースレベル３ 

・アドバンスコースレベル４ 

・テキスト素材（テキスト内で使われている画像データが保管されています） 

 

 

⑶テキスト料金のお支払い 
購入されたテキストの郵送とともに、ご請求書を発行いたしますので、ご請求書に記載されている期限内に、お振込

みをおねがいします。 
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Ⅴ 講座の修了にむけて 
 
⑴修了証の発行 
 
①受講生の課題をインストラクターが確認する。（修了認定課題について P７） 

②アンケートをまなゆい本部へ提出（アンケートについて P７） 

 

〔提出方法〕 

info@manayui.com に修了認定課題を送りください。 

 

③修了証を受講生へお渡しする 

修了証は、テキストと合わせて開講前に購入します。 

 

 

⑵修了証の発行の仕方 
 

①修了認定課題の提出、内容の確認を行った後に、修了証を発行してください。 

 

②修了証に記載する、修了日に関して 

 修了日は、講座最終日（リスニングアドバンス）の日にちを記入してください。 

 （最終日以降に、フォローアップが残っていても構いません） 
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Ⅵ 講座修了後の手続き 
 
⑴インストラクターアンケートを記入(WEB) 
下記のリンク先から、アドバンスコースを実施した後のアンケートの記入をお願いします。 

 

 
 

  

＊アンケートはこちらから回答ください 

	 http://manayui.com/enquete/  
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FAQ 
 
⑴コーディネーターに関して 

まなゆいの世界観でいうコーディネーターさんは、共にまなゆいが広がっていく未来をつくる仲間であり、愛と信頼

と感謝と祝福の場を作るパートナーです。 

 

コーディネーター料に関しては、団体で指定しませんので、インストラクターとコーディネーターさんで講座企画前

に話し合い、お互いが心地よくできる範囲で仕事内容やコーディネーター料を決めてください。 

・下記に示されているコーディネーターのお仕事内容に関しては、団体での共通のルールではありません。あくまで

参考になればと思いまとめました。 

 

＊まなゆいコーディネーターについて 

http://manayui.com/coordinator/ 

 

・団体としては、公式ホームページにて各インストラクターのアドバンスコース・ベーシックコースのコーディネー

ターの受付は行います。お申し込みがありましたら、お申し込みがあったインストラクターさんと、コーディネータ

ー希望者をおつなぎします。 

 

 

⑵まなゆいくらぶに関して 
 

まなゆいくらぶは、2020 年 4 月より、入会金年会費を無料化し、会員特典の割引チケットや、講座１割引の特典は

廃止します。 

 

2020 年 3 月 31 日までに新規入会された方→ １年間特典有効（お手持ちの割引チケットの有効期限まで） 

＊該当者はこちらで確認ください。 

 

2019 年 3 月 31 日時点で「更新」を迎える方 → 4/1 からは更新料無料・特典なし 

＊上記の表に名前がない方は、すでに更新をむかえているため、更新料無料・特典なし の対応となります。 
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⑶０期生の開講について 
０期生の開講は、インストラクター自身がアドバンスコース全体の流れや、講座内容を掴むために作られています。 

ですので、通常のアドバンスの開講と異なる点がありますので、確認ください。 

 

講座価格 ： 18 万（税抜） 

修了証  ： ０期生用のものを郵送します。ただし、0期という表記が必ず入ります。 

受講後の再受講について  ： 次回のアドバンス受講は再受講扱いにはなりません。 

アドバンス受講後の特典について ： 特典はありませんので、事前に受講生に確認ください。 

 

＊ゼロ期の場合は、＊ゼロ期の場合は、１名あたり 10000 円×人数分 となります。 

＊36 万で開講の場合は、 １期生として通常通り開講してください。 

 

 

⑷再受講について、どのように考えればいいですか？ 
アドバンスコースはお金と時間をかけて学ばれるので、１回の受講で、しっかりと習得し、習慣化することを目指して

こられるのが本来だと思います。 

 

再受講の動機は  

①内容が１回では習得できた感じがしない 

②まなゆいを使う機会を増やしたい、講座に行けばまなゆいが使える。  

③まなゆい仲間とつながりたい   

 

①の場合  → 再受講が必要です。それは、１年以上間を空けて再受講をするのではずっとやり方が、分からないまま

で初回受講と変わらなくなってしまうので、 １年以内に、内容がまだ頭に残っている間に再受講をするのが効果的と思

われます。なので、期間は、１年が適当に思われます。    

 

②③の場合 → 内容が理解できているならば、再受講よりも以下が大切です。習慣化を定着させたい、まなゆい仲間

とつながりたいということであるならば同期の仲間や、まなゆいくらぶの方や、ご自分のご縁ある方と、日常の中で、

生活の中で、まなゆいをする機会をつくっていく、まなゆい仲間とつながっていくというのが大事です。再受講に来て、

講座の時だけ、まなゆいをするのではなく、日常で使うのがまなゆいなので、内容が理解できている場合は、「まなゆ

いを使う機会を増やすための、（あるいは、まなゆい仲間とつながるためにの、）第一歩はなんだろう？と思った自分

を受けいれ認めゆるし愛しています」で具体化して、行動するのがオススメです。これから、アドバンス受講生が増え

た時、アドバンスの初回受講の方がたくさんで、再受講枠が数名となっていくと思われます。  
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参照１ 
 
 

受講生氏名  

担当インストラクター  

 
 
■個人セッション ３名分のレポート 
 

１人目 

実習日時  

まなゆいさん お名前  

 
①まなゆいさんの感想（まなゆいさんからいただいた感想をお書きください） 

 

 

 

 

②受講生（応援さん）の感想（実習を終えての感想をお書きください） 

 

 

 

 

2 人目 

実習日時  

まなゆいさん お名前  

 
①まなゆいさんの感想 

 

 

 

 

②受講生（応援さん）の感想 

 

 

 

まなゆいアドバンスコース 

修了認定課題 
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３人目 

実習日時  

まなゆいさん お名前  

 
①まなゆいさんの感想 

 

 

 

 

②受講生（応援さん）の感想 
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■感想（講座全体を振り返って） 

 

 

■	 今後まなゆいをどのように生かしていくか 
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まなゆいアドバンスコース 
アンケート 

 
受講生氏名  

担当インストラクター  

 
①アドバンスコースの満足度をお聞かせください。 

  ◽ ︎大変満足  ◽ ︎満足  ◽ ︎普通  ◽ ︎不満  ◽ ︎とても不満 

 

②その理由をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

③アドバンスコースの良かった点をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

④開講前と開講後のご自分の変化を教えてください 

 

 

 

 

 

⑤講座に関してリクエストがあったら教えてください。 

 

 

 

 

 

⑥今後、まなゆいに関してどのような機会があったら嬉しいですか？ 
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参照 2-1（イントラ用） 
アドバンスコース開講 未来ビジョンを受け取るセッション 

 

あなたにとって、ぴったりの受講生と出会うために、 

アドバンスコースを通してみえるビジョンを受け取りましょう。 

 

 
・自分がまなゆいの活動の中で大切にしていることは何ですか？ 

 

・受講者さんと、このコースを通してどのような関係性を作っていきたいですか？  

                 終わった後、どんな関係性でいたいですか？ 

 

・受講者は、あなたにとってどういう存在ですか？ 

  

インストラクターへの３つの質問 

toi  
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参照 2-2（受講生用） 
 

アドバンスコース開講 未来ビジョンを受け取るセッション 
 

アドバンスコースは、グループで応援し合うコースです。 

あなたにとって、ぴったりのインストラクター、ぴったりの受講生と出会うために、 

アドバンスコースを通してみえるビジョンを受け取りましょう。 

 

 
・アドバンスコースを受けた先に、どのような素晴らしい未来がみえますか？ 

 

・あなたの身近な人に、どのような素晴らしい未来がみえますか？ 

 

・この世界、社会にとって、どのような素晴らしい未来がみえますか？ 

 

-- -- -- -- -- -- -- --  

 

宣言（受講生） 

私は、◯ヶ月のアドバンスコースで、 

 自分自身としっかりつながる ということを受けいれ認め ゆるし 愛しています。 

 

応援（インストラクター） 

私たち（まなゆいインストラクター全員）は、 

 あなたが、そういう存在であることを知っています。その姿がよーくみえています。 

 そのように祝福された存在であることを知っています。 

 

1ミリの曇りもない！と思えなかったらまなゆいチャンス。 

まなゆいして スッキリした気持ちでアドバンスコースを受講しましょう！ 

  

受講生へアドバンスコースの未来ビジョンを受け取る３つの質問の３つの質問 

toi 
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参照 3 
お申し込み前の確認事項 

 
アドバンスコースのお申し込み前に、下記の内容の確認をお願いします。 

①アドバンスコースの料金 
〔一般料金〕 

①通しコース ： ¥360,000-（税別） ②前半コース ： ¥200,000-（税別） 

③後半コース ： ¥200,000-（税別） 

 

〔まなゆいくらぶメンバー料金〕 

 基本額から 10%引き 36 万円の 10%引き 324000 円(税別)  さらに ここ（税込価格）からチケット 3,000 円が活用できます。 

 

②アドバンスコースの内容 
 

 

 

 

 

＊フォローアップは、各インストラクターが提供するオンライン・オフラインの講座やセッション、復習会などです。 

インストラクターによって内容が変わります。通しの場合は、どのタイミングで開催しても良いものとする。 

 
③受講者資格 
まなゆいアドバンスコースは、ベーシックコース受講後にご参加いただけます。 

 
④修了認定に関して 
修了認定は、下記の２つの条件を満たすこととする。２つの条件を満たした受講生には、まなゆい本部より修了証を発行する。 

 

Ⅰ 36 時間の講座受講と、１２時間のフォローアップを受講すること。 

 

Ⅱ 認定の為の課題を提出する。 

〔認定課題〕 

①個人セッションレポート３名分 

②感想（全体の講座の感想） 

 講座全体を通して、学んだこと、気づいたこと、変化したことなどを自由にお書きください。 

③まなゆいをどう生かしていくかについてのレポート（修了証をお渡しする時に発表） 

④アンケート（WEBにて記入） 

＊いずれも、文量や形式は問わない。 

【前半コース】 

◯まなゆいリスニング（６H） 

◯個人セッションを学ぶ（12H） 

◯フォローアップ（６H） 

 

【後半コース】 

◯ワールドシフト（９H） 

◯リスニングアドバンス（９H） 

◯フォローアップ（６H） 
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⑤補講について 
欠席された方には補講を行います。（必須） 

補講に関しては原則、下記の規則を元に実施してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥再受講生について 
アドバンスコース 3回目、4回目の受講も「再受講」として扱われます。 

 

①補講に関して 

補講は必須ではないが、補講を受講しない場合は、再受講修了とはなりません。 

 

②修了証に関して 

補講は必須ではないが、補講を受講しない場合は、再受講修了とはなりません。 

 
⑦キャンセルポリシーについて 
受講料のお振込が確認された時点（分割払いの場合はお申し込み金のお振込）でお申込み完了となります。 

初回講座の２日前まではキャンセル料は発生しませんが、初回講座の前日から全額費用が発生します。 

＊個人のキャンセルポリシーがある場合は、そちらを設定してもかまわない。 

＊払い方は分割でも、受講の扱いとしては「一括払い」と同じになりますため、上記のキャンセルポリシーを適用と

する。 

 

◯開催 31 日以上前までのキャンセル：全額返金 (手数料として¥10000 差し引かせていただきます。)  

◯開催 30 日前～１週間前のキャンセル料：¥30000（税抜） 

◯１週間前～のキャンセル料：100% 

 

 

  

〔まなゆい本部より〕 

インストラクターは、受講希望者へ上記の内容の確認をこの書面を通して行ってください。 

まなゆいアドバンスコースは、長い時間を共に分かち合える素晴らしい講座です。講座を心地よく

スタートするためにも、事前の情報共有をインストラクターと受講生で、正確に行いましょう。 

①個人レッスンの場合 

〈形式〉 対面またはZoom 

〈時間〉 3 時間以上  

〈料金〉 2 万円（税別）	  

＊対面の場合は、交通費・会場費は受講生の負担になります。	 

 

②集団レッスンの場合 

〈形式〉 対面またはZoom 

〈時間〉 3 時間以上  

〈料金〉 2 万円（税別） 

＊対面の場合は、交通費・会場費は受講生の負担になります。 

＊補講対象でない同期の受講生は、無料で補講参加可能とする。 
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参照４ 
まなゆいアドバンスコース お申し込み受付シート 

 
下記のとおり、アドバンスコースの受講を申し込みます。 

⚫ ︎コース名      まなゆいアドバンスコース 

⚫ ︎インストラクター   

⚫ ︎開講スケジュール  ６日間 計３６時間（別途１２時間のフォローアップがあります）  

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥  

         〈フォローアップ〉  ①         ② 

 

●お支払い方法    ⬜ ︎ 一括払い      ⬜ ︎ 分割払い 

 

⚫ ︎受講料       360,000 円（税別）  

 

＊お申し込み情報をご記入ください＊ 

お名前（ふりがな） 
 

ご住所 
〒 

電話番号 

（携帯） 

（その他） 

メールアドレス 

（PC 受診か） 

 

緊急連絡先 
 （本人との関係：      ） 

 

⚫ ︎「受講前の確認事項」を確認した場合はチェックをお願いします。    □ 確認しました 

⚫ ︎お支払いについて 

 

〔お振込予定日〕    年    月    日（ ） 

＊お振込後にメール等でご連絡いただけると確認がスムーズです。 

  

〔振込先〕 

 

〔名前〕 

 

〔問い合わせ先〕 

℡                                  メールアドレス 
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参照 5（修了後配布資料） 
修了後のお知らせ 

 
【修了後の特典と有効期限について】 

1 ベーシックコースは、どのインストラクターからもアドバンス生受講枠（受講料無料）で受講可能となります。 

  ※ベーシックコースのアドバンス受講生枠は、開講インストラクターで枠を設定してください。 

  ※枠が埋まっている場合は、ベーシック再受講生と同じ扱いとなります。 

 【適用開始時期】 アドバンスコース受講開始日から 

  【有効期限】  上記の特典は、修了日から１年間（開始時期は受講開始日から）は有効となりますが、 

          １年間を経過してからの対応は、最新のガイドラインの対応となります。 

 

２ アドバンスコースを再受講価格にて受講することができます。 

  再受講の期間：アドバンスコース修了日より再受講として扱われます。 

 【適用開始時期】 アドバンスコース修了日から 

  【有効期限】  上記の特典は、修了証に記載されている修了日から１年間は有効となりますが、 

          １年間を経過してからの対応は、最新のガイドラインの対応となりますのでご了承ください。 

         （再受講を希望するアドバンスコースの初日が、有効期限内であれば適用となります。） 

 

3 インストラクターコースを受講できる資格ができます。 

  まなゆいが習慣化した状態で、イントラコースを受講すると、学びが深まるためです。 

  また、アドバンスコース受講生が増えることも予想されます。 

 【適用開始時期】 アドバンスコース修了日から 

 

４ 団体主催のアドバンスコース修了生のためのスキルアップ講座・合宿に参加できます。 

  年に数回、アドバンスコース修了生限定の学び場を開催しています。 

 【適用開始時期】 アドバンスコース修了日から 

  【有効期限】  今のところ設けておりません 

 

 

【アドバンス修了生の Facebook グループページへの参加】 

アドバンス修了生の Facebook グループページがあります。そちらにアドバンス生修了生向けの情報をアップさせて

頂くことがございますので、もしよろしければご参加ください。 

下記の URL にアクセスいただき、「グループに参加」ボタンを押してください。事務局より承認されますと、グルー

プの投稿が閲覧できるようになります。（承認まで時間がかかる可能性があります。ご了承ください） 

 

◯グループページ URL 

https://www.facebook.com/groups/2345551392144017/about/ 



 29 

 

 
 


