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すべての人の健康
幸せ、 調和を目指して
IBREA

IBREA JAPAN

I BREAは、 地球の健康、 幸せ、 平和を創造する
脳の無限な可能性を実現するためのトレーニング
を提供する非営利教育機関です。 現在、 世界の
100を超える国に IBREAの支部が設立されてい
ま す。 2 0 0 6 年 に I B R E A を 設 立 して 以 来 、
「B R AI N ED U CATI O N」 を伝えながら人道主義
活動と国連活動、 メディア活動を続けてきたこと
が国連本部から評価され、 2010年7月6日、 国
連の公式 NGOとして承認されました。

NPO法人 IBREA JAPANは、 国際脳教育協会 (IBREA：
International Brain Education Association） の日本支
部として 1997年に活動を開始、 2007年に NPO法人と
して登録されました。 設立以来、 カラダを使った脳へ
のアプローチ「BRAIN EDUCATION」 に関する研究活動
やセミナーの開催、 企業や各種学校での講義等を通
じて、 カラダ・ ココロ・ 意識の健康を成し遂げ、 健康で
平和な社会建設に寄与することを目的として活動して
います。

http://ibreajapan.org/

脳教育の 紹介
Brain Education

あかるい脳が
あかるい未来を創る
脳教育とは？
脳教育は、 脳の潜在能力を開発する画期的な
方法であり、 ストレスを取り除き、 コミュニケーショ
ンを促 進し、 学習力を強化しま す。 生 産的で、
創造的で、 平和的である脳の潜在性を育てます。
教育の真の意味 は 知識を教えることで は なく、
脳の中に入っている無限の可能性を導 きだすこ
とにあります。 すべての人は自分の脳の中に入っ
ている情報を選択することが で きるようになり、
また情報を正しい目的で使えるようにならなけれ
ばなりません。 あふれるように情報が氾濫してい
る中で情報を生産して受け入れる主体は、 知識
や情報自体でなく、 人間の‘脳’ なのです。
脳教育は、 脳が 持っている真の 価値を自覚し、
自分の脳をどのように活用すべきなのかを知る
体験的な教育方法論であり、 教育哲学です。

創立者紹介
いるち いすんほん

一指 李承憲 氏
国際脳教育総合大学院大学 学長
グローバルサイバー大学 学長
国連諮問機関 韓国脳科学研究院 院長
国連 NGO 国際脳教育協会 会長
セドナ地球市民学校 設立者

脳教育者であり、 世界的な瞑想家、 平和運動家。 誰
でも簡単に自然治癒力を回復し、 健康・ 幸せ・ 平和を
見出せる方法を講演、 書籍、 映画などを通じて生活文
化運動として伝えている。

ブレイントレーナー資格証発給
ブレイントレーナーは、 健康な人生を送るために必要な脳活
用法を習得する『脳活用スペシャリスト』 です。 自分自らの
健康管理だけではなく、 家族や地域、 社会の健康に貢献
することを目的にした NPO法人 IBREA JAPANが認定する
資格です。

活動内容

ブレイントレーナーの活動

Contentｓ
家庭

家族の健康管理、 コミュニケーション改善

地域

公園健康教室、 健康づくりやボランティア

職場

脳体操の指導、 モチベーションアップ

学校

小学校やフリースクールへのカリキュラム導入

社会

地球環境、 自然保護などの社会貢献活動

学校教育
私たち皆が持っている脳をより生産的に、 創造的
に、 平和的に活用する脳教育のプログラムの開
発・ 普及を促進しています。

メンタルヘルス
個々の健康管理、 ライフマネジメントを助けるた
めに、 脳科学にもとづいた脳活性化法を基本と
した指導をしています。

セミナー・ 講習会
多くの方が自らの脳活用法を習得し、 実践するこ
とによって、 健康で豊かな社会を実現することを
目的としたセミナー・ 講習会を開催しています。

社会貢献活動
Responsibility

JAPAN
仙台市の仮設住宅集会所で脳体操
シリア緊急募金に寄付いたしました
2013年10月
６月１５日「地球人の日フェスティバル」 と８
月１８日開催の「Ea r th H ea l ing Festiva l」
で集まった募金を、 日本ユニセフ協会を
通じてシリア緊急募金に寄付しました。

ケニアに 550本の木が植えられました
2009年3月
UNEP主催の TUNZAプログラムに参加
し、 2008年の地球愛キャンペーンの募
金で、 アフリカのケニア・ ナイロビの砂
漠化地域に 550本の木が植えられました。

2013年11月
仙台市の仮設住宅集会所で 25
名のおじいちゃん、 おばあちゃん
と一緒に脳体操をしました。

ハイチ緊急募金に寄付いたしました
2010年2月
ワンダラープロジェクトが支援活動したハ
イチ募金は、 2月22日に集計し、 WFP（国
連世界食糧計画） を通じてハイチ地震
緊急募金へ寄付いたしました。

WORLD
「Harmonious Living」 研究プロジェクト

国連本部でカンファレンス開催
2012年1月
脳科学者、 心理学博士、 各国の国
連 大使、 副大使 が 参加し、 「貧困
撲滅と福祉のための脳教育」 と題
するカンファレンスが開かれました。

国連の公式 NGOに認可されました
2010年7月
2006年に国際脳教育協会を設立し
て以来、 脳教育を通じた人道 主義
活動と国連活動が 評価され、 国連
の公式 NGOとして、 承認されました。

2015年4月
コスタリカ国立大学 (UNA)との
共同研究プロジェクト。 U NAの
学生や小学校教師や生徒を対
象にトレーニングを行いました。

中米エルサルバドル公立学校で導入
2011年6月
10年以上続いた内戦で傷を負っ
た心に効果的なヒーリング方法と
して公立学校に採用されました。

活動報告
Activity

グローバルサイバー大学と協力交流協定
2014年11月
IBREA JAPANとグローバルサイバー大学は、 相互の信頼と友誼を基に両機関の発展の
ために相互協力することを協議し協定を締結しました。

グローバルメンタルヘルスセミナー開催
2014年11月
『大人と子どものメンタルヘルス キーワードは脳！』 をテーマとして幼児から高齢者まで幅広い
世代のメンタルヘルスについてセミナーを東京大学、 京都大学にて開催いたしました。

脳教育 Brain Education の可能性
2013年11月
11月19日、 岡山にある私立高等・ 中学校学の体育館に教職員を含め約130名が
集まり「脳教育 Brain Education の可能性について」 の講演が開催されました。

第4回 Earth Healing Festivalを開催いたしました！！
2013年8月
笑って ほめて ありがとう の実践を通じ、 自分が幸せになることで、 お互いに通じ
合う成熟した社会、 元気で明るい社会の実現を目指しています。

島根大学オープンキャンパスで脳教育！
2013年3月
「第三回 知的に障がいがある人のオープンカレッジ in 松江」 一年生後期の一環で
20名ほどがご参加されました。

仙台市「できるできるこども脳トレ」 開催
2012年8月
仙台市中央市民センターにて、 こどもたちのメンタルケアのための脳教育プログラム
「できるできるこども脳トレ」 を開催しました。 ３日間で延べ４７名に参加頂きました。

NPO法人 IBERA JAPAN
http://ibreajapan.org/
愛知県名古屋市北区山田町4丁目86番地1階

TEL ： 052-915-0087

