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こんにちは、奥村美里です。 

この度は、英語コーチ養成講座プレセミナー＆説明会へ 

ご参加いただき誠にありがとうございます。 

 

英語コーチ養成講座も今回で 11 期目。これまで、まったく自信のな

かった受講生たちが自分で集客できるようになり、クライアントを目

標達成に導くところを見てきました。毎期 9 割以上の受講生が講座期

間中にクライアント成約し、数十万から数百万円もの収入を得ていま

す。 

 

英語というスキルを使って世の中に貢献したい。 

人に貢献したい。収入につなげたい。 

感謝されながらやりがいのある仕事がしたい。 

時間や場所にしばられず仕事がしたい。 

 

このように思われる方は、ぜひこちらの卒業生の感想をご覧ください。 
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人生が変わる講座です。 
夢がすべてかないました！ 
 

東京都在住 英会話講師 野口 涼子さま 

 

自宅でフランチャイズの英会話教室を運営し 4 年。仕事自体は楽しいものの、 

大学院留学までして言語教育を学んだリソースがほとんど活かせていないこと、時給

に換算するとかなり安いこと、そして今すぐ英語が必要な大人を助けることができないことと、モヤモヤが

溜まっていました。そんなときに、軽い気持ちで参加した説明会で衝撃を受け、自分の行き詰った人生を打

開できる場所はここにしかないという直感で、迷わず受講を決めました。 

 

受講料が高く、受講を周囲に相談したとき「お金を払わずに自分で始めればいいのではないか」と多くの人

に言われましたが、習うことによる圧倒的な情報量とスピード感、仲間の力がなければ、この結果を導くの

は「物理的に不可能」だったと思います。これが浪費でも消費でもない、自己投資か！と実感しました。 

 

自己投資の意味を理解したことで、講座中は「受講料を取り返す」というモチベーションも良い方向に働き

ました。根性が据わった様々な経歴を持つ英語マニアな仲間との出会い、5 名のクライアントさんとの素晴

らしい出会いがあり、受講中に 138 万円を売り上げることができました。また、自分自身が先輩コーチの力

をお借りし、仲間の応援も受けて、講座中に念願の英検 1 級に合格しました。 

 

2 歳と 5 歳の子供がいての受講でしたが、家庭のこと・本業・講座・英検受験が重なる中で、徹底的に自分

の人生の優先度を考え、講座前に思い描いていた夢が全て叶いました。 

人生が変わる講座です。奥村先生には感謝しかありません！  

 

 

 

 

 

「100 回挑戦して 100 回挫折。でも 101 回目に 
最高のコーチを見つけた」とお客様から嬉しいコメント！ 
 

現在では、クライアントさんは 13 人、月商 100 万円はコンスタントに超えられるようになってきました。

金銭的に自由になり、自立して仕事をしていける自信がつきました。またどこでも仕事ができるので生活が

拘束されなくなり、社会に貢献できていることを実感できるようになりました。 

 

英語コーチになるまでは、今まで自分の持っている能力を活かし切れていない、努力はしているのに人生こ

こ止まりなんだという諦めがあったけれど、今は「自分がやりたい」「できる」と思ったことは実現できると

いう自信が付きました。 

 

半年、1 年と継続してくださっているクライアントの方々から「今まで何をやっても続かなかったのに、謎

に続いている」「やっと自分に合った先生とやり方を見つけた」「100 回挑戦して 100 回挫折したけど、101

回目に最高のコーチを見つけた」という感想をいただき、本当に嬉しかったです。 

受講直後の 

感想 

現在 

Case1：フランチャイズからの脱却 



子育て真っ最中の主婦・未経験の私でも、 
15 名 313 万円の売上をあげられました！ 
 

東京都在住 バイリンガル育児ティーチャー 遥 恵子さま 

 

今でも、夢のような気がします。最初、5 ヶ月でクライアント様を 5 名獲得という目

標をたてていましたが、高すぎる目標かと思っていました。しかし、未経験で、コネ

や生徒さんもいなく、子育て真っ最中の専業主婦だった状態から、クライアント獲得

期間の 6 週間で 15 名のクライアント様にご成約頂き、313 万円の売上をあげることができました。 

 

実際に英語コーチングが始まると、クライアント様からは「始める前とは別人のよう！英語が話せるように

なってきています！」という声をいただいたり、Who do you respect?の質問で、私のことを答えてくださ

ったり。良いクライアント様に恵まれて毎日が充実しており、奥村先生がおっしゃっていた「好きなことを

して、感謝されてお金をいただけます」というのは本当だった！と実感しています。何よりも、家で子供を

みながら今までの経験を活かした仕事をしたい、と思っていた私にとって在宅でこれだけの収入が得られ

る、というのは本当に夢のようです。 

 

ここに集まる方々は英語力も指導経験もあり、また面倒見が良くて人柄も素晴らしい方々が多かったので、

ここで築かせていただいたネットワークは一生ものです。この講座を受けることで人生が変わり、受講して

本当に良かったと思っています！ 

 

 

 

 

 

400 日継続が続出！好きなクライアント様たちと 
長くお付き合いできるのが一番嬉しいです！！  
 

英語コーチになって生活が 180 度変わりました！子供のスクール代とか、自分の自己投資も、惜しみなく

色々やりたいことができるようになりました。好きな仕事ができていることで、自信にもなりました。 

 

「コーチング期間が、人生で一番充実した期間でした！」「コーチングを受けるのが楽しみなので、仕事もそ

のために頑張れます！」など嬉しいお声をたくさんいただき、4 タームで 400 日続けてくださる方達が増え

てきて、好きなクライアント様たちと長くお付き合いできているというのが、一番嬉しいです！！ 

 

ちなみに、現在コーチング中の方々は 3 人、これからスタートする方々が 8 人、そして継続のクライアント

様が３０人いらっしゃいます。年始 1 回の 6 週間の集客で 500 万円くらい、あとはご継続で 500 万円、と

いう感じで、2020 年は年収 1000 万円くらいでした。それ以外は集客しないという、気ままなお仕事をさ

せていただいており、本当にありがたいです！今まで年収 200 万円くらいだったので、本当に奇跡を起こし

ていただきました！ 

 

受講直後の 

感想 

現在 

Case2：主婦からの転身！ 



ティーチングとは違い短期間で、メキメキと 
実力をつけていくのがたまらなくうれしい！ 
 

東京都在住 会社員 矢野 茉莉子さま 

 

講座を受講するまでは会社員の傍ら副業として英語レッスンを行っていました。たった

5 ヶ月の間に、毎日の習慣や思考が変わり、気付けばクライアント獲得チャレンジ期間

に受講料は全額回収、講座が終了するまでに計 10 名のクライアントを獲得、187 万円もの売上を達成する

ことができ、人生が変わった 5 ヶ月間となりました。 

 

収入が上がったことはもちろん嬉しかったですが、クライアントさんが短期間のうちにメキメキと実力をつ

け、結果を出している姿を間近で見られることも、大きな喜びでした。それまでは全て自己流でしたが、講

座の中で効果的な学習戦略を学ぶことが出来たこともとても大きな収穫でした。 

 

この講座を通して得たものは、ゼロからビジネスを生み出すノウハウ、コーチングスキル、マーケティング

の知識、コミュニケーションスキル、ビジネスオーナーとしてのマインドセット、方眼ノートの活用スキ

ル、素晴らしい同期や先輩とのネットワークなど、数え出したらキリがありません。受講料以上の価値があ

る講座だったと自信を持ってお伝え出来ます。確実に言えることは「正しい努力は必ず成果になって返って

くる」「自己投資に勝る投資効率の高い投資はない」ということです。英語力を活かして何かにチャレンジし

たい人、英語を教えていて収入をもっと増やしたい人、とにかく人生を変えたい人、そんな方には是非おす

すめしたい講座です。 

 

 

 

 

 

やりがいを感じながら、 
夢の年収 1,000 万越えを果たしました！ 

 

「茉莉子さんのコーチング受けてなかったら、今ごろ会社辞めていました」というお声をいただいたり、日

本語で話す時も寡黙で、スピーキングに苦手意識があったクライアントさんが、日々のスピーキング練習を

繰り返した結果、話せる時間が 1 分から 3 分、とグングン伸びていき、最終的には 15 分以上、内容もビジ

ネスに留まらず、戦国武将の戦術や哲学についても英語で話せる様になり、非常にやりがいを感じていま

す。 

 

本業を継続しつつ、自分の手でゼロから売上を作ることが出来るようになったので精神的にとても安定しま

したし、自信がつきました。本業と副業のシナジーも生まれ、幅広くスキルアップにもつながっていて英語

コーチになって本当によかったと思います。 

 

現在フルサポートは上限 3 名。セッションのみやレッスンなど部分的にサポートしている方が 3～5 名ほ

ど。昨年は本業と合わせて夢の 1,000 万越えを果たしました！自分でビジネスを行っているという自覚が生

まれ、より積極的に情報を取りに行ったり、発信力を鍛えたりといった自己研鑽に対する気持ちが大きく変

わり、ビジネスオーナーとしての自覚を持って日々生活できる様になりました！ 

受講直後の 

感想 

現在 

Case3：副業からのスタート！ 



仲間とともに学んだ濃い 5 ヶ月。 
地方在住＆小さい子供を子育て中でも 
400 万円以上の売上。 

 
山口県在住 英会話講師 井原 由佳さま 

 

幼子を抱えながらの雇われでの限界を感じて 2 年前に英語講師として独立後、英 語は

好きだけれど、正直割に合わない従来の個別ティーチングスタイルにも疑問を感じ、今後の自分の方向性を

見つめなおす時期、まさにそのときにプレセミナーを受けました。 

 

プレセミナー後は「今は子どもにお金も手もかけるべきなのに」「先行投資して、回収できるほど成果が出せ

なかったら」などいろんなことが脳裏を過ぎりました。ただ、あとから思えばすべて自分の思い込み。本当

に濃い 5 ヶ月間を走り抜け、これが 5 ヶ月かと思うくらいのたくさんの出会いと経験をさせていただきまし

た。人生で一番勉強した留学時代よりも、勉強したのではと思うくらいです。 

 

この歳でまた本気で勉強できることが楽しくて、ただただ奥村先生の言われることを実直に行動に移しまし

た。その結果、クライアント成約期間中に 8 名のクライアントさんを成約し、238 万円を達成。この成果を

出せたのは、やはり自分一人の力ではないとはっきりと言えます。 

 

ずっと叶えたかった自分の想い。【英語で地元へ恩返し】ができると確信もできた 5 ヶ月でした。 

もし迷っている方がいらっしゃったら伝えたいこと。 

それは… “Trust Ms. Okumura. Trust yourself. Then, you’ll see it!” 

 

 

 

 

 

夢を目指し一緒に走れることがやりがい！ 
羽ばたいていく笑顔を見るのがなにより幸せです。 
 

1 番の変化は、自分のやりたい仕事ができ、自分で働く時間も収入も決められるようになったことです。現

在 8 名のクライアントさんがおり、月収は約 40 万～70 万円です。以前、転職を考えていた時、能力を生か

せる仕事を選ぶというよりも、就業時間や勤務形態が優先懸念事項に入り、育児のために夜や土日祝日勤務

を避けると、自分がしたい仕事を諦めざるを得ない、また収入も多くは望めないと感じたことがありまし

た。今は、子どもとの時間をしっかり確保しながら、収入も自分次第で決められるようになったのは、とて

も大きな変化です。 

 

いろんなお悩みや想いをもった方とご一緒するので、一人ひとりの目標が十人十色。毎回、その方に合った

方法を一緒に見つけながら、その方の夢を目指して一緒に走れることにとてもやりがいを感じます。「由佳さ

んに英語コーチングをお願いすることができて、本当に良かったし、幸せでした」「毎日毎日新しい自分に生

まれ変わっていく！３ヶ月前の自分が懐かしい！」など嬉しいお声も。 

 

クライアントさんとの出会いで、私自身も多くの学びをいただくので、私自身の人生も日々変化している感

覚が嬉しいです。 

受講直後の 

感想 

現在 

Case4：英語講師から英語コーチへ！ 
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平凡からの脱却！ 
副業で始めたこんな私が 200 万円売り上げました！ 

京都府在住 会社員 加瀬 弘子さま  

 

講座受講前、外国人観光客のサポートや英会話講師をしており、コロナの影響で収入源

に不安があり OL を始めましたが、収入は安定したものの、忙しい割に平坦で平凡で変

化がなく、こういう人生は私が欲しい人生じゃないと感じていました。 

 

実際に受講して断言できるのは、成約したから受講料を回収したということではなく、金額以上の価値があ

る講座でした。サポートが手厚く、こんなにしてもらえるところは他にはないです。 

 

奥村先生が「この 5 か月の講座は走る期間です」と仰ったときに、OL だし英語講師もしてるし時間がな

い。1 人成約するには行動量も多くないって聞いているので、私は走りませんと誓ったんです。なのに成約

チャレンジ期間が始まり、気付いたらめっちゃ走ってました。 

 

この講座をレストランに例えると、私これアレルギーあるかもと思いながら提供されたものは全部食べまし

た。その結果、当初は 1 人が目標だったのが、7 人成約 200 万円を売り上げ、イギリス留学も決まりまし

た。「できると思えばできる」ということがわかり、奥村先生が言ってくれた「加瀬さん、できますよ！」の

おかげです。奥村先生のエネルギーと講座の仕組みのおかげで、私も本気、同期も本気、先生も本気という

ことを感じました。私にとってコーチのような存在であり、励まし合い切磋琢磨できる同期とまさに第二の

青春を過ごしました。 

 

 

「毎日毎日、英語が楽しくて仕方がない」と 
感謝されるこの仕事は天職です！ 

東京都在住 英語発音コーチ 飯塚真唯子さま  

 

入社 5 年目で会社が経営破綻。サラリーマンは安泰でなく誰も自分の生活を守ってくれ

ないことを身に染みて感じ、手に職をつけ誰かの役に立てることを極めたいと考えてい

たときに、これが最後のチャンスと思って申し込みました。 

 

最初は凄く高い投資だと思ったけれど、本当に素晴らしい講座、先生、仲間、先輩と出会えました。さらに

どのようにお客様を探して、ビジネスを軌道に乗せていくか、継続していける道筋、持っていた悩みがすべ

て解消され、結果 5 名の成約達成。 

 

クライアントさんからは「毎日、毎日楽しくて仕方ない。発音のことを考えるだけで、笑いが止まらないく

らい楽しい」「発音練習が生き甲斐なんです」と継続になったり、100 日間一度も休まずに発音学習に全力

投球された方からは、「発音を一緒に頑張ってくださったから、TOEIC のリスニングで満点取ることができ

ました。まずは真唯子さんに報告したくてメールしました」と言っていただいて嬉しかったです。その方も

継続になりました。本当に一生懸命サポートして差し上げなければ！と身が引き締まる思いです。 

 

これ以上に価値ある講座をこれまでに受けたことがないです。真剣に次の人生のステージに立ちたいと思っ

ている方には是非チャレンジしていただきたいです。 



娘がコーチングをしたいと言ってきました！ 
嬉しくてモチベーションもテンションも上がっています！ 

東京県在住 英語コーチ 国吉清三さま 

 
ビジネスを法人化しようと思ったときコロナの影響を受け、体力勝負で時間の拘束が

ある仕事に不安が大きくなりました。コーチングはオンラインでできるので、時間も

場所も自由で、娘の大学受験にも役立つと感じ申し込みましたが、英語を教えたこと

もないので、できるのかな？と半信半疑でした。 

 

講座中は、奥村先生の言動、行動、前向きに努力されている姿が刺激になりました。卒業後も毎日欠かさず

奥村先生と動画で会っています笑。先生の笑顔と真剣なまなざしは、なによりも効果があります笑 

 

いい仲間、そして 3 名クライアントに出会うことができ、ゲスト講師、先輩方のサポート、講座は中身が濃

く、こんなに盛りだくさんでこんなに学べるのか…ということを当時も、終わった今も感じています。 

 

上手くいかないこともありますが、クライアントに頼りにしていただいているのも嬉しいです。オンライン

英会話で 15 分話せるようにという目標だったクライアントが 1 ヶ月目で、45 分過ぎてしまったね。とネイ

ティブからお声がけがあるほど盛り上がったそうで、本当にびっくりしました。ご本人が変わるということ

を実感してもらった時、この仕事いいな！と感じています。 

 

そして娘がコーチングをしたいと言ってきました。私がコーチングをしている姿を見て、自分もやってみた

いと思ったのかなと思うと私も凄く嬉しいですし、モチベーションがあがり、テンションも上がっていま

す。 

 
講座期間中に 5 名成約。 
今後もやっていける、という自信がつきました！ 

大分県在住 バイリンガル MC 脇坂ゆう子さま 

 
この講座は私にとって、周りとの関わり方、仕事の捉え方、チームでやること、自己流

だったことが変わったターニングポイントでした。ずっとパータン化していた考えて行

動することが、行動して考えると真逆になることでいろんな事が加速し、思い描いてい

たことが現実になりました。 

 

いろんな失敗をしてきたからこそ自分の強みがわかり、いい時ばかりではないことを自身が講座で乗り越え

てきたからこそ、クライアントさんと一緒に走っていけるのが強みです。そして 5 名成約、100 万円を売り

上げることができ、一つ一つの時間が充実したハイブリッドな働き方を実現できています。 

 

現在は、集中して学んだことが後々に腑に落ちるという感じで、第二の講座をやっている感覚です。修了し

てからも凝縮された内容がじわじわ自分の力になっていくという不思議な講座。仲間とも繋がっているし、

修了してもすごいな…ってまだ噛みしめています。 

 

講座はすごく大変でした。だからこそ知らない自分に出会えました。今後もこの講座のメソッドでやってい

けるな、という自信がついたので本当にやって良かったと思うので、絶対皆さんもそう思うと思います。ぜ

ひ頑張ってください。 



現在の私はまるで夢のようです。 
 

兵庫県在住 主婦・英語コーチ ワード 明美さま 

 

持ち出し金額ゼロの中、それでもやりたい！と思ったのは「みんな成果が出ている」そ

して OB の方々の「とにかく言われたことをやった」という言葉でした。「こんな私で

も言われたことをするだけだったら、もしかしたら出来るかも！？」と思えたのです。

言われたことをやる。それだけで、本当に結果が出てびっくり感謝しかありません。6 週間の成約期間で 6

名 116 万円の成約を頂きました。 

 

そして大きく気づいたのは、「行動すれば分かる」ということ。行動すれば、改善点がわかり、行動すること

で色々なアイデアが生まれてくる。ないものに目を向けるのでなく、あるものにフォーカスする。これに気

付けたことは、英語コーチとしてというより一人の人間として大きな収穫でした。人との関わり方、同期の

仲間、OB の先輩方、事務局の方、奥村コーチと売上以上の財産を頂けた講座で、久しぶりの青春を味わえ

ました（笑） 

 

当初は子育てと家事に追われ、SNS も全くしない、テレビも見る時間がありませんでした。現在の私はまる

で夢のようです。そんな私自身の変化も嬉しいですが、実際クライアント様たちも始めた当初は考えられな

かった成長を遂げ、学習時間も増えていき、更に欲が出てきている状況が私も嬉しくてたまりません。これ

からもクライアント様の可能性を広げるコーチでありたいと思います。 

 

 

３か月後の目標を１か月で達成して、 
コーチの私も驚きました。 
 

神奈川県在住 英語コーチ＆通訳 伊藤 恵子さま 

 

講座に申し込んだ時は、通訳をやりつつ、副業として英語コーチをやろうと考えたので

すが、今では通訳が副業の位置づけになりました。 

 

最初の生徒さんは、中学３年 H さんで、母親が SOS で駆け込んできました。最終的にゴールの英検面接試

験に合格し、振り返りセッションでの笑顔は、最初の泣きそうな表情とは別人のようでした。 

年賀状には「英語が楽しい」と書かれていました。こういうのが本当に嬉しいです。 

 

また TOEIC のスコアアップを計り、職場の外国人同僚とスムーズに英語が話せるようにしたいという生徒

M さんは、本格的に始めて１か月もたっていないのに、言いたいことが言いたいように話せたという嬉しい

報告をいただきました。Ｍさんは、TOEIC のスコアも右肩上がりになっています。 

 

2020 年秋は、オリンピックの延期で通訳がほぼ休業になり、人生でメンタル的に一番きつかったかもしれ

ませんが、養成講座で一緒に走った同期の仲間がいて、頼もしい先輩たちがたくさんいて、卒業してからも

圧倒的な親心でエールを送ってくださる奥村先生がいて、人生の後半戦も在宅グローバルで楽しく進んでい

けそうです。 



コロナ終息後の社会の変化にも対応できる準備を 
数か月で整えることが出来ました。 

 

大阪府在住 英語コーチ 神前 佳世子さま  

 

還暦を過ぎた私が、若い仲間に交じり、最後まで頑張り抜くことが出来たのは、人間味

あふれる奥村先生が渾身のコーチング力を用い「英語コーチになる」のに必要なコーチ

ング力・学習戦略・集客の仕方を余すところなく伝え尽くしてくれたおかげです。 また「誰一人取り残さ

ず、全メンバー成約」に向けて一丸となって支えてくれたスタッフや先輩ＯＢの皆様方の献身的なサポート

のおかげです。 

 

講座期間中は、私の拙いコーチングに感謝し喜んでくれるクライアント様の姿に私自身が励まされ勇気づけ

られました。そして講座で教わった通りに大量に行動すれば必ず成果につながるということを信じさせても

らえたことで、合計 9 名の方がご成約下さり、総額 203 万を売り上げ、初期投資金額を回収できました。 

 

英語コーチは、場所や時間に制約されず、在宅なので体力的にも負担なく、柔軟に働けるので、コロナ終息

後の社会にも温暖化による気候変動にも対応できる準備を数か月で整えることが出来ました。 

 

この講座の価値は計り知れません。英語コーチングスキル習得はもちろん、一生もの目標達成術や人間関係

を劇的に改善できる方法を劇的に改善できる方法など、金額の数倍の価値を実感しています。一人でも多く

の方が英語コーチというお仕事で自らの未来に変化を起こすべく自己投資という選択をなさることを切に願

っております。 

 

 

40 秒しか話せなかった生徒さんが 1～2 週間で 40 分も 
話せるように！伸びたご本人よりも嬉しいかもしれません。 

 

フィリピン在住 語学学校経営 松本 文夫さま  

 

セブ島で語学学校を経営していましたが、コロナが起き、留学事業が立ちいかなくなり

受講しました。コロナで、レッスンのオンライン化を強いられましたが、すでにオンライン英会話は安売り

合戦状態…事業として成り立たせていく以上、単価を上げていく必要があったのですが、それには「お客様

の英語力が短期間で伸びる」という付加価値をつけていく必要がありました。 

 

その点、この講座で学べた英語コーチングを新しい商品として提供して高単価ｘ高付加価値をかなえること

ができ、コロナ禍に関係ない新事業のスタートを切ることができました。 

 

特に今まで、留学できなかったお勤めの方・主婦の方・お仕事が忙しい方なども英語コーチングで成果がだ

せるようになり。喜びを感じています。英語が 40 秒程度しか話せなかった生徒さんがたった 1～2 週間で

40 分も話せるようになったのには英語コーチとしてとても嬉しいです。 

もしかすると伸びたご本人よりも嬉しいかもしれません。これからも頑張ります！ 



英語だけではなく、その方の人生に 
関わらせて頂ける素晴らしい仕事です！ 
 

山口県在住 英語コーチ ドゥモン 田中 裕子さま  

 

人生には色んな出来事が予期せぬ時に起こります。私自身がこの講座中に経験しまし

た。だからこそ、クライアント様が私と一緒に英語を学ばれる間に、何か悩みに直面し

た時には、講座中に先輩コーチが私にしてくださったように、私もその悩みに寄り添いながら走っていきた

いと、心から思っています。そのサポートがあるだけで、また前に走ることが出来ることを知っているから

です。 

 

受講を決断して本当に良かったと思っています！結果、講座期間中に 4 名のクライアント様に出会え、そし

て講座費用も講座期間中にペイすることが出来ました！ 

 

英語コーチとは、英語だけではなく、その方の人生に関わらせて頂ける仕事だと私は感じています。 

なんて素晴らしい仕事なのだろう！そしてそこに大変やりがいを感じております！これからもクライアント

様にしっかりと寄り添いながら、英語を通してその先にある「なりたい自分」を実現して頂けるようなお手

伝いをして参ります！ 

 

 

次なるステップは、パソコン片手に海外で英語コーチ。 
夢とは思っておらず、行動を続けたら必ず来るステージだと信じ
ています。 
 

岐阜県在住 パート職員 相澤 智世子さま 

 

小さな田舎町に住むアラフィフのシングルマザーの私。仕事は時給 1,000 円のパート

と夕方の英語教室を 10 年以上。それなりに楽しいけれど、心から楽しいと思い、自分に自信をもって、生

きたいという想いを託して講座に申し込みました。 

 

生徒さんから「楽しい！」「明日も頑張れる」「もっとやりたい」「今度こそ続けられそう」などなど沢山のう

れしい言葉をかけて頂けるとは思っていませんでした。クライアントさんが目標を達成し、さらに人生がよ

り良い方向に向かうためのお役に少しでも立てたら、と心から思うようになりました。気が付けば、講座修

了時 11 人 202 万円の成約となり、一人ではこのような成果は出せるはずもなく、この講座だからこそ出せ

た数字だと確信しています。 

 

今までの人生よりずっと楽しいし自信も湧いてきます。人生を変えるのに一番大切なのは、学歴でも経歴で

もなく行動だと教えてもらいました。私を行動へと導いてくれた尊敬する奥村先生、憧れの先輩コーチ、そ

して素敵な同期の皆さんに感謝しかありません。私は英語コーチを「やめない」と決めています。今はパー

トと英語教室をしながら英語コーチングも続けています。英語コーチなら、三足のわらじをも可能です！次

なるステップは、パソコン片手に時には海外で、英語コーチを続けている自分です。今はそれも夢とは思っ

ておらず、行動を続けたら必ず来るステージだと信じています。  



自分が望んでいた以上のものが 
努力と勇気で手に入るのだと実感しました！ 

沖縄県在住 英語講師 ロドリゲス のりこさま 

 

全くコーチング知識がないまま飛び込んだのですが、いざ始まると、常に持っていた「仕事は好きだけど一

生お金には縁がないだろう」「ビジネスは絶対に無理だから細々と教室を続けられればいい」という気持ちが

取り除かれ、新しい世界が広がる感覚がありました。そして講座終了時には合計 6 人（英語 4 人、スペイン

語 2 人）のクライアントさんに成約を頂きました。スペイン語コーチングは後々できれば…、夢のまた夢…

と考えていたのですが、先輩コーチの方々に背中を押していただき、自分でも驚きの成約となりました。奥

村先生の講座は、自分が望んでいた以上のものが努力と勇気で手に入るのだと実感した瞬間でした。 

 

受講する中で、「なぜ私はコーチングをしたいのか→目の前にいるクライアントさんに英語ができることで、

新しくてワクワクする世界を見て欲しい」と心から思えました。初めて英語が通じたときの喜び、なぜ 30

年前に私は英語教師になることを決めたのか、ということを思い出すことができたのです。 

 

今までは「目の前の子どもたちに何ができる？」ばかりを考えて過ごしてきたのが、5 ヶ月間で「私は、私

のために何がしたい？何ができる？何を手に入れたいの？」をたくさん考えました。人生の中で、これ程自

分自身に問いかけたことはなかったと思います。講座を通して、新たな師、素敵な仲間ができました。夢だ

と思っていたことが現実になり、更に大きな夢も生まれました。最後までご指導だけでなく一緒に伴走くだ

さった奥村先生と先輩コーチの方々、共に励まし合った同期の皆様、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

講座期間中にスキル UP＆クライアントを成約！！ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人生を 10 倍楽しめます。 

英語コーチングを通じて、一生の中で

一番自分の心と向き合って、相手のこ

とを考える 5 ヶ月になりました。 

  

インド系 IT 企業勤務 勝山さま 

コロナ禍の最中でしたが 

新たな収益の柱ができました。 

コーチング力、集客、セルフマネジメン

ト、とにかく手厚いサポートでした。 

 

マレーシア海外移住＆進出コンサルタント  

大野 てるみさま 

素晴らし過ぎる 

完璧なサポート体制で、 

こんなにも社会勉強になっ

た期間はなかった。 

今後の人生を豊かにしても

らえる最高の講座です。 

  

経理事務 髙間 悦子さま 

新しい世界を見ることができ、自分を

成長させるものがたくさん得られる素

晴らしい講座でした。間違いなく金額

以上の価値がありました。 

  

派遣社員 吉田 未央さま 

コーチングスキルだけでな

く、指導やフォローアップの

仕組も充実。講座期間中に経

験を積むことができ、ビジネ

スの基礎をつくることができ

ました。 

  

会社員 関さま 

フツーの専業主婦だった私が、 

講座中に 3 名成約し、クライアントさ

んと共に自分が成長しているのが感じ

られています。苦しくてもやりがいを

感じられ、サポートも信じられないく

らい手厚い講座でした。 

  

主婦 ウィリアムソン 良子さま 

セールス経験ゼロの自分

が、成約率 100%。 

クライアントさんに喜ん

でもらえて、やったこと

以上の価値があります。 

 

会社員 伊東 雅人さま 

久しぶりに自分の為だけに 

一生懸命になれた時間を持てて、

嬉しかったし、楽しかったです。

諦めない気持ちさえ持って行動

し続ければ必ず成約に繋がるこ

とを実感しました。 

  

英語コーチ 秋山 留美帆さま 

人生が変わりました。 

全てゼロから学ぶことができ、 

教わったことをとにかく実践 

することで講期間中に５名成約する

ことができました。自分を変えたい！

と思うなら、得るものは余りあるぐら

いにあります！ 

 

高校教師 雨宮 咲さま 



英語コーチ養成講座 

卒業生の声 

 
第 3部 

1～7期生の感想 
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70 代からのチャレンジ。 
5 名のクライアントを成約できました！ 
余生は日本国民の英語力向上に捧げます！ 
 

広島県在住 音楽講師・英語コーチ 山下 弘高さま 

 

講座期間中 5 人クライアントを成約し 113 万円を達成できました。これは当

初の目標を 100%クリアしたことになります。講座で教わったことを忠実に実

行すれば、クライアント獲得は成就できるんだ、という確信につながりました。 

 

私は、後期高齢者の一人です。世の中には、いわゆる英語難民と言われている人たちが大勢いらっしゃいま

す。この講座を受けることができ、コーチとしてのノウハウを十二分に教えていただいたことに感謝しなが

ら微力ながら、日本国民の英語力向上のために余生を捧げたいと思うに至りました。この講座は本当に有意

義で価値あるものを私達受講生にあたえてくれました。人生、一生のたからです。奥村美里先生に、ことば

では言い表せないくらい、こころから感謝の意を表明したいとおもいます。誠にありがとうございます。 

 

 

おちこぼれだった私が「島田コーチでよかった」と言われ「英
語コーチは私の天職！」と思えるようになりました！ 
  

東京都在住 インターナショナルスクールスタッフ 島田 佳代子さま 

 

「受講してよかった」「かるく講座費用回収」…「受講生の声」を手に、これは私に

は起こらないかも…と期待薄のまま申し込んだあの日。ワークショップで、集客が

簡単ではないと経験していたし、同期の講師経験者や TOEIC 高得点者におののき、

NLP も SMART ゴールもトンチンカン・・・と不安は Max。 

 

私、ほんとに集客できるんでしょうか？？と、必死に奥村先生にすがると、『TOEIC 点数とか関係なく、セッ

ション練習した分、集客できます』と力強い答え。ただただその言葉を信じ『おちこぼれな分、一番回数をこ

なしてみよう』と同期を捕まえては、毎日のようにセッション練習を必死にやった 1 か月目。 

 

その後、先生の言った通りのことが、私に起こり始めました。同期中、最初に成約したのは、なんと私！そし

て、成約が続き、個人賞を獲得し表彰されました。最終的には 10 人、講座費用回収も自信のなかった私が、

講座費用の 4 倍弱を売り上げました。おちこぼれの私が、先生のスクリプトに忠実に従ってセッション練習

を重ねれば、特別なことをやらなくても、集客できたのです。 

 

介護要の母同居＋家族は仕事、学業に多忙＋副業でもある私ですが、時間の使い方が自由な分、本当に楽しく

英語コーチをこなしています。努力して自信をつけていくクライアントの姿にじ～んとなったり、『島田コー

チでよかった！』といわれるたびに、英語コーチは私の天職！と心が躍る毎日です。 

  



最後の挑戦。 
その結果、講座開始から 2 か月で 
最高月商の 6 倍の売上達成。 

 

静岡県在住 英語コーチ 小泉 マリエさま 

 

審査を通過したとき「奥村先生に選んでいただいたんだ、私でも大丈夫と、

背中を押してもらっているんだ」と捉え、最後の挑戦をする覚悟を決めまし

た。 

 

それでも、初回では、6 割あきらめている気持ちで参加。ワクワク話している同期の中で、1 人できない理

由をポツポツ言いながら、泣いていました。そんなに簡単じゃない。簡単に成功しない。最後の挑戦で失敗

するのは怖い。これで本当にダメだったら、私は起業を諦めてまた雇われる生活に戻ろう。窮屈だけど楽だ

から。それでもいい。 

 

結論、そんな、こんな人間を変えてしまえるだけの内容が、この講座にはありました。「決断すること」だ

とか「自分を信じる」だとか「自分の枠を越えて挑戦する」だとか、どこでも聞くけれど、この講座では“本

当に”それをさせられます笑 しかも、楽しく。私の心の中にずっと根付いていた「やっぱり私という人間に

はできないのではという疑い」を全部壊してくれた講座でした。私の心の中で捨て切れなかった「本当は自

分にもあるはずの能力」を最大限引き出してくれた講座でした。 

 

コーチング技術、クライアント獲得までの詳細な道筋、圧倒的な実践の場、そして宝物のような仲間。必要

なものは全て用意されていて、あとは自分がやるかやらないか、ただそれだけという状況に立たされます。

やっと「自分次第」ということが痛いほど突きつけられて、「私は、私を信じたい」と、自分に思ってあげ

ることができるようになりました。 

 

6 週間の成約獲得チャレンジ期間で 7 人のクライアントさんと契約。起業してからの数年での最高月収を、

軽く 6 倍。泣いていた初日から、たった 2 か月後のことでした。「私自身が頑張ったんだ」と最後にそう思

わせてくれるのが、コーチングの素晴らしいところだと感じます。 

 

クライアントたちの英語力アップのためにできることは何でもして、サポートして、だけど最後には、「自

分がこんなに頑張れて、だからこんなに変われた！」と自分に対して驚いて欲しい。「無理だと思っている

ことでも、やれば、できるんだ」と。英語だけじゃないどんなことにも「できるはず！」と思えるような人

を 1 人でも増やしていきたいと思い、目の前のクライアントさんたちに関わっています。 

 

もちろんこの 6 ヶ月は、個人事業主として生きていく最初の段階に過ぎず、スタート地点に立っただけ。こ

れからまだまだ色んなステージが待ち受けているのだと思います。ただ、それでも「私ならやればできる」

と思えるので、大丈夫なのだと思っています。だって、できたから。仲間がいるから。 

 

ちなみに、“事業が軌道に乗ったら”と言っていた結婚式も挙げられました。 

この講座がなかったら、まだ結婚式もできず、派遣生活を送っていたかもしれません。 

奥村先生と養成講座は、人生の恩人！！本当に感謝しています。  



60 代からのスタート。 
英語コーチとして最大級の喜びを感じています。 
 

 東京都在住 英会話講師 西村 美登子さま 

 

現在 60 才で英会話講師歴は約 30 年。50 代でコーチングを学び、ライフコーチ

をしながら、英会話の対面レッスンにコーチングの手法を取り入れたくも、ビジ

ネス展開するノウハウを見つけられずにいた時に、英語コーチ養成講座を受け、

私の 10 年来の課題が一気に解決しました！ 

 

これは 60 年の人生で 3 本の指に入るくらい、飛躍的に人生がバージョンアップした出来事の 1 つ！ 

5 ヶ月の講座のハイライトは、何と言っても講座中に英語コーチデビューを果たし、実際に仕事を始めたこ

とです。これは本当に凄いことです！ 

 

4 ヶ月で体験セッションを 17 件行い、9 人の成約を頂き、受講中に受講料を越える収入を得るという当初の

目標が叶いました。10 年足踏みしていた「英語コーチデビュー」が、こんなに短期間にできたことで、金銭

的に時間的に自由度の高い仕事ができる環境に近づけたことに我ながら驚いています。 

 

「この年でこんなに楽しく英語が学べるなんて！超幸せ！と今日も車を運転しながら叫びました！」「毎日勉

強できるか不安でしたが、2 時間があっと言う間！生活まで向上しました！」「人生これから！という勇気が

沸いてきました！英語で夢叶えます！」などなど、クライアント様からのお声は、英語コーチングをする最

大級の喜びです。 

 

 

何よりクライアントさんの成長が心から嬉しい！ 
 

千葉県在住 英会話講師・ダンスインストラクター ラミレス 明日香さま 

 

チャレンジ期間中に 7 名 180 万円成約、講座代は“たったの 1 か月”で全額回

収。私も家族もびっくり！終了時には 11 名成約、273 万円を達成しました。時

間は自分でコントロールでき、オンラインのお仕事が多いので時間も有効的に使

え、何よりクライアントさんの成長が心から嬉しいです。 

 

講座は、英語コーチングのみならず、集客、メンタル、収入、など、内容が濃厚

で、出し惜しみないコンテンツ、奥村先生の個別コンサルや、仲間のサポートなど、至れり尽くせりでし

た。とにかく先生に言われたことを素直にやるのみの日々でとても忙しかったです。同時にとても充実して

いました。実際にクライアントがいる状態で講座がすすむため、実践的。こんなに目に見えて成果が出る講

座は他には無いのではないでしょうか。 

 

最初にあった不安は、「絶対に出来る。クライアントを助ける力がつく」という確信と自信に変わり、得たも

のはとても大きく、あの時やる、と決断して本当に良かったです。これからは英語コーチング＆ティーチン

グを織り交ぜ、自分のペースで、クライアントも家族もハッピーに、お仕事をしていきたいと思います。感

謝しかありません！ 



クライアントさんが 
100 倍近い倍率の外資 CA に内定しました！ 
 

千葉県在住 航空会社勤務 渡邊 陽子さま 

 

会社に振り回されることなく、自分で稼げるコンテンツが欲しい。その為に今ま

で CA をしながら家庭教師や子供英語を教えていた英語教育への情熱と経験を生

かしたい！しかしティーチングではなかなか成果に繋がらないもどかしさも長年

感じていました。 

 

英語コーチングを学ぶことで、英語力に不安があり外資企業転職を躊躇しているクライアントさんが、約 1

ヶ月で TOEIC 105 点アップ、外資航空会社応募書類 2 社通過、英語面接 3 回通過、100 倍近い倍率の外資

CA に内定と、3 カ月の期間中にどんどん新しい扉が開かれました！この目標は従来のティーチングでは決し

て達成できなかったことだと思います。クライアントさんも英語の勉強がここまで続いたのは初めてと喜ん

でくださってます。 

 

この講座は実践しやすく整理されたカリキュラムでしっかりと優先順位を決め 5 ヶ月間取り組み実績に繋が

る大きな学びがありました。奥村先生の情熱と、高い志を持った仲間との出会いは、世の中の見え方や今後

の人生の景色が一変するものとなりました。 

 

 

運命の出会いでした！ 
 

北海道在住 自営業 井上 智香子さま 

 

私は英語コーチ養成講座 4 期生のですが、1 年前 3 期生募集を知っていたにも

関わらず、当時アメリカにいたということもあり、オンラインで受講できる違

う先生のコーチング講座を受講。ですが、その半年後、思うようにビジネスが

全くできず、「なぜあの時奥村先生を選ばなかったのか」と落胆の日々。（※注 

7 期以降オンラインでの受講が可能となりました） 

 

「絶対に次の養成講座の案内は来るはず！その時は迷わず参加しよう！」と次の募集の案内だけは自分にし

っかり届くようにしていたのです。そして、待って待って、2017 年 7 月末、英語コーチ養成講座 4 期生募集

のメルマガがついに！まさに運命の出逢いだと思いました！ 

 

気がつけば養成講座が終了するまでに 6 人のクライアントさんを獲得し、養成講座の受講代をまるまるペイ。

参加させていただいた水曜日コースでは個人賞までいただくことができました。さらに、嬉しいことに、実際

教えている某企業の社長さんからは「こんなに丁寧に教えてくれるなんて思わなかった。英語コーチとしての

Chika さんをいろんな人に紹介したい！」とまで言っていただき、今本当に毎日楽しみながらお仕事をしてい

ます。 

 

去年のあの夏、養成講座への参加を決断しなかったら、2018 年も自分の軸となるビジネスを決められず、今

もずっと路頭に迷っていた気がします。本当にありがとうございました！  



夢を叶えていただき、喜ばれるだけでなく 
自分自身の英語力も！ 
 

新潟県在住 音楽教室主催 イハナ 英理子さま 

 

受講前は、実はある英語コーチ養成講座に参加していて半年が経とうしていたのです

が、活動のイメージが湧かず具体的なノウハウも得られることなく、路頭に迷ってい

ました。もう英語コーチとして活動するのは無理なのかなと思っていたところ、こちらの講座に出会い、幸運

なことに、受講生になることができたのでした。今思うと、人生が大きく大きく変わるターニングポイントで

した。 

 

クライアント獲得期間中には、7 名成約することができ、結果として講座期間中に合計 177 万円の売上を上

げることができました。 

 

英語コーチというお仕事は、クライアントさんたちの英語力を短期間で UP してゆくことで、夢を叶えていた

だき、喜ばれるだけでなく、自分自身の英語力もスキルアップできます。またクライアントさんの目標を達成

する結果として収入面でも豊かさを享受できるだけでなく、国内外どこにいても、子育てをしながらでも、自

立して仕事ができる、そんな環境でお仕事ができる私は本当に幸せです。 

 

本当にあきらめないでよかったです（涙）最高最善の選択ができて、心からよかったです。これからも、英語

コーチとしてますますワクワクしながら活動してゆきます。 

 

 

英語力アップの確実なサポートができ、 
しかも感謝され、申し分ない。 
 

宮城県在住 英会話スクール・プリスクール経営 一條 緑さま 

 

英会話スクール兼プリスクールを仙台にオープンして、もうすぐ 14 年目に突

入しようとしています。業界の厳しさを知っているつもりだったのですが、半

信半疑で奥村先生の講座を受講し、目から鱗、常識を覆されました。 

 

たった 6 週間の間に 6 名のクライアントさん、合計 124 万円の売上を達成。しかも魔法ではなく、3 ヶ月と

いう圧倒的早さでクライアントさんのメンタル面から英語力アップサポートすべてを担いゴールへ導き、し

かも感謝されるという、システムとして申し分ないものがありました。 

 

現在クライアントさん 2 名は、着実に英語力が上がってきており、ご本人から特に弱い自分に打ち勝てたと

メンタル面のサポートに対して感謝のメールをいただき、英語コーチングをやってとってもよかったなと思

いました。 英語コーチングとの出会いは、ティーチングだけでは叶えることが難しかったクライアントさん

の英語力アップの確実なサポートができ、収益にもつながる素晴らしい打開策となりました。  

 



目標を達成し、巣立って行くクライアントを見て 
感謝される自分により成長を感じることが出来ました。 
 

東京都在住 翻訳者 園田 有貴さま 

 

交通事故に遭い、本業に制限がかかってしまった中、将来に大きな不安を抱えて

臨んだ講座でした。が、英語コーチの仕事が本当に好きになり、仕事の幅も広が

り、天職では？と感じるまでになりました。 

 

目標を明確に持ち、できるだけ最短でそれを達成することに重きを置く奥村先生の価値観にとても共鳴し

て、受講を決めたのですが、英語学習難民たちを一緒に救える仲間が増えることは、とても嬉しいことで

す。 

 

英語コーチ養成講座を通して、英語コーチとして活動するにあたって、集客の方法など全員がぶつかる問題

に対し、実践的なノウハウを学ぶことが出来ました。経歴や視点の異なる他の受講生仲間の話や、自分自身

が戦略を立てる上での多様性が生まれました。時間を忘れるぐらいに楽しい集客の方法が見つかり、これか

らも英語コーチとして活動する自信に繋がりました。目標を達成し、自信や洗練されたコミュニケーション

能力を身に付け、巣立って行くクライアントを見て、一緒にやって来たことを誇らしく思える自分、感謝さ

れる自分により成長を感じることが出来ました。 

 

 

コーチングがこんなに楽しいとは 
思いもよりませんでした！ 
 

東京都在住 会社員 伊藤 祥子さま 

 

もう一度人生を変えてみよう！自分の経験が人の役に立ち人に喜ばれるならこんなに

嬉しいことはない！！と思いこの講座に参加することに決めました。 

 

もちろん私にも「受講したはいいけどクライアントを獲得出来なかったらどうしよう」という大きな不安があ

りました。教わっただけではクライアントさんは見つかりません。どんなことでもそうですが、習ったことを

実行する人、諦めずに出来るまで行動し続ける覚悟がある人のための講座だと思います。 

 

講座中に合計 4 名と契約を結ぶことができました。目標を達成するにはどうしたらいいのか、いつもいつも

クライアントさんのことを考える毎日がとても充実していますし、コーチングの仕事がこんなに楽しいとは

思いもよりませんでした。嬉しい誤算です！ 

 

また、英語コーチとして貢献していきたいという志を持つ仲間が出来たことはとても大きな喜びです。様々な

経歴を持つ多彩なコーチ仲間とアイデアを出し合ったり助け合ったり励ましあったり出来るのはとても嬉し

いです。 

 

これからも学び続けて、クライアントさんの目標達成や夢を叶えるために力を尽くし貢献していけることが

本当に嬉しいです。決断してよかった！！ありがとうございます！  



自分の好きな英語を活かせて、 
クライアントさんにも喜んでもらえる 
英語コーチという仕事って最高だなと思います。 

 

岡山県在住 通訳・翻訳 福島 由香さま 

 

3 年前に奥村先生の英語コーチングを受け、自分の人生がまったく変わりました。英語力が向上した感動と、

自分に自信が持て人生観が変わった喜びを、一人でも多くの方に味わってほしいという思いで申し込みを決

めました。未経験者でも教わった通りに行動すれば、必ず結果が得られるカリキュラムになっているのでとて

も心強かったです。 

 

他の受講生は次々成果をだしているのを横目に「私の何がいけないんだろう？」ということばかり考えていた

ときに「自分を変えたいと思うなら、クライアントを獲得するまで行動し続けることです」とアドバイスをい

ただきました。そんな中、1 人目は突然やってきました。お試しコーチングの 1 ヶ月が過ぎたころ、「英語の

テストで 80 点以上取れるようになった」「前よりも自信を持ってテストに臨めるようになった」と継続して

受けたいと言ってくれました。以前は不安そうで「英語できないから嫌い」と言っていた彼が、高校生になっ

たら外国人と話がしたいので家で NHK ニュースを副音声で聞いていると言っているんです。 

 

ここまでやる気をださせた英語コーチングってやっぱりすごい！と思い本当に感無量でした。どうやったら

楽しみながら英語の成果を上げてもらえるか考えて準備をするのはとてもワクワクします。これからも特許

翻訳、法廷通訳、そして英語コーチとして英語で困っている人を助けていきたいです。 

 

 

この決断が、私の人生を大きく変えました。 
 

愛知県在住 日本語講師 本間 真理子さま 

 

最初に奥村先生の「事前説明セミナー」に参加したわけですが、正直「誇大広告じゃ

ない？」と疑いました。この受講料でノウハウを全部教えてくれて、かつ未経験の人

もクライアントさんがとれる！受講中に受講料の投資が回収できる人もいる！・・・

そんなの信じられなーい！と思ったからです（笑）。 

 

講座期間中にクライアントさんを 5 名獲得し、講座受講料と名古屋からの交通費など、全て回収出来まし

た！『投資をし、それを回収する！』っていうのはまさにこういうことなんだ！と、ビジネスマンの夫と共

に、非常にビックリしています。他の講座で学んだけどクライアントさんがとれないという方々も多数参加

していらっしゃいましたが、ここでは皆さん結果を残していらっしゃいました！ 

 

講座終了後も引き続き集客ができており、クライアント獲得を開始してから 3 ヶ月で約 135 万円、感謝され

ながらお金をいただくことができています。今では満員御礼！おかげさまで充実しすぎている毎日です

（笑） こんなに実践的な講座は他にはないはずです。あの時、運命を変える決断・覚悟をして、チャレンジ

をして本当によかったです！ 

 



自分のスキルを社会に還元できるって 
こんなに気持ちがいい事なんだ。 

 

東京都在住 会社員 深澤 悠紀さま 

 

15 歳で単身アメリカ留学し、念願叶って中東のエアラインの客室乗務員に。

やりきった！と思い帰国すると・・・何を目標に生きていけばいいのか、した

い事はもうなくて、武器は英語だけ。派遣社員として働いてみたけれど、周り

からすればただの「元 CA の英語が流暢に喋れる人」。 

それが嫌で、私にしか出来ない事をずっと探していました。 

  

受講生以上に頑張って、成功を本気でサポートしてくださる奥村先生や仲間達のヤル気に盛り上げられて

「成功させてー！受け身ではマズイ！」と思い、先生からやった方がいいと言われた事は全てする！を信条

に取り組みました。人生でもここまで盛りだくさんだった事はない 5 ヶ月でした。 

 

クライアントさんの 1 人が、コーチングを始めて 1 週間でドイツ人の上司から「英語上達したね。ドイツ人

だからお世辞は言わないよ。」と言われた時には、本当に本当に嬉しくて心の中でガッツポーズを作りまし

た。奥村先生がしてくれたように、今度は私がクライアントさんの目標達成を彼以上に信じて、一生懸命サ

ポートして行きたいと思います。自分の持っているスキルを社会に還元できるってこんなに気持ちがいい事

なんだ。とクライアントさんから信頼を得て実感しています。この出会いに感謝しかありません。 

 

 

仕事×子育て中でも 
6 週間で月収の 7 倍の収入を獲得！ 
英語コーチを本業としてやっていく決意できました！ 
 

神奈川県在住 派遣社員 山田 玲子さま 

 

一番良かったのは、実践の場を与えられたことです。実際にクライアントさんを持

つことで自信がつき、責任も感じます。今までいくつか受けた講座の中で、受講中

に実際に売上をたて、実践する機会があったのは初めてでした。 

 

講座が始まった時は、本当に自信がありませんでしたが、結果的に仕事と子育てをしながら、受講中にクライ

アントさんを 4 名獲得して受講料を回収し、英語コーチを本業としてやっていくと決意できました。英語力

を本当に必要としている人には、英語コーチングが必ず役に立つということを確信したからです。 

 

同期の受講生の方々と盛んに意見を交換し合い、助け合うことでモチベーションの維持にもつながりました。

一緒に頑張れる仲間がいなければ、ここまで努力はできなかったと思っています。講座を受ける前と今の私で

は、全然違うと思います。色々と教えてくださった奥村先生と、あの時思い切って受講を決めた自分に感謝の

気持ちでいっぱいです。 

  



ロサンゼルスでも、妊娠中でも、 
初めての子育て中でも目標達成！ 
在宅で働けて、やりがいのあるキャリアに巡り会えました。 
 

ロスアンゼルス在住 英語教師 パスクア 佳織さま 

 

当時はオンライン開催がなく、私はロサンゼルス在住で、さらに 1 回目の講座の時点

で、妊娠 9 ヶ月という出産間際。しかし、目標であった「講座修了期間までにクライ

アント 3 名獲得」を産後 1 ヶ月という期間で達成しました。 

 

ノウハウが分かっても結局行動に起こせないこともありますが、この講座はとても「実践的」でものすごく勉

強になりました。月 1 回の奥村先生とのセッションでも自分の疑問や不安がどんどん解決し、英語コーチと

してやっていく自信もついていきました。英語コーチングを始めてからは、今まで以上にクライアントのこと

を考え、絶対に結果を出してもらえるようにできることはなんでもする！という気持ちで取り組んでいます。 

 

これは前の仕事では感じられなかったことです。遠いロサンゼルスからでも、妊娠中でも、初めての子育て中

でも、講座をやりきることができました！これからも在宅で働けて、かつやりがいのあるキャリアに巡り会え

たことを、とてもありがたく感じています。 

 

 

「コーチングに申し込んでよかった！」の声に感動。 
クライアントさんの進歩が何よりの喜びです。 
 

茨城県在住 助産師 大越 律子さま 

 

私は助産師として母乳育児相談室を自営して 20 年以上になります。仕事は充実し

ていますが、何か物足りない気持ちでした。そんな時に講座を知り、思い切って申

し込みました。 

 

コーチングは自分のいつもの仕事とよく似ていて、さらに学びを深めることが出来、本業にも役立ちました。

同期生からの刺激も大きく、もっと頑張ろうといつも思いました。 

 

正直言って、すぐにクライアントが獲得できるとは思っていませんでしたが、母乳相談室で募集をかけるとす

ぐに体験にお申し込みが入りそのうち 3 人が申し込んでくれ、この講座期間に 4 人のクライアント獲得が出

来ました。金額にして 64 万円です。 

 

クライアントさんのサポートはやりがいがあります。中学英文法から復習のママさんが、英語絵本や英語の歌

で子供と遊び、毎日の言葉かけが 4～5 割英語で出来るようになってきています。 

 

何よりもクライアントさんが「こんなに充実している毎日がうれしい。英語コーチングに申し込んでよかった」

と言ってくださることが最高の喜びです。また「英語を勉強したい」「英語をしゃべれるようになりたい」と

考えている人が思ったより多いことが分かったのも大きな収穫です。  



副業で 5 名のクライアントさんをサポート中。 
英検合格や成績アップ続出。 
しかも期間中に受講料を全額回収しました！ 
 

長野県在住 英語塾経営者 川合 双葉さま 

 

英語コーチ養成講座が始まってから 5 か月しかたっていませんが、副業でコーチと

して 5 人の方の英語習得のサポートをさせていただいています。 

 

自分でもこんなことができるようになるとは思っていなかったのでびっくりですが、奥村先生の「言われたこ

とを忠実に実行すればできる」という言葉に従った結果だと思います。 

 

コーチングを学ぶ前は、中学生のやる気がないように感じられ悩んでいました。そんな時に、講座で学んだコ

ミュニケーションの取り方やモチベーションアップのやり方などを塾で応用したところ、それまで宿題をや

ったためしがなかった生徒が毎日宿題をやったり、教室に来ても寝ることがなくなったり、学校でもやる気を

評価された生徒の英語の成績が上がったり、多くの生徒が英検合格や定期テストの成績がアップしたりと、嬉

しいの変化の連続。私も生徒とコミュニケーションを取りやすくなり、生徒のやる気を引き出せたことがとて

もうれしく、大きな学びでした。 

 

 

講座期間中に 3 名成約。 
コーチングを身に付けることで 
ネガティブだった自分とは全く別人の自分がいます。 
 

神奈川県在住 理学療法士 野口 由里絵さま 

 

講座がスタートしてから4ヶ月経ちますが、4ヶ月前とは全く異なる自分が現在います。

そもそも留学経験のある私ですが、英語には自信がなく、こんな自分でも英語コーチとしてやっていけるの

か？という疑問を持ちながら初回の講座を迎えました。しかし現在は、この短期間で英語コーチとして、クラ

イアントが 3 名いる状況になっています。 

 

クライアントさんもまだセッションが始まって 1 ヶ月ですが、「英語に触れる習慣ができた」「耳が英語に慣

れてきた」「英語がふと出てくるようになってきた」「おかげでモチベーションが保てている」というお声をす

でに頂いています。これも、ご指導下さり、クライアントを必ず獲得できる！と信じてくださった奥村先生の

おかげです。基本的にネガティブな性格な私ですが、コーチングスキルを身に付けた甲斐があり、マインドが

かなり変わってきました。 

 

「思考は現実化する」とよく言われますが、本当にその通りです。 

 

また、「英語コーチ養成講座」ではあるのですが、本業の整体・ヨガの仕事でもこのコーチングスキルは活か

されています。人と対話するときの姿勢・視点が変わったような気がします。英語を使ったお仕事をしたい方

はもちろんなのですが、英語を使いながらもご自分の【人生】を変えたい方にも非常にオススメな講座です。 



海外在住なのに期間中にクライアントさんを 6 名成約。 
夢が叶いました！ 
 

タイ在住 主婦 矢野 みねりさま 

 

最初は一人もクライアントさんが取れないかも…とただただ不安でしたが、奥村先生

の指導を素直に実践した結果、当初は 4 名のクライアントさん獲得！を目標にしてい

ましたのが、講座開始の 3 ヶ月目にはすでに 4 名のクライアントさんを獲得し、目標

を上方修正しました。なんと講座修了までに、それも達成してしまいました。 

 

講座は実践的。学んだ事をすぐに実践するというインプット・アウトプットのバランスがよく、Facebook

ページで仲間からのフィードバックを得られる点も励みになりました。 

 

クライアントさんにもどのように向き合っていくのか、なにが躓きポイントなのか、など実践的な指導をい

ただけたので、今後自分一人でもやっていく自信が付きました。クライアントさんもメキメキ英語力をつけ

いく姿を見ると、本当にこの講座に参加して良かったと思います。 

 

 

迷ったけれど飛び込んでみたら、、、 
この講座で人生が変わりました！ 
生徒さんからも「英語の苦手意識がなくなった」と 
喜ばれ夢のようです！ 
 

茨城県在住 英語コーチ 二重作 亜紀さま 

 

クライアントさんからは「英語の苦手意識がなくなった」「英語に触れる楽しさを教え

てもらえた」「初めて、外国人の友人に英語でメールが書けた」など、喜ばれています。

このように喜ばれる仕事のスタートを切れて、夢のようです。 

 

講座には、コーチング/NLP の概要、集客方法、英語指導方法、コーチのお悩み解決等、英語コーチとして 1

人立ちする為のエッセンスが凝縮されていました。そして、終了時点では英語コーチとして自分のメンタルや、

時間管理をしっかりして、独り立ちできる力が身に付きました。また、体験セッションやクライアントさんへ

の対応についても、仲間からのフィードバックも大変ためになりました。全国からの素敵な受講生の方々に出

会えた事は、今後英語コーチングを自分でしていくにあたり、とても心強いです。 

 

この短期間に人生を変化させてくれ、夢の実現を加速させてくれた講座。このようなコーチング期間を、私も

これからクライアントさんに提供したいですし、このような価値を提供できるのであれば、自分が売るコーチ

ングもそんなに高額ではない！と思ってきております。 

 

ここ数年何も変わらなかった人生が、短期間で夢が叶う状況にタイムスリップしたような感覚です。この価値

を、今後のクライアントさん達にも提供したいです。迷ったら飛び込んでみる。そこで経験することは今後の

糧になる！と過去の自分にいってあげたいです。  

 



講座中にクライアント 3 名成約と目標達成まで！ 
ホントにお金を頂き感謝される喜びを実感できました。 
 

熊本県在住 英語講師 黒木 裕子さま 

 

感謝されて、講師として働く以上のお金を頂ける。こんなに魅力的なお仕事があっ

たらスゴイと言うのが第一印象でした。 

 

学んで得たものは一生モノの素晴らしすぎるスキルです。またここで得たものはもちろん奥村先生から学ん

だノウハウだけではなく、志が高く人間として尊敬に値する仲間の存在でした。 

 

私なんかがついていけるのかなという不安の中、毎回の講座に引き込まれ、わくわくしながら実際に 3 名の

クライアントさんを獲得。奥村先生からの全力投球のアツいサポートや、仲間のみんなからのあたたかい激励

に応えられるよう、私自身も必死になりました。 

 

講師として教えてきたこれまでとは全く違うアプローチで生徒たちを見られるようになったのも大きいです。

私自身が身を以て頑張る、ということを経験できました。教え方の幅が広がり、的確なアドバイスもできるよ

うになりました。おかげで授業料 50％アップしても生徒が集まるようになりました。 

 

 

とにかく、今まででは味わえないほどの 
喜び、楽しさを経験できました。 
しかも講座開始 3 ヵ月以内に余裕で講座料を回収しました！ 
 

東京都在住 英語講師 菅根 初恵さま 

 

この講座を受ける 1 年程前から、私は中学生から 50 代の方まで幅広く、マンツー

マンで英語を教えてきました。受講料は、正直当時の私には高かったですが、受講中に元は取れるな、という

確信がありましたので、躊躇はなかったです。実際、講座始まって 3 か月以内に、余裕で元が取れました！ 

 

講座がスタートし、2 ヶ月目から、体験セッションを取り始め、先ずは 2 名のクライアントさんのコーチング

をスタートしました。まず、スタートしてすぐにコーチングの威力に驚きました。1人については、今まで宿

題さえやらなかったのに、講座で習った通りにセッションしていったら、今まで気づかなかった彼女の熱い思

いに触れる事が出来ただけでなく、なんと、毎日コツコツと課題をこなしていくのです！もう 1人も、講座中

に奥村先生にアドバイスを頂いたやり方で進め、3 か月で、見事ゴールを達成しました。 

 

英語コーチングを学んだことで、私がクライアントさんに提供出来ることが増えました。ティーチングにコー

チングを組み合わせたり等、1 人 1 人に合った方法でサポートできるのです。と言いながらも、やはり、本気

で英語をやりたい方には、英語コーチングしかない！と思っています（笑）これからも、学んだことをどんど

ん実践し、英語コーチとして 1 人でも多くのクライアントさんのゴール達成をサポートしていくつもりです。 



子育て真っ最中でも、地方在住でも、 
期間中に売上 100 万円超え。自信がつきました！ 
 

静岡県在住 主婦 大西 江美さま 

 

決して安くない授業料もありますが、一番悩んだのは小さい子供たちを置いて静岡か

ら通うこと子育て中の今が起業のタイミングなのかという点でした。 

でも愚直に素直にやれば必ず結果は出るという確信は持てた事、講座中にクライアン

ト様を獲得して実践形式で学ぶことに先生がこだわっておられることも大きな魅力でした。 

結果、受講中に 6 名のクライアント様を獲得し 102 万円を売り上げることが出来ました。 

 

実践形式の講座を通じて、卒業してもやる気があれば、集客し、売上を上げられるという自信を持つことが出

来ました。集客ってどうすればよいのかと戸惑っている状態から、複数のクライアントさんとセッションをこ

なせる状態に 4 ヵ月でなれていることに、先生には心から感謝しています。 

 

子育ての真っ最中ですが、自ら仕事量をコントロールできること、また、静岡在住ながら、国内、世界中の

クライアントさんと繋がれるオンラインというビジネス形態も大きな魅力です。まだまだ修行中ですが、先

生に教わった「プロとしてクライアントさんの事を本気で心配して、何をすればそのお悩みが解決できるか

真剣に考える」ことを胸にこれからも頑張りたいと思います。 

 

 

クライアントに感謝されながら、自分も成長できました！ 
 

東京都在住 コンサルタント 川崎 安夫さま 

 

約 5 年半前にサラリーマンを辞め、独立しました。それまでにも何回か独立する話

はありましたが、毎月給与が振り込まれる楽さを捨てる事が出来ず、漠とした不安

は抱きつつも、ズルズルとサラリーマンを続けていました。サラリーマン時代は、

常に外資系で働いてきましたので、それなりに自分のキャリアについて考えてきたつもりです。 

 

そこで、良い機会でしたので、自分がやってみたいこと、自分が得意な事、興味がある事などを列挙し、一

つ一つトライしていくことを決めたのですが、その中で「英語力を活かした仕事を行う」というものがあ

り、軽い気持ちで奥村先生の説明会に参加しました。自分が今おかれている立場から、将来を見据えた場

合、ここで諦めるか、しがみついて必死で数カ月勉強するか…。答えは自明で、がむしゃらにやってみる事

を選択しました。 

 

大量行動の結果、ありがたいことに早い段階で 5 人のクライアントを獲得という結果になりました。 

金額にすると 172 万円！「コーチング」という仕事、クライアントの為に働き、クライアント感謝される仕

事でもありますが、自分の成長も同時にできるという素晴らしい仕事です。良い師匠と仲間に出会えてよか

ったと思っています。 



 

目標達成するパートナーとして 
私を選んでくれた事がとても嬉しい！ 
やりがいのある仕事を手に入れました。 
 

埼玉県在住 会社員 福田 えいこさま 

 

最初は自信が無くて、自分の英語力もまだまだという思いも強く「私には無理なのではないか」と不安ばか

りでした。フルタイムの本業があり、家庭もある中で時間を作るのは大変でしたが、とにかく行動あるの

み！と思い、オフラインも力を入れつつリアルな場での集客の機会を作っていきました。 

 

最初はなかなか集客もうまくいかなかったのですが、結果として、講座期間中に 4 人のクライアントさんを

獲得する事が出来ました。いざ、クライアントさんがついてくれて、毎日のサポートで大変な事もあります

が、目標に向けて頑張っている人のサポートを出来る事はとてもやりがいがあります。その人の未来の話を

する時にこちらも心がウキウキして明るくなる感覚がとても好きです。目標達成するパートナーとして私を

コーチに選んでくれた事もとても嬉しいことですし、目標達成させる！という想いがあるので、コーチとし

ても真剣に取組む事が出来ます。 

 

「英語が出来たら○○できるのに・・・」という想いを実現させるサポートを、今後、もっともっとしてい

きたいと思っています。 

 

 

10 年前から起業したいと思っていましたが、 

この講座でなければ無理だったと思います。 
 

福岡県在住 自営業 樋口 ヒロさま 

 

10 年以上前から起業のために、いろんなことに投資してきました

が、仕事として成り立つものは皆無でした。この講座でなければ、こ

のように早く仕事にできていなかったと思います。講座期間中に 6 人ものクライアントさんと出会えたこと

はとてもうれしい結果でした。奥村先生の講座は、全くコーチングの経験のない私でも、すぐにコーチとし

て起業できるためのパッケージが整えてありました。 

 

それに講座期間中に、ほぼ投資額(遠方の為、交通費、宿泊費含め)を回収することができました。色々なタ

イプのクライアントさんがいる中、皆さん学習が続いているということは本当に驚きで、クライアントさん

自身も驚かれ喜ばれているので、とても嬉しく思います。コーチングの可能性を大きく感じています。  

 

今後は、もっともっと自身のコーチングと集客のスキルを磨きながら 長い目で続けられるよう、講座が終わ

っても勉強し続けようと思います。 本業と家事がおろそかになるくらい目まぐるしい日々でしたが、 あの時

勇気を出して、飛び込んで良かった、拾ってくれた奥村先生に感謝です。 

 

  



人に貢献しながらお金をいただける方法が見つかり、 
クライアントさんの英語も上達し、 
とにかく自信がつきました！ 
 

アメリカ在住 主婦 宇野沢 由香理さま 

 

講座を受けてとにかく自信がつきました。集客の方法なども、ただ理論を教わるので

はなく実践的だったので、私自身もクライアント 5 人、ほとんどの受講生が講座期間内にクライアント獲得

という結果につながったのだと思います。 

 

期間終了後もやるべきことが自分でわかっているので、不安を感じずこの先も突き進んでいこうと思える自

分になれたので、その点でも自信を感じます。 

 

クライアントさんも実際に英語力が上達されて、目標達成されて、私も正直びっくりすることも多々ありなが

ら、正に二人三脚で英語コーチングができるようになりました。結果が出るのを見ることは本当にうれしいで

す。今後もクライアントさんに結果を出して、喜んでいただきながら、自分もやりがいを感じながらこの仕事

が続けられそうです。 

 

 

私を信じてがんばるクライアントさんのために 
本気になれる仕事にやりがいを感じています！ 
 

岐阜県在住 会社員 原 綾香さま 

 

「本当に私なんかがクライアントとれるんだろうか」講座を始めてしばらくはそう思

っていました。まずは 1 人、そして 2 ヶ月目にもう 1 人トを獲得。継続して体験セッ

ションの申し込み。そしてありがたいことに最初のクライアントのコーチングが終わ

るまで２件の体験セッションを待ってもらう状況となっています。 

 

始まった当時は、同じ受講生たちのキャリアやバックグラウンドに腰が引けていました。「ああ、なんてとこ

ろに自分は来てしまったんだろう。自分は場違いなんじゃないか。」そんな弱気なことを考えていましたが、

そんななかで自分にできることは何だろうか、そう考えた時に出た結論は「言われたことをやるしかない」そ

れだけでした。 

 

副業でコーチングをやろうと考えていた上に、まだ小さい子どもの子育て中であったため、コーチングに時間

を割くことが一番の私の課題でした。それでもこの養成講座中はやるべきことをやる、と自分の中で決めたこ

とをずっと続けられたからこそ、結果につながったんだと思います。 

 

実際にコーチングを始めてからは、私を信じてがんばっているクライアントのために何とか目標達成してほ

しい、させなければならない、という責任の重さも感じています。私自身も誰かのために本気で考えて仕事に

向き合ったことがなかったので、そんな仕事に携われることにやりがいも感じています。ここで得た知識とノ

ウハウを生かしてこれからも英語コーチとして活躍できるように、そしていつかは副業でなく本業として英

語コーチができるようにがんばりたいと思います。  



超実践的な講座で「快適領域」を何回か出た経験は、 
これからの自分の糧。 

  

石川県在住 英語コーチ 花咲 奈々子さま 

 

この講座の特徴を一言でいうなら「超実践的」です。実際にクライアントを獲得し、そ

の中で英語コーチングを実践。毎回学んだことを次の日から実践。アウトプットしなが

ら体得していかざるを得ない仕組みになっています。 

 

5 ヶ月で、クライアントさん 4 人と出会うことができました。「人生を本当の意味で楽しく変えたい」なら、

講座前と同じ行動力では変わらない、行動しないで後で「やればよかった」とモヤモヤしたり、言い訳したり

するのだけは絶対にイヤだ！とだけ考え、行動を行ったところ、結果がでました。毎日「生きている」を実感

する日々でもありました。 

 

講座中に「快適領域」を何回か出た経験は、これから英語コーチ業をやっていくうえでの、自分の糧となって

いくと考えております。この 5 か月間で「人生を変える」スタートを切ることができました。この出会いを大

切にし、英語コーチ、やめないで続けていきます！ 

 

 

3 人の子育て＆沖縄在住…でも期間中に 
7 人成約＆クライアントさんが目標達成！ 
 

沖縄県在住 英会話スール経営 川崎 真希さま 

 

講座期間中に、7 人のクライアントさんを成約し、合計で 201 万円の売上を達成

し、講座代金と飛行機代も講座期間中に回収することができました。また、クライ

アントさんが資格試験に合格し、卒業前に「クライアントさんが目標達成！」とい

う嬉しい報告ができました。 

 

那覇に住んでおり、息子が生後半年だったので、参加するのは勇気が必要だったし、夫とも喧嘩になりまし

た（笑）。でも、自分の本音の気持ちを貫いて思い切って参加して本当に良かったです！課題がなかなかヘビ

ーで、本業の英会話スクールの運営とレッスン、家では子育て…タイムマネージメントと体力、気力などの

問題にも直面しましたが、毎回内容が濃く充実していて、お腹いっぱい…となりながらも、常に新鮮で楽し

い学びでした。 

 

目標達成したクライアントさんからは、「合格したと分かったとき、真っ先に浮かんだのはマッキーさんの

顔！あのとき思い切ってマッキーさんのコーチングを申し込んで本当に良かったです…私一人では絶対無理

でした…」というメッセージをいただき、泣きそうになりました。 

 

卒業はゴールではなくスタート！「英語力を身につけてワクワクする人生ややりがいを手に入れる人を生み

出す！」というのが使命です。日々クライアントさんの成長にワクワクしながら楽しく仕事ができ、今とて

も幸せです。 



全力サポートで、嬉しい言葉や結果が！ 
これが、また次への原動力、やる気につながります！ 
 

愛知県在住 子供英語教師 北岡 真衣さま 

 

この講座を受けると覚悟した時、不安 7 割、期待 3 割でした。もしかして騙されて

るのではないかと思ったぐらいです（笑）。2 年前から子供達に英語を教え始め、仕

事で英語は使っただけで自信を持てる程ではありませんでした。そして子供が 3 人い

るので、時間に限りがあるのも不安… 

 

そんな私ですが、結果としてクライアントさん 5 人、94 万円を得ることが出来ました！講座中に実際にク

ライアントさんを獲得する、これは凄いことです。実践的な学びを得られる事はもちろん、講座終了後、コ

ーチとして独り立ちする時の自信となります。 

 

また、クライアントさん一人一人としっかり向き合って、全力サポートするとで、とても嬉しい言葉や結果

が得られます。これが、また次への原動力、やる気につながります！ 

  

この講座を通して「行動してみる」「やってみる」この大切さを身体で学びました。5 ヶ月前、やってみよ

う！と決断した自分を褒めてあげたい、と本当に思います。 

 

 

世界中どこにいても働けて、 
感謝されながら収入を得ることができる。 
まさに私が求めていたのはこれだ！ 
 

ロサンゼルス在住 会社員 レベンタール 未歩さま 

 

英語力と共感力の高さを活かした仕事をしたいと長年感じていながらも、何から始

めていいのかわからず、会社勤めを続けなら悶々と過ごす毎日。 

 

そんな中、英語コーチは「世界中どこにいても働けて、感謝されながら、しっかり収入を得ることができる」

という事を知り、まさに私が求めていたのはこれだ！と強い運命を感じ、セミナーに応募することを決めまし

た。 

LA 在住、フルタイム勤務という立場でありながら、日帰りでセミナーに参加し、講座終了までに 5 人のクラ

イアントを獲得し、合計で 86 万円を売り上げることができました。 

 

最初は不安でしたが、セミナーを終えた今、はっきり言えることは「本物だった」ということです。とにかく

講座で学んだことを素直に吸収し、行動に起こせば、結果は必ずついてきます。そしてコーチングスキルはあ

らゆることに役立ち、生活が前向きな方向にガラリと変わりました。  

 

素晴らしい仲間たちと出会いも、一生の宝物！どれだけ感謝の言葉を並べても表現しきれないくらい、胸がい

っぱいです。 



英語教師時代より、楽しく成果がでる！ 
それが英語コーチングでした！ 
 

埼玉県 ヘアメイク 市川 奈津妃さま 

 

素直に何でもやってみる！！これが私の学んだ成功を手に入れる唯一の道。誰もが

同じ方法で成功出来るとは限りませんが、何事もやってみないと分からないと思

い、5 ヶ月間は英語コーチを本業にし、我武者らに学び、実行を繰り返しました。 

 

奥村先生との出会いは奇跡で、クライアント様との出会いは運命。英語を学ぶ事で幸せになる人の顔が見た

い、クライアントさんは英語力を手に入れて変化を手に入れたい！！楽しくないと何事も続かない自分を知

っているので、楽しんで英語コーチングを沢山の人に伝えました。コーチングは、しっかり give and take

が出来る仕事で本当に素敵な仕事です。 

 

最初は副業でと思って始め、獲得チャレンジの 6 週間で 100 万円を達成し、卒業時には、8 人のクライアン

トさんを獲得していました。途中コーチング料金を値上げし、自分の納得いく働き方を見つけました。クラ

イアントさんの求めている結果を出せるという部分を、熱意を込めて伝えることのほうが大事だという先生

の教えが私の自信になりました。奥村先生のことを信じて素直に学んだことを実行することが成功への鍵だ

と思いました。奥村先生と素敵な仲間と学べた 5 ヶ月を大切にこれからも精進にしていきます。 

 

 

家族との関係が劇的に良くなり、自分に自信がつき 
周りの方との関係もとてもよくなりました。 
 

ニュージーランド在住 英語コーチ 吉田 いくさま 

 

他の養成講座では、「英語コーチとしてのスキルは教えるけれど、講座終了後すぐ

にお客様を獲得できるとは思わないでください」が当たり前の中、講座中にクラ

イアントさんを獲得し、どのようにクライアントさんをゴール達成まで導くかを

指導していただけるのは、奥村先生の養成講座だけです。 

 

そのおかげで講座中に 2 名のクライアントさんにゴール達成していただくことが出来、感無量でした。お一

人ゴールを達成できたと言う事は、この先ずっと養成講座で習ったメソッドでたくさんの英語難民を救うこ

とが出来る！と確信できたからです。 

 

また、英語コーチ養成講座を受講して人生の質が格段に上がりました。家族との関係が劇的に良くなり、自

分に自信がつき、周りの方との関係もとてもよくなりました。 

 

奥村先生に英語コーチをお願いした 10 年前、人生で一番の選択をしたと思っていましたが、今回の養成講

座はその上をいく、人生で最良の選択でした。  



自分にはビジネスの才能なんてないのかも… 
とあきらめていましたがずっと夢だった 
ライフスタイルがかないました！ 
 

千葉県在住 英語ライフサポーター ぬまた ゆみさま 

 

もともとフリーランスの英語講師として起業していましたが、自己流の起業で

失敗したため、自分にはビジネスの才能なんてないのかも・・・と悩んでいた

ところ、この講座に出会いビジネスの才能はいつからでも作り出せるということ、そして今後の人生に必ず

役に立つコーチング技術や集客方法までをも身につけることができました。 

 

講座中のサポートもこれ以上無いくらい手厚く、分かりやすく教えてくれるので、本当に恵まれた環境で挑

戦することが出来たと感じています。 

 

この講座の一番いいところは、講座中にクライアントを獲得するところです。私自身、講座期間中に 6 名の

クライアントを獲得、合計で 162 万円を売り上げることができました！オンラインで仕事ができるので、ず

っと夢だったパソコン 1 台で好きな時間に好きな場所で働くライフスタイルを送ることが出来て感激です！ 

 

 

英語教えた経験なし！ 
なのに、継続と紹介で、売上も 5 倍！ 
 

東京都在住 ライフコーチ 田中 祐里さま 

 

5 ヶ月間と言う短い中で、多くの人が成果を出せたのは、手厚いサポート量

と、受講生同士の助け合いの環境があるから。正直、クライアントの取り方を

教えてくれるところは他にもあると思いますが、その後、クライアントに「成

果を出す」ポイントまで面倒を見てくれるところは、私は聞いたことがありま

せんでした。 

 

結局、最初はうまく言っても、その後が続かないと言うことがよくありますが、そう言ったことが起きない

ようにとても工夫されている講座だと思います。それは、主催者側の信念が、ただ稼ぐだけではなく、英語

を好きになる人増やしたい、英語を使って生活できる人を増やしたい、そういう思いがあるからこそなんだ

と感じました。 

 

私は、英語を教えたことがない全くの初心者だったのですが、受講中に 297 万円の契約を取ることができま

した。そして、ただ契約をしただけでなく、クライアントさんから継続のお申し込みをいただいたり、他の

方をご紹介いただいたりと、顧客満足度も高めることができました。 

 

実際、1 年前別事業をスタートした時の最初の 3 ヶ月の売り上げの 5 倍にもなったことに気がつき、本当に

この講座のすごさを実感しました。 



「絶対に叶う」と思ったことは必ず叶う！ 
たった 5 か月で英語＆多読コーチングをスタート。 
しかも、家族にもよい影響がありました！ 
 

埼玉県在住 多読サポーター 蔦澤 亜希さま 

 

「明るい人はさらに明るくなります」という一言に惹かれて全く悩みもせず、申

し込みました。成約や収入よりも、多読教室の生徒のモチベーションをさらに上

げるためと、何か新しいことを始めたいと思って講座に参加しました。 

 

講座では、営業が全く問題なくできると気づき、教室の新しいパッケージを作ることができました。英検の

上位級をコーチングへ導くことに自信を持てたり、タダ同然で行っていたライティングのパッケージを、自

信を持って提供できたり、オフライン集客の一貫である交流会に参加したり、新しい世界を経験することが

できました。また Zoom や Facebook が使えるようになったことで、コロナの時期も教室を閉めずに済んだ

ことは大きかったです。  

 

私のこのような行動が娘に大きな影響を与えたようで、NLP やお金の本からの知識は彼女の就職活動に組み

込め、行きたい会社に内定をいただきました！「絶対に叶う」と思ったことは必ず叶うと思えたこと、そし

て 1 番は、一緒に歩める友人らと出会い。奥村先生への信頼と尊敬。先輩たちの行動力の多さへの感動で

す。 

 

 

今後どのような世の中になっても大丈夫！ 
と思えるようになりました  
 

愛知県 英会話教室主催 黒野 友美さま 

 

この講座で得たものは多すぎてまとめきれないですが「自分の強みや経験を見つ

め直して伝えることが大切」とアドバイスをいただき、自分がやってきたこと

は、すごく価値があるんだと思えるようになりました。 

 

口下手で集客経験がほとんどない私でも、獲得期間中に 4 人成約 61 万円、最終的に 8 人成約 124 万円を達

成し、自分でも驚いています。同期同士で支えあい、励ましあい、ともに学び、グループで成長していける

仕組みが整っていたからです。加えて、奥村先生からは随時困っていること、躊躇していることが見透かさ

れているようなタイミングで、メッセージやサポートが届きます。講座を受講し、英語コーチング頑張り続

けていけば今後何も困ることはない、という自信が今はあります。 

 

「外国人と 5 分も話が続かないが、3 か月で 25 分話せるようになりたい」と言っていたクライアントさん

が、たったの 1 か月半で、余裕で 30 分会話が続くようになったり、発音練習が大嫌いだった方が積極的に

練習するようになったり…などの成果が出始めています。コーチングの素晴らしい可能性を感じるととも

に、クライアントさん達と一緒に私もこれから英語コーチとして成長していこうと思っています。 



夢が叶い、不安がなくなり 
「何かの魔法ですか？」と思いました 
 

東京都 英語コーチ 殿岡 紗衣子さま 

 

応募時「どんな人を救いたいですか」と訊かれた時「煮詰まってる人。あと、自分

が演劇の世界にいたから、その業界の人。ダンサー、映画監督、俳優とか」と答え

ました。そして今、私のクライアントさんは、ダンサー、音響スタッフ、映画監督

です。5 ヶ月で 3 名、卒業 2 日後にもう 1 名、合計売上は 95 万円です。「何かの魔

法ですか？」と思います。イメージ、フォーカスの凄さを体感しています。 

 

コロナでこんなに世界が変わるとは、誰一人予想していなかったと思います。先生は、いち早くその状況を

察知されて、たくさんの追加企画を作ってくださいました。おかげで、今後の展望を考えられるレベルに到

達できました。演劇業界の旦那さんは、2 ヶ月分のスケジュールが白紙になり、この先の現場も見通しが立

ちません。9 ヶ月の息子を抱えて、夫婦揃って路頭に迷うところだったと思います。 

 

今やっと自分の手で人生を創り出していくスタートラインにいると感じます。次の面白そうな目標も見えて

きました。「フォーカスすればその未来が手に入る」ことをクライアントさんに伝え、体感して貰えるような

コーチングをし、一緒に成長しながらより大きな未来に向かっていきたいです。 

 

 

独立してもなかなかうまくいかなかった私。 
この講座でやっと成果がでました！ 
 

東京都在住 英語コーチ 吉田 友希さま 

 

元助産師で、ユニセフの仕事等で約 5 年、アフリカやハイチに駐在していました。

元不登校、10 歳で母と死別、学力ゼロ。そんなどん底の私が、夢を追う方のライ

フストーリーを個人として応援したいと思い独立。しかし現実は上手くいかず…。

数年前は鬱状態、死にかけでした。周りからは「フリーランスじゃなくてフリータ

ーでしょ？ゼロイチは作れない“ふりかけ”、品詞で言うと副詞」と揶揄され(笑)パニック障害？で電車に乗

れずプレセミナーも片道 2.5 時間歩き、途中で止めようかと思いました。でも行ってよかったです！先生に

初めてお会いした日を、昨日のことのように覚えています。 

 

この講座の最も素晴らしい点は、「奥村先生のコーチングスピリットと高成功率のメソッドを受け継ぎながら

も、卒業生の方々がそれぞれ個性・強みを活かし、オリジナルのスタイルで輝かれている」ことです。さら

に言葉の力と質問力によって、モヤモヤした思考がクリアになり、生産的な行動へと変わっていくプロセス

も魅力です。先生の温かいお人柄によって、素敵な方が集まっていることもよく分かりました。集団行動は

苦手な私ですが (笑)、とても楽しく過ごすことができました。 

 

期間中、3 名の成約と 93 万円の売上を得ることができました。今もチャレンジはありますが、自信をもっ

て毎日没頭し、行動できる幸せを感じています。「自分の信じる道で間違いない」「行動すれば、未来は切り

開ける」と確信できました。 


