
日本全国のことだま師®のご紹介 

名前のことだま®開発者 山下 弘司 

福岡県生まれ、金沢在住 
日本の叡智「言霊」を基本にして使命と日本の知恵を伝える 
「名前のことだま®」(命名言霊学)を2001年に独自に開発。 
「氏名は使命」「改名から解明へ」「転職から天職」を合言葉に、 
「使命があり必要とされて生まれてきた」ことに気づく人が続出。 
現在までに延べ1000人以上が講座で学び、 
「使命と日本の智恵」を伝えることだま師®育成を行っています。 

【著書】『人生が100倍楽しくなる 名前セラピー 』 
     ひすいこたろう、山下弘司 (著) 2009年 
 

    『名言なぞり書き50音セラピー』 
     ひすいこたろう、山下弘司 (著) 2019年 

※書籍の画像をクリックすると詳細ページに進みます 

https://kototama-himehiko.com/namae/yamashita-profile/
https://www.amazon.co.jp/dp/4418194339/
https://www.amazon.co.jp/dp/4839950385/


安達 充 (埼玉県)／「名前のことだま®」を音楽を通して普及中♪ 

ことだま師®育成講師 

安達 充（埼玉県、東京都） 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 

一人のために曲を贈るシンガーソングライター。2010年から山下弘司氏に師事し『名前のことだま®』を音楽を
通して普及中。 2016年、日本語５０音の１音１音に隠された意味を元に１曲ずつ作詞作曲した『お名
前５０音ソングレター®』をリリース。名前をテーマとした『世界で一番素敵な言葉』（作詞・作曲／安達充、
歌／癒シンガーKeiko）は2021年にユニバーサルミュージックよりCD全国リリース。 

自然満載の中、家族四人とワンコ１匹で暮らしています。名前のことだま®に出会ってから、ことだまの中に
宿っている知恵を日常に活かし、名前から受け取った使命をフル活用して生活しています。自分自身と向き
合い本当に生きたい人生を生きるお手伝いをさせていただいています。「名前のことだま®」には心穏やかに
暮らすためのヒントが満載。その事をお伝えさせていただく事が私の喜びでもあります。 

あいうえお堂 小春 (和歌山県)／現役の看護師で、和歌山初のことだま師 

谷本 なおみ (広島県)／女流書道家×書道講師×ことだま師® 
広島の女流書道家。筆花会主宰。 
書道講師、ことだま師®。 
作家活動、講演活動を行うとともに古代文字、筆文化研究、和文化研究をライフワークとしている。 
カラーセラピスト。風水アドバイザー。パステル和アートインストラクター。 

夫婦(めおと)結びコーチングの前田大介です。「自分の本音と出合い、良好な人間関係を結ぶことで、
人生にいい流れを起す」サポートをしています。人は名前の中にある「使命(ミッション)」に気づいた時から、
大きく人生が動き出します！自分でいい流れを創ることが出来ます。あなたしか起こせない波(ウェーブ)を 
一緒に見つけましょう(^^♪ 

和歌山市に住んで居ます、30数年現役の看護師です。 
人と関わることが好きでワークショップやイベントなどで鑑定をさせていただいてます。 
和歌山県では初めてのことだま師®。 
副業として、シングルや共働きのママ応援でスクールグッズ(制服等も)のリユースをしています。 

静岡県在住。50歳まで仕事優先の日々。最近、学ぶ楽しさに目覚め、名前のことだまをはじめ、個性
心理學、神道・仏教などを学び、日本文化の素晴らしさに改めて気づかされています。趣味は仕事と学ぶ
こと夢想。小さな時から困った時には必ず助け舟が来るという幸せ者。そんな有難い人生後半のミッション
は、ご縁を頂いた方の本質や使命・役割をお伝えする事。それが恩送りになると真剣に思っています。 

名前のことだま®ことだま師、アロマエンライトメント®プラクティショナー、リーブスインスティテュート 
カウンセリングスキル講習修了。 
好きなこと:フルート、映画、スポーツ（特にフィギュアスケート）観戦、スキューバダイビング、和綿の糸紡ぎ、
手作りコスメ、醤油造り 好きな動物: イルカ 好きな音楽:ロック、クラシック（基本何でも好きです） 

高山 仁美 (長野県)／名前のことだま®には心穏やかに暮らすためのヒントが満載 

前田 大介 (京都府)／名前の中の「使命」に気づいた時から人生が動き出す！ 

生田 諭子 (大阪府)／名前のことだま®の知恵を探り、生かすことで広がる未来を 

安間 惠子 (静岡県)／ご縁を頂いた方の本質や使命･役割をお伝えする事が恩送り 

石村 陽子 (神奈川県)／名前のことだま®×アロマ×カウンセリング 

2003年に名前のことだま®を学んで以来、今日に至ります。ことだまと関わり、世の中の移り変わりを痛感し
ながらも、ずっと変わらずに大切にすべきことや、新たな気づきを与えられてきました。そしてさらにこれからは、
ひとりひとりが創造性を発揮すべき時代です。名前のことだま®の知恵を探り、生かすことで広がる未来をぜひ
一緒に体験していきましょう。 

50音講師・入門講師 

https://kototama-himehiko.com/namae/adachi-mitsuru
https://kototama-himehiko.com/namae/takayama-hitomi
https://kototama-himehiko.com/namae/ikuta-satoko
https://kototama-himehiko.com/namae/tanimoto-naomi
https://kototama-himehiko.com/namae/maeda-daisuke
https://kototama-himehiko.com/namae/ishimura-yoko
https://kototama-himehiko.com/namae/anma-keiko
https://kototama-himehiko.com/namae/aiueodou-koharu


稲葉 優子 (神奈川県)／先人が大切にしてきたものを、次の世代へ伝えるパイプ役 

安達 充（埼玉県、東京都） 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 

国内旅行業に携わっていた経験から、神社仏閣をはじめ日本各地の文化や歴史に大変興味を持っていました。
たまたま出会った「名前のことだま®」を学び、かつてその場所から感じた感覚と知識が結びつきました。 
日本の先人が大切にしてきたものや、日本人の感性がとても素晴らしいという事を、次の世代へ伝えるパイプ役
のことだま師®です。 

2010年名前のことだま®と出会う。日本語の音に秘められた日本という国の叡智に魅せられ、創始者 
山下弘司氏に師事。2011年より入門講師としてことだま教室、神話講座など開催。 
フレディとボウイとhydeをこよなく愛し、ライフワークとしている名前のことだま®と世界一ムリしないヨーガ、 
和みのヨーガを日々の暮らしの中実践している。 

鎌田 等 (茨城県)／名前のことだま®×和太鼓奏者 

梅原 伊都子 (京都府)／名前、自分を好きになるきっかけ作りをしていきたい 
京都府京都市在住。 
人生でかなり落ち込んでいる時に心理学を学び、そんな中で名前のことだま®︎に出会いました。 
自分の名前の使命を知り、名前を好きになり、自分を好きに大切に思えるようになりました。 
名前、自分を好きになるきっかけ作りをしていきたいと思っています。 

口下手でも想いが伝わる！大人のためのお絵かき書道教室主催。 
『名前のことだま®』を筆文字アートにも活かし「ひめふでアート」や「名前のことだまポエム」を制作している。 
※命名言霊学協会主催の「ひめカード」のイラストを担当させていただきました。 
（日本神話に出てくる「ひめ神」様達から、「日本人女性が本来持っている力」を学ぶためのカードです） 

子供の頃から地元で和太鼓の活動をしていたことあり、日本の文化に関心がありました。以前よりも日本
の文化への関心が高まりました。また日本に生まれたことや今の名前で生まれたことの意味や意義について
考えるようになりました。「人」と「自然」と「日本の文化」を大切にすることを通じて、より多くの人が
生きる喜びを感じられる社会作りに貢献してます。 

アロマ調香心理士、アロマ講師、アロマセラピストとして、個人サロンやアロマスクール及び一般企
業様や商業施設にて、講師業務を中心に活動している。現在は、名前のことだま®と植物アロマ
の働きをマッチングンさせた「ことの葉アロマヒーリングメソッド」の提案が中心となっている。 

本名：木村 里加 誕生：1972年 出身：愛知県知立市 
在住：三重県いなべ市 筆ペン書家・ことだま師®・ことだま入門講師・4人息子の母 
親として、子ども達との距離間を模索する中で、ひとりの人としてもまた私だからこその役割りを手探り 
していた時に、山下氏から「名前が示すお役目を果たされていますね」と教えて頂いたことから。 

入野 幸枝 (東京都)／名前のことだま®×和みのヨーガ 

お絵かき書道家 縁奈 (神奈川県)／名前のことだま®×筆文字アート 

大野 寛嘉 (千葉県)／日本という国のこと、土地のことなど、広い知識が得られた 

北野 和香 (東京都)／名前のことだま®×アロマ調香心理士 

木村 侑加 (三重県)／私だからこその役割りを手探りしていた時に出会いました 

演劇講師 大野寛嘉商店 店主（演劇を生活に活かす講座主宰） ドラマリーディングユニット マチソワ
主宰 神道夢想流杖術三段 全日本空手道連盟 和道会初段 
「名前のことだま®」を学ぶことによって日本という国のこと、土地のことなど、広い知識が得られる内容で、 
自分の関心もとても広がりました。一緒に学んでみませんか？ 

※各ことだま師®のアイコン画像をクリックするとその人の詳細ページに進みます。 

https://kototama-himehiko.com/namae/etsuko-owada
https://kototama-himehiko.com/namae/inaba-yuko
https://kototama-himehiko.com/namae/irino-yukie
https://kototama-himehiko.com/namae/umehara-itsuko
https://kototama-himehiko.com/namae/ohno-hiroyoshi
https://kototama-himehiko.com/namae/kamada-hitoshi
https://kototama-himehiko.com/namae/kitano-wako
https://kototama-himehiko.com/namae/kimura-yuka


黒須 伸二 (神奈川県)／名前のことだま®×名前のアナグラム 

安達 充（埼玉県、東京都） 

自分の名前『しんじ』を何度も言っていると自信(じしん)が出てくると言った幼い頃からの言葉遊びで、名前に
興味を持ちはじめ、姓名判断や名前のアナグラム(文字の組み換え)などを通して、名前の中に使命が隠れてい
るかもしれないと思っていたところに、５０音のひとつひとつに役割があり名前を改名するのでなく、解明していこ
うといった「名前のことだま®」に魅力を感じました。 

19年勤めた会社を辞め、《みんなが自分の個性に気づき、それを活かせる社会》を実現するため、 
これまでに100名以上の方に「名前のことだま®」使命鑑定をさせていただきました。 
《時代は競争から調和へ》「個性の違いを受け取らない競争の世界から個性の違いを受け入れ 
調和する世界」が深く浸透するよう活動をさせていただいてます。 

塩谷 幸美 (兵庫県)／わたしもHappy！家族もHappy！社会もHappy！ 
兵庫県たつの市在住。小学生男子ふたりの子育て中。家族の名前のことだま®を生かして子どももママも満たさ
れて、自立＆自律する子育てを実践中。『子どもとママの信頼関係はバッチリ！！家族みんなに応援されなが
らママは自分のやりたいこと、使命に邁進できてさらに、ご縁に恵まれる』 
わたしもHappy！家族もHappy！社会もHappy！なママを育成中♡ 

神社仏閣がたくさんあって、それが自然と生活に溶け込んでいる、そんな京都在住の高岡万喜です。 
名前のことだま®と出会って、ますます日本の文化に興味を持つようになりました。 
名前のことだま®を通して、自分自身の生活をより豊かにするお手伝い他できればと望んでいます。 

小松 よしき (埼玉県)／みんなが自分の個性に気づき、それを活かせる社会へ 

高岡 万喜 (京都府)／名前のことだま®でますます日本の文化に興味を持つように 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 

中村 まさき (神奈川県)／名前のことだま®×心理カウンセラー×コーチング 
会社勤めをしながら心理カウンセラー・コーチングを行っております。 
心理カウンセリングは、受容的・共感的な空間を共有することで、クライアントの自己理解を深めていく 
プロセスです。ことだまも音の響きから自分を知るというところは共通しています。 
自分を知ることで世界観を広げるお手伝いが出来ればと思います。 

大好きな奈良で、ことだま師として活動しております。 
原 由子（はら ゆこ）です。😊 
人との出会いを大切に、名前のことだまを知りたいと願う方にお伝えしています。 
かつての私がそうだったように。🌸︎︎  

1981.7.20愛媛県新居浜市生まれ。新居浜西高校、愛媛大学卒業後、地元CATV局に就職。 
総務、営業などを経験しながら、撮影・編集・原稿作成・アナウンス等も。 
独立後は、アナウンス、司会のほか、各種セミナー講師、モデル、サプリメント管理士、イベント企画等 
多様な活動を行う。 

高橋 景子 (京都府)／妻嫁母…過去の経験を肥やしとして生きる力に変えられた 

原 由子 (奈良県)／人との出会いを大切に、名前のことだまを知りたいと願う方に 

日野 愛子 (愛媛県)／名前のことだま®×アナウンス、司会、モデル 

私は「何故生きているのか？」と考えるような子供でした。妻 嫁 母とそれぞれの立場で悩みが尽きなかっ
た頃に「名前のことだま®」に出会い 自分の名前の意味 使命を知ったことで過去の経験を肥やしとして生
きる力に変え 人と出会うことが楽しみになりました。多くの方に「名前のことだま®」を伝えていこうと思って
います。 

※各ことだま師®のアイコン画像をクリックするとその人の詳細ページに進みます。 

https://kototama-himehiko.com/namae/kurosu-shinji
https://kototama-himehiko.com/namae/komatsu-yoshiki
https://kototama-himehiko.com/namae/shiotani-yukimi
https://kototama-himehiko.com/namae/takaoka-maki
https://kototama-himehiko.com/namae/takahashi-keiko
https://kototama-himehiko.com/namae/nakamura-masaki
https://kototama-himehiko.com/namae/yokohara-yukiko
https://kototama-himehiko.com/namae/hino-aiko


松島 明子 (長野県)／伝筆(つてふで)×名前のことだま® 

安達 充（埼玉県、東京都） 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 

【伝筆】【名前のことだま®】を通して、「あ！今、心が動いた！」そんな瞬間を一緒に喜びあいたいです！
私の子供は、三つ子です。生年月日も、星座も、血液型もみんな一緒。でも、3人とも、全く違った個性の
強い子達だったんです。占いが好きだったので、ちょっとがっかりしました。しかし、名前が違う！という事を知り、 
子供たちに当てはめて見たら！ぴったり！子育てへの可能性を強く感じて、ことだま師®になりました！ 

大阪をメインに活動しています（対面・オンライン）名前のことだま®鑑定で名前に隠された本質と課題を解明。
筆跡診断で性格と行動傾向を解明。人生の岐路に立って迷う時、自分がすでに持っているもの、できること
からその悩みを解決するお手伝いをしています。特に50代の「揺らぎ世代」女性に好評です。 

大和 蔵之助 (zoom鑑定)／名前のことだま®で日本を変える世直しサムライ 
幕末の志士坂本龍馬に憧れを抱き、この日本を変えようと立ち上がった！学んだ名前のことだま®を活かして、
その人の人生の使命を伝えながら、気付いてもらう。あなたは必要として生まれてきたということを。そのことに気
付けるだけでその人の人生は変わり始めます。名前のことだま®で日本を変えるプロジェクト。あらたな令和になっ
た今。令和維新とよばれる大革命が起こることを願い、世直しサムライ大和蔵之助が日本を変えていきます。 

クリスタルボウル・クリスタルライアー奏者★JAAアロマインストラクター クリスタルやアロマの各種ヒーリングや講座
名前のことだま師®としてお名前に隠された使命を読み解く名前のことだま®鑑定などやってます。 
普段使う言葉に対する意識が高まり、また、名前のことだまだけでなく、日本文化、日本神話にも興味が 
湧いてきました。 

丸田 みどり (大阪府)／特に50代の「揺らぎ世代」女性に好評です 

ゆづき (兵庫県)／名前のことだま®×クリスタルボウル×クリスタルライアー 

荒谷 直行 (京都府)／いのちの大切さと名前から紐解くメッセージを贈る詩人家 
京都府在住。荒谷直行(あらたになおゆき)です。元介護士。2010年より詩人家 いのちの伝達人として
活動。いのちの大切さをポエムにしてメッセージを贈っています。『名前のことだま®』と出会ってから、さらに
名前から紐解く大切なメッセージを意識するようになりました。 
より多くの方にお伝えできるようさらに磨きをかけて只今、進化中！ 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 

シマムラ ミワコ (東京都)／名前のことだま®×むすび数秘術×リンパセルフケア 
こんにちは、シマムラ ミワコです。心と身体を整えて、全ては自分の中に既に「在る」と気付けると、 
自信を持って軽やかに未来を創造していけるようになります。 
名前のことだま®で氏名を、むすび数秘術で生年月日を紐解き、リンパセルフケアで身体をケア。 
身口意を整えて、むすんでひらくお手伝い。 

アートと占いのサロン「はぴねするーむ」主宰のhappinessこと谷口真智子です。六角形がつながる『結の
花アート』のワークショップを始め、梵字、龍体文字、サンドアートなどのワークショップも開催しています。 
また、マヤ暦講師として、マヤ暦アドバイザーを育てています。名前のことだま®に出会い、今までやってきた
ことがすべてつながりました！「みんな笑顔に」…＼(^o^)／ 

谷口 真智子 (北海道)／名前のことだま®で今までの学びがすべてつながりました！ 

安達 充（埼玉県、東京都） 
私は幼いころから「言葉」にとても興味がありました。アナウンサーを夢見ながらも、就職したのは運命を感じた
百貨店。そこから言葉磨きの旅が始まりました。30代から司会者、研修講師として約20年間経験を積み、
今は岡山で美しい日本語と心を磨く「美ことば塾」を主宰しています。 
ことだま師®としても、さらに日本の素晴らしい知恵や心をお伝えして参ります。 

辻 たまき (岡山県)／美しい日本語と心を磨き、日本の素晴らしい智恵や心を 

※各ことだま師®のアイコン画像をクリックするとその人の詳細ページに進みます。 

https://kototama-himehiko.com/namae/matsushima-akiko
https://kototama-himehiko.com/namae/maruta-midori
https://kototama-himehiko.com/namae/kura-suke
https://kototama-himehiko.com/namae/yuzuki
https://kototama-himehiko.com/namae/aratani-naoyuki
https://kototama-himehiko.com/namae/taniguchi-machiko
https://kototama-himehiko.com/namae/tsuji-tamaki
https://kototama-himehiko.com/namae/shimamura_miwako


牛山 恭子 (長野県)／安心して親子の関係を築くためのヒントをお届けします 

安心して親子の関係を築くために、名前のことだまからヒントをお届けします…✴︎ 
幼少期、両親との関係がうまく築けず、自分の存在価値を見出せずに生きてきた過去。 
母となり、生まれた子どもはハンディを持っていました。 
名前のことだまと出会い、自分を知ることができ、生きるための目的を見出せるようになりました。 

荒谷 容子 (京都府)／ことだま師®×ひめリーダー×才能鑑定士® 
滋賀県在住 荒谷容子（ｊｏｙクリエーターようこ）です。 
滋賀県・京都・大阪など関西圏で活動しております。名前のことだま®に出逢い、自分の名前が大好きに
なりました。ことだま師。ひめリーダー。才能鑑定士®。週末ふだん着物生活。も取り入れ日本文化に触れ
ながら、神社参拝を楽しむ生活を送っています。 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 
教育支援・人財育成NPO法人の代表。認定キャリア教育コーディネーター、教育ファシリテーター。 
平成18年より学校教育に関わる。一人一人が未来を切り拓くために、幸せに生きるためにキャリア教育を
通して「子供と大人の学びの種まき」を実践している。東日本大震災の復興支援活動で安達充さんに 
出会い、名前のことだま®を知り、山下先生に師事し学びを深めている。 

伊㔟 みゆき (宮城県)／教育支援・人材育成に、名前のことだま®のエッセンスを 

大阪、京都を中心にビジョンヨガ、タッチセラピー手波法（てなみほう）、女性の身体講座、 
寿（ことぶき）講座など、人生を楽しく、おだやかに、充実していける講座をしています。 
人生に迷った時のかけこみ寺のように、自宅のサロンなどで悩める人に、私のことだま「あ」の役割「明る
い希望」を提供し、その方のペースで進みだしてもらえるように後押ししていきたいです。 

伊東 明子 (大阪府)／名前のことだま®×ビジョンヨガ×タッチセラピー 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 
長野県在住の丸山環（たまき）です。 
自分の名前を好きになり、出会いが変わりました。そして、名前をたくさん呼んでもらうことで人生も
変わっていきました。名前のことだまⓇを通して「名前の持つチカラ」をお伝えしており、たくさんの
方に喜ばれております。とても有難く感じております。 

丸山 環 (長野県)／自分の名前を好きになり、出会いが変わりました 

山崎 文子 (埼玉県)／名前のことだま®×和みのヨーガ×セラピスト 

公務員として仕事している時に、山下先生と出逢い、名前のことだま®に感動し、2010年に名前のことだま師®
になりました。その後、和みのヨーガのインスト、セラピスト資格を取得。 
現在「文りんの和みのヨガ教室」を開催しながら参加された方に、『あなたの氏名には○○の使命があります
よ』とお伝えしています。趣味は、コーラス・ピアノ・絵てがみ等です。 

ことだま師® 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 
ほっこりするやさしい筆文字【わくわく書Ⓡ】主宰。以前はパソコン講師。自分の本音に気づき、わくわく
する自由な生き方実践中！名前を好きになってほしいと2019年よりお名前アートを1万人へ届けるチャレンジ
中に名前のことだま®と出逢う。1音に込められた日本の知恵を筆文字と共に伝えていきたい。 
デジタル×手書きの結びでラインスタンプ製作、筆文字名刺製作。イラストでユニークなLINE公式配信中。 

山本 英津子 (長野県)／1音に込められた日本の知恵を筆文字と共に伝えたい 

※各ことだま師®のアイコン画像をクリックするとその人の詳細ページに進みます。 

https://kototama-himehiko.com/namae/ushiyama-kyoko
https://kototama-himehiko.com/namae/miyamoto-yoko
https://kototama-himehiko.com/namae/ise-miyuki
https://kototama-himehiko.com/namae/ito-akiko
https://kototama-himehiko.com/namae/maruyama-tamaki
https://kototama-himehiko.com/namae/yamazaki-fumiko
https://kototama-himehiko.com/namae/yamamoto-etsuko


近藤 美季 (愛知県)／産後ケアリスト×保育士×ことだま師® 

産後ケアリストとして、また保育士として、子育てママを応援しています。 
名前に秘められたパワーとともにママに子育てのヒントをお伝えしています。 
名前のことだま®を学び、日本についての興味が増し、会う人会う人の名前に興味を持ちました。 
名前をあまり意識したことがなかったので、自分にはそんな使命があるのかーととても面白かったです。 

小さい頃から文字を書くのが大好きで、書道を始めて40年以上。 
書道教室を始めて20年以上になりました。イベント等では漢字の中にひらがなを隠して文字を書く【名前
隠れ文字】を書いており、隠れた名前の音から使命をお伝えしています。愛知県を中心に活動しております
が、岐阜、大阪、東京、福岡への活動も広めております。 

小島 陽子 (愛知県)／名前隠れ文字×名前のことだま® 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 

かねこ けいこ (京都府)／ことだまは本来持っている可能性に気付けるツール 

しいたけ道！喜びから始める起業コンサルタント。未来に繋がる集まるブログ構築講座開催！ 
名前のことだま®は、その人が本来持っている可能性に気付けるツールだと思います。 
鑑定や、書で名前を書いて応援していきたいです。 

北海道在住。小学生の子供が2人います。子育て真っ最中の中、世の中から離れている孤独な感覚を 
日常で感じていました。そんな中、名前のことだま®に出会い、自分の名前ひとつひとつの大和言葉には
こんなにも素晴らしいメッセージがある事を知り、名前のことだま師®としてお子様を持つお母様達に、1人
の人間として自分の名前と向き合う事で日常をより輝く世界にしてもらいたいと思って活動しております。 

金森 規伊子 (富山県)／名前詩×名前のことだま®鑑定 

亀山 恵利佳 (北海道)／お子様を持つお母様に日常をより輝く世界にしてほしい 

富山県高岡市在住。誰でも簡単に描けるきままハウスパステルアートと筆文字で、楽々遊書教室をしています。
また名前詩を書いたり、名前ことだま®鑑定もしています。名前詩を書いていると皆さん、喜んでくださり、 
名前ってすごいなって思っていました。そんな名前だから、もっと奥深い意味があるのではと模索していた時に、
山下先生の名前セラピーという本に出会い、先生にコンタクトして、講義をきくことになりました。 

筆跡心理学研究家・易学鑑定士・守護神鑑定士・個性心理学認定講師。選ばれ続けて21年の信頼と 
実績をもとに活動しています。易学（四柱推命・九星気学・姓名判断など）では一般的な宿命や運勢、 
個性を。ことだまでは、今世での使命を観ます。それらを総合的に判断した結果から、クライアント様、 
自らの手で未来を切り開く筆跡脳トレの指導を、そして筆跡診断士の育成にも務めています。 

梶竝 逢玲 (岡山県)／筆跡心理学研究家×易学鑑定士×ことだま師® 

名前は幸せのパスワード。ひらがな一音一音にそれぞれ意味がこめられ、名前に影響を与えています。 
名前から、周りの人や社会に何ができる人なのかを鑑定していきます。やりたいことやりなさいって言われる
けど、何だろう？夢はあるけどこれでいいのかな？大丈夫です、ちゃんと名前にヒントが書いてあります。 
名前のパスワードを入力して、あなたの人生を照らすランプにあかりをつけてみませんか？ 

折山 賢 (東京都)／名前のことだま®×カメラマン 
1986年長野県生まれ。ふたご座。AB型。子どもの頃から「なぜ生きているのだろう」と自問自答し、大学で
は臨床心理と福祉を専攻。その後、新卒でITベンチャー企業に就職するも1年半で辞める。さまざまな自己啓
発、心理学を学びながら「名前のことだま®」に出会う。ことだま師®の活動のほかにカメラマン（ポートレート、
イベント、セミヌード撮影）としても活動中。好きな食べ物はハンバーグとメロンパン。 

えだまめる (岡山県)／名前は幸せのパスワード 

※各ことだま師®のアイコン画像をクリックするとその人の詳細ページに進みます。 

https://kototama-himehiko.com/namae/kondou-miki
https://kototama-himehiko.com/namae/kojima-yoko
https://kototama-himehiko.com/namae/kanamori-kiiko
https://kototama-himehiko.com/namae/kaneko-keiko
https://kototama-himehiko.com/namae/kameyama-erika
https://kototama-himehiko.com/namae/kajinami-hourei
https://kototama-himehiko.com/namae/eda-mameru
https://kototama-himehiko.com/namae/oriyama-ken


長野県諏訪市在住の髙尾由美です。 
何か新たなことに向けて動き出そうとしている方のお役に立ちたい。 
動き出す時に必要な原動力を強く豊かなものにするために、名前のことだま®をお伝えしています。 
ゆっくりと自分自身と向き合う時間を作って、自分の持つエネルギーを育んでいきませんか。 

月乃洋 (大阪府)／ガラス作家×ことだま師® 
ガラス作家としてアクセサリーを作る中で、人は今の自分に必要な色を、心の目で見て選んでいる事を知りました。 
名前の音は、誰しも気付いた時には既に覚えていた、懐かしい響き。そこには多くの情報があり、人はそれを運
び、伝えています。この神秘的なことだまの計らいを清々しい水の流れの様に人の心と結び、日々が素晴らしく
ある様に分かち合いたいと心掛け続けたいと思います。 

髙尾 由美 (長野県)／動き出す時に必要な原動力を強く豊かなものにするために 

高橋 信子 (東京都)／筆文字×名前のことだま®→名前のことはな書作家 

筆文字（伝筆）認定講師。3人の子供と4人の孫がいます。人生後半に「筆文字」と「名前のことだま®」
に出会い豊かな時間を過ごしています。名前のことだま®を学び、普段何気なく使っている50音の言葉の中に意
味があり、親が付けてくれた名前の意味あいの他に、実は使命がある！のです。そういえば私は…。と腑に落ち
て気づいて感動し豊かな人生を歩めるよう筆文字に描く（名前のことはな書作家）活動をしています。 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 

須甲 真紀 (岐阜県)／すっかり名前のことだまが日常に溶け込んでいる感じです♪ 
２０年ほど前に名前のことだま®を学び鑑定を行っておりました。仕事のほうが忙しくなりしばらく鑑定を 
お休みしておりましたが、この度復活することになりました♪鑑定自体はお休みしていましたが、周りの方々
には事あるごとにことだまについて話し続けていたので、すっかり名前のことだまが日常に溶け込んでいる感じ
です♪これからも皆様がご自分の名前を好きになり、自分の命を活かしていきていけるようお手伝いします。 

ひっそりと活動しています 

菅野 凪 (神奈川県) ／ひっそりと活動しています 

安達 充（埼玉県、東京都） 
Mickeyと大天使ラファエルをこよなく愛しています。自然と笑顔になって、元気になれる（Mickey）・その
存在を感じるだけでふんわりと癒される（ラファエル）…ご縁をいただいたみなさまとも私がMickeyとラファエ
ルから受け取った癒しのエネルギーを共有できたらと思っています。名前のことだま® 「ま」のことだま師®・
HITキャラクトロジー心理学協会認定ヒーラー（2018年12月取得）として活動しています。 

白田 万里子 (岐阜県)／私が受け取った癒しのエネルギーを共有します 

髙尾 由美 (長野県)／動き出す時に必要な原動力を強く豊かなものにするために 

山下先生の「名前のことだま®」の本を読んだことがきっかけで出会いました。学んでみて、日本の文化の
深さや、言葉の意味を知り、日本がますます好きになりました。返事を一つするにも、「は」のことだまを
発揮できるようにとか、今までに言葉により気持ちを入れることができるようになりました。大きなことはできな
いので、日々の暮らしの中でも、その方の名前を大切にして、接していきたいと思います。 

下川 千春 (長野県)／筆文字講師×ことだま師®×気質診断士 
信州北アルプスの麓 白馬で民宿の女将をしています。人生半ばに「伝筆（つてふで）」という筆文字講師に
なり、その時のご縁で「名前のことだま®」に出会い感銘を受けことだま師になりました。 
他に、優しい色合いで心を癒すパステルアートインストラクター資格、陰陽五行思想をベースに気質を導く気質診
断士資格を持つ。現在はこれらの講座と茶話会の開催、個人セッションをさせていただいております。 

佐藤 弘美 (愛知県)／日々の暮らしの中で、名前を大切にして接していきたい 

※各ことだま師®のアイコン画像をクリックするとその人の詳細ページに進みます。 

https://kototama-himehiko.com/namae/takao-yumi
https://kototama-himehiko.com/namae/tsukinoyou
https://kototama-himehiko.com/namae/takahashi-nobuko
https://kototama-himehiko.com/namae/sukou-maki
https://kototama-himehiko.com/namae/sugano-nagisa
https://kototama-himehiko.com/namae/shirata-mariko
https://kototama-himehiko.com/namae/sato-hiromi
https://kototama-himehiko.com/namae/shimokawa-chiharu


安達 充（埼玉県、東京都） 

林 奈美子 (富山県)／名前のことだま®で、使命の美しさをお伝えしています 
1983年石川県生まれ。金沢大学卒業後、個別指導塾で勤務。 
富山県へ嫁ぎ、２児の母となり、出産・育児を通して多くの気付きがありました。 
『お名前ミッション』『13の月の暦』を通して、使命の美しさをお伝えしています。 
他にも、ママ達が集って学べる場の提供、講演会・着物イベント・女性が楽しめるパーティーなども企画しています。 

ずっと人生は言葉、ことだまで変化すると思っていたところ、名刺にことだまという文字を見つけ山下先生を 
一生懸命探しました。名前のことだま®を学んで、人はその家庭に必要で生まれてくることを改めて実感しました。 
どの子もどの人も全て大切で尊いことをより一層心に留めました。子育て講座をしていたりするのでそんな 
場所でもどんな時も話に添えて興味を持ってもらえたらと思います。 

東構 千晴 (愛知県)／どの子もどの人も、その家庭に必要で生まれてきている 

虹色 くらげ (広島県)／心理カウンセラー×フォトグラファー×ことだま師® 

心理カウンセラー(NLPマスタープラクティショナー国際資格)時々フォトグラファーとして、大手ショッピングモールで家
族撮影イベントをしたり、神社でお宮参り撮影などをしています。私の人生のキーワード【楽しむ】【みんなで豊
かに】【千年続く世界平和の次世代に関わる】私の自慢は、人とのご縁にとーっても恵まれていることです。 
これから繋がるご縁も楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします！ 

名前を受けとることは、使命を受けとること。自分の輝きを受けとること。生を与えてくれた人・名前をつ
けてくれた人の深い愛と祈りに気づき、心から感謝の気持ちを持つこと。〈どんなわたしでも、わたしの名
前は、目の前の人にすごいプレゼントをする！〉ということを知り、前に進むチカラが生まれました。 
使命がつながる瞬間！を、多くのかたに味わってほしいです。 

浜田 えみな (大阪府)／名前を受けとることは、使命と自分の輝きを受けとること 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 
人生いろいろ(笑)たくさんの出来事(涙)名前のことだま®︎を学んだことにより、出来事のおおきな
変化を実感しています。大切な皆さまが名前のことだま®により、もっと笑顔にもっと幸せに。。。 
あたたかくおだやかな日々となること、もっと豊かな人生をすごしてもらえたらと。。。 
普通のなにげないいつもの日常で名前のことだま®をお伝えしております。 

四柱推命の鑑定活動を始めた頃、名前のことだま®に出会い、そのおかげで吉凶にとらわれず大きな視野で 
目の前の方と向き合えるようになりました。目の前の方が自分と向き合い、自分を知り、より良く生きる応
援をしていきたいと思います。そして ひめ神カードリーダーとしても日本の女性の「ひめの力」を伝えていきた
いと思います。 

永嶋 尚子 (千葉県)／なにげない日常で名前のことだま®をお伝えしております 

仲谷 佳代 (和歌山県)／四柱推命×名前のことだま®×ひめ神カードリーダー 

安達 充（埼玉県、東京都、Zoom鑑定） 

中澤 伸友 (長野県)／旅館でゆっくり名前のことだま®鑑定をさせて頂きます。 
松本市の南側、弘法山古墳と言う桜の名所の麓で民芸旅館 深志荘と言う旅館を経営しております。 
ランチやご宴会時の前後は勿論、ご宿泊の際は囲炉裏でじっくり、ゆっくり名前のことだま®鑑定をさせ
て頂きます。家業の関係上、茶道や華道をたしなんでおり、名前のことだま®を和の文化の一つとして
広げていけたら最高です。 

戸塚 丈夫 (三重県)／名前のことだま®で、新たな自分発見を 
三重県四日市在中の戸塚です。氏名に隠されている使命を一緒に紐解いて見ませんか。 
新たな自分発見ができるかも知れませんよ。 
名前のことだま®を学ぶことで、日本語の奥の深さを体感し、一文字一音の違いを知る事で、 
難しい人に対する対応方法が変わりました。 

※各ことだま師®のアイコン画像をクリックするとその人の詳細ページに進みます。 

https://kototama-himehiko.com/namae/hayashi-namiko
https://kototama-himehiko.com/namae/higashigamae-chiharu
https://kototama-himehiko.com/namae/nijiiro-kurage
https://kototama-himehiko.com/namae/hamada-emina
https://kototama-himehiko.com/namae/nagashima-takako
https://kototama-himehiko.com/namae/kayo-nakatani
https://kototama-himehiko.com/namae/totsuka-takeo
https://kototama-himehiko.com/namae/nakazawa-nobutomo


安達 充（埼玉県、東京都） 

兵庫県 西宮市在住 山﨑 利依代 （やまざき りえよ）です。 
自分の名前を好きになる→自分に軸が出来る→自分を信頼出来る‼︎ 
『ことだま』の持つpowerを活用して、より幸せな毎日を過ごしています。 

やまだ いちこ (東京都)／使命を知って自己肯定感が高まり、人生が変化！ 
名前のことだま®の本「人生が100倍楽しくなる名前セラピー」をきっかけとして人生が変わりました！名前を呼
ばれることもイヤ、自分で名乗ることも恥ずかしい、それぐらい名前が嫌いでした。それが名前の意味を知り、
使命があることを知って自己肯定感が高まり、人生が変化していくのを実感してきました。この喜びを多くの方
に伝えていきたい、そんな思いで活動させていただいています。 

名前のことだま®を学んで、優しくなれたと思います。人を昔から比べると受け入れることができるようになった 
感じでしょうか？講座を受けないと基本的には自分の名前の「ことだま」しか知らないですよね？僕は講座を 
受けたことによって５０音全部を学んだ訳ですけど、５０音のなかから自分の「ことだま」との出会いって 
あるような気がしていて、それが僕にとっては「う」の「ことだま」だったような気がします。 

山﨑 利依代 (兵庫県)／名前を好きになる→軸が出来る→自分を信頼出来る‼ 

よし (山形県)／名前のことだま®を学んで、優しくなれたと思います 

名前のことだま®に出会う前は、ネガティブでどこか他人事のように過ごしていました。24歳で病気を発症し、
術後も副作用や後遺症に苦しみ、暗闇のトンネルを彷徨いもがいている時、山下弘司先生と出会えました。 
それからは、自分のことを自分で応援できるようになり、自分の名前が自分自身を救えていることに感動し
ました。名前のもつ意味やエネルギーを知り、皆様にも名前を愛でてほしい！そんな想いで活動しています。 

ネームセラピスト 桃寧 (愛知県)／自分の名前が自分自身を救えている 

まりな (神奈川県)／和のコーチングを通して日本人の感性の素晴らしさを伝えます 
大失恋を機に海外ボランティアで最初に行ったアルゼンチンでのニックネームをことだま師®ネームにした「まり
な」です。海外ボランティアでの様々な経験から、日本人の感性の高さ・豊さを実感して帰ってきました！ 
名前のことだま®・日本発、和のコーチングを通して、日本人の感性の素晴らしさを伝え、縁ある方の感性
を磨くお手伝いをさせて頂いています。 

平岡 眞悠実 (長野県)／名前むすび、ヨーガ、即興劇で先人の知恵や和の心を 
京都市内から長野県に教育移住をした平岡眞悠実です。子どもたちと、素晴らしい山並に囲まれて暮らして
います。青空の広がる、のびやかな環境、昔ながらの文化が大切に継承されている長野県で、先人の知恵や
和の心を、名前むすび®や、ヨーガ、即興劇などを通して感じていただけるような活動をしています。 
がんばっている方、優しい方、誰かに応援してほしい方に薦めたいです。 

安達 充（埼玉県、東京都） 

欠田 聡子 (兵庫県)／人のために自分ができることを知ることから人生は動き出す 
これからの人生を考え始めた方に。和の心を軸に名前のことだま®を通して、自分の人生を開花していくお手伝
いをしています。夢がなくても大丈夫！人のために自分ができることは何かを知ることから人生は動き出します。 
和の心を大切に後世に残していきたい。そして、世界中に届けたい。 
数秘・カラー・アロマセラピスト 

高齢者の生き甲斐やり甲斐作りに長く関わり、先人の知恵を伝えていきたい想いに駆られ様々な子育て支援
等企画を提案してきました。そして、ことだま歳時記に出会い、知らなかった事に気づき併せて伝えていきたい
想いにかられました。昨年から、こども館に関わってたくさんの絵本、たくさんの木のおもちゃに触れながらの環
境にいる今に感謝し、様々なご縁を結び、地域・社会に貢献していきたいと思います。 

山本 朋美 (静岡県)／ことだま歳時記を通して、先人の知恵を伝えていきたい 

※各ことだま師®のアイコン画像をクリックするとその人の詳細ページに進みます。 

https://kototama-himehiko.com/namae/yamazaki-rieyo
https://kototama-himehiko.com/namae/yamada-ichiko
https://kototama-himehiko.com/namae/yoshi
https://kototama-himehiko.com/namae/nametherapist-monet
https://kototama-himehiko.com/namae/hiraoka-mayumi
https://kototama-himehiko.com/namae/marina
https://kototama-himehiko.com/namae/kakeda-satoko
https://kototama-himehiko.com/namae/yamamoto-tomomi


・名前ミッション（使命鑑定） 
・パートナーシップ（相性鑑定） 
・10年運気（運気鑑定） 
・ルーツカウンセリング（家系図鑑定） 
・命名（命名相談、命名） 
・屋号命名（屋号鑑定、セラピストネーム鑑定、屋号命名） 

１、名前のことだま®の鑑定を受けたい方は… 

【名前のことだま®鑑定(各1回)】 

【名前むすび継続セッション(全7回)】 

①三つの使命 
②幸せポイント 
③強みと課題 
④四人の守り（祖父母） 
⑤１０年運気 
⑥先祖のことだま 
⑦出会いの意味 

２、名前のことだま®の講座を学びたい方は… 

ほぼ毎日配信！興味ありそうなお友達に
ご紹介ください(^^♪登録頂くと名前の
「幸せポイント一覧表」プレゼント！ 
登録はこちらから↓ 
https://lin.ee/hEhvI63 

名前のことだま® 公式LINEアカウント 

[１]「母音」の巻 
[２]「か行」の巻 
[３]「さ行」の巻 
[４]「た行」の巻 
[５]「な行」の巻 
[６]「は行」の巻 
[７]「ま行」の巻 
[８]「や行」の巻 
[９]「ら行」の巻 
[10]「わ行」の巻 

【ことだま50音実践ガイド】 
 全10回 33,000円(税込) 

[１] 序論、名前むすびについて 
[２] 名前むすび① 三つの使命 
[３] 名前むすび② 幸せポイント 
[４] 名前むすび③ 強みと課題 
[５] 名前むすび④ 四人の守り 
[６] 場の作り方、神社について 
[７] 名前むすび⑤ １０年運気 
[８] 名前むすび⑥ 先祖のことだま 
[９] 名前むすび⑦ 出会いの意味 
[10] ひふみの道Ⅰ 
[11] ひふみの道Ⅱ 
[12] ひふみの道Ⅲ 

【ことだま師®育成講座】 
 全12回 220,000円(税込) 
※和の知恵を伝えることだま師Ⓡになるための講座です。 ※日本語50音の行の流れを中心に学ぶ講座です。 

３、引き続き情報が知りたい方は… 

※担当ことだま師®によって対応できる鑑定や 
 鑑定料金・時間などが異なりますので、 
 詳しくは各ことだま師®までお問合せください。 

※育成講座申込時に 
 50音実践ガイド受講料を 
 充当(割引)できる制度あり 

※100日で使命を実現しよう！ やる気、結ぶ力、  
 能力開花の名前むすび。名前から知る使命を、 
 100日で実践できる『名前むすび』セッションです。 

https://lin.ee/hEhvI63
https://lin.ee/hEhvI63
https://lin.ee/hEhvI63
https://line.me/R/ti/p/%40387jcxgt


https://kototama-himehiko.com/namae/ 

名前のことだま® 
 

～氏名は使命、転職から天職へ、改名から解明へ～ 

https://kototama-himehiko.com/namae/
https://kototama-himehiko.com/namae/
https://kototama-himehiko.com/namae/
https://kototama-himehiko.com/namae/

