
 

 

・ 小さな時間をつくる 

・ 小さな時間を集めるために雑事を寄せる 

・ 大きな時間に入れ換えてじっくり考えて練り込む 

（ 実現思考に入れ換える じぶん時計 を 埋め込む ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 起業準備時間の増やし方 ００１－０３０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－００１ 

 サブ（ 二次的要素 ）を光らせる  

 

 

起業準備時間の増やし方－００２ 

 メシ喰うヒマもないのはテンパっているだけ  

 

 

起業準備時間の増やし方－００３ 

 余計な力を入れてはいけない  

 

 

起業準備時間の増やし方－００４ 

 即断でしないことを決め作業効率を最大化する  

 

 

起業準備時間の増やし方－００５ 

 自己内素質を発掘して休まず磨き続ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－００６ 

 セミプロ・プロ級という言葉はない  

 

 

起業準備時間の増やし方－００７ 

 より良いものをつくるために創造と破壊を繰り返す  

 

 

起業準備時間の増やし方－００８ 

 行き詰まったものを曲げてもこねても活路はない  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－００９ 

 すべての知識を総動員して新しいことに賭ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－０１０ 

 一つのことに１日３０分・毎日３年間継続して取り組む  

 

 

起業準備時間の増やし方－０１１ 

 最優先順位のものだけに専念して こなす  

 

 

起業準備時間の増やし方－０１２ 

 読書時間の５倍の時間で考察して１０倍の時間をかけて行動に移す  

 

 

起業準備時間の増やし方－０１３ 

 自分との約束を守り続けるのも自分そして破るのも自分  

 

 

起業準備時間の増やし方－０１４ 

 ありのままを受け入れていますか？  

 

 

起業準備時間の増やし方－０１５ 

 ありのままを受け入れてもらっていますか？  

 

 

起業準備時間の増やし方－０１６ 

 現状を開き直らず修正力を身に付けてどんどん行動する  

 

 

起業準備時間の増やし方－０１７ 

 「 しらみつぶしにやっておく 」 という言葉に信用力はない  



 

 

起業準備時間の増やし方－０１８ 

 植樹のように 【 細く ・ 長く ・ 地道に 】 啓蒙する  

 

 

起業準備時間の増やし方－０１９ 

 期待と失望は背中合わせ  

 

 

起業準備時間の増やし方－０２０ 

 常識がない人は常識を埋める 教養がない人も常識を埋める  

 

 

起業準備時間の増やし方－０２１ 

 考え方・心持ちを変えるために 時間を掛けて心のクセを抜き取る  

 

 

起業準備時間の増やし方－０２２ 

 相手の話を受け止める心の余裕を持つ  

 

 

起業準備時間の増やし方－０２３ 

 人の話を聞かない人には 一言で伝わるように返答する  

 

 

起業準備時間の増やし方－０２４ 

 経験に裏打ちされた空気を醸し出せるまで鍛錬を積む  

 

 

起業準備時間の増やし方－０２５ 

 理念・使命がないと数年後には根幹が壊れる  

 

 

起業準備時間の増やし方－０２６ 

 お金を追いかけると物事の本質を見失う  



 

 

起業準備時間の増やし方－０２７ 

 本質を追うと真理のカケラという『 価値 』が手に入る  

 

 

起業準備時間の増やし方－０２８ 

 真理を完成させるために 一生懸命『 カケラ 』を集め続ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－０２９ 

 夢みたいなことばかり言っていいんです。言ってからが勝負です  

 

 

起業準備時間の増やし方－０３０ 

 欲張ると 『 慾 』 に喰われる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－００１ 

● サブ（ 二次的要素 ）を光らせるとメインの輝きが増す 

 

ルーチンワークはルーチンだからつまらない  

自力で新しいことをつくりだして水面下で頑張る 

自発的にどんどん活動的になっていきます 

 

 

起業準備時間の増やし方－００２ 

● メシ喰うヒマもないのはテンパっているだけ 

 

気分転換にコンビニに空気を吸いに行く 

食べる 戻ってくる 行動再開 

めし喰うヒマは先につくっておくと便利です 

 

起業準備時間の増やし方－００３ 

● 余計な力を入れてはいけない 

 

気合で力むだけの力は肩が凝るだけです 

自然体が最も強いのは余計な力が入っていないから 

普通に接することをされて困ったことはありませんか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－００４ 

● 即断でしないことを決め作業効率を最大化する 

 

ＴｏＤｏを積み上げる そしてどんどん埋もれていく 

減らす！ とことんまで減らして何もない状態にする 

手をあけることで足を出して行動につなげていきます。 

 

起業準備時間の増やし方－００５ 

● 自己内素質を発掘して休まず磨き続ける 

 

自己再発掘することから始めませんか？ 

発掘することで一苦労 磨き続けることで一苦労 

発掘せずに多大な労苦を負っていませんよね？ 



起業準備時間の増やし方－００６ 

● セミプロ・プロ級という言葉はない 

 

プロならプロと名乗ればいいのに 

プロでなくても名乗らせているのも問題 ・ ・ ・ 

人が認めてこそなので名乗る必要はないのでしょうね 

 

 

起業準備時間の増やし方－００７ 

● より良いものをつくるために創造と破壊を繰り返す  

 

何度も何度も 篩（ふるい）にかけていきます 

ちり・ホコリ単位の結晶を集めて ヤマにしていきます。 

でき上がったものを後生大事に取っていても意味がありませんよね？ 

 

起業準備時間の増やし方－００８ 

● 行き詰まったものを曲げてもこねても活路はない 

 

行き詰まったものは躊躇なく次への創造のために破壊 

カケラが残ればそれでよし なければ後腐れなく清掃も終了 

行き詰まったものは抱えていても意味がないと割り切りましょう 

 

 

起業準備時間の増やし方－００９ 

● すべての知識を総動員して新しいことに賭ける 

 

新しいことに賭ける しかもすべての知識を総動員です 

つねにすべてを捨てて失敗も加味しておかないといけません。 

守っているヒマをつくりつつ 次々と攻めの用意をしておいてください 

 

起業準備時間の増やし方－０１０ 

● 一つのことに１日３０分・毎日３年間継続して取り組む 

 

手に入るものは勤勉性・深い見識・持続力ほかいろいろ 

３年間続けてきたという自信と蓄積・信頼も手に入ります。 

もちろん実直に積み重ねてきたという自負も必要ですよ 



起業準備時間の増やし方－０１１ 

● 最優先順位のものだけに専念して こなす 

 

どこに注力すれば最大の成果が得られるのか？ 

ＴｏＤｏを入れ換えるという作業を先にしてしまいます。 

喫緊の課題はどこにあるのかを読み切る必要もありますよね？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－０１２ 

● 読書時間の５倍の時間をかけて考察し １０倍の時間をかけて行動に移す・実行する 

 

一冊の書籍の中にあるキモの部分と感じたものを書き抜きます。 

そのキモの部分を読破・読了に要した５倍の時間を掛けて考察します。 

そこまで時間を掛ければ どう実行するのが活用なのか？に気付きます。 

 

起業準備時間の増やし方－０１３ 

● 自分との約束を守り続けるのも自分そして破るのも自分 

 

石にかじり付いてでもやり遂げる あきらめも肝心 

どこまでやり遂げるかを先に約束をしていないことが問題 

後悔しない納得ラインを先につくることが自分への約束だと感じます。 

 

 

起業準備時間の増やし方－０１４ 

● ありのままを受け入れていますか？ 

 

ありのままを自分で承認すること が 受け入れる です 

今不遇なら今不遇を 人が羨ましいなら羨ましい を 受け入れる 

その後 どうなればいいのか？ を 冷静に考え直してみてください 

 

起業準備時間の増やし方－０１５ 

● ありのままを受け入れてもらっていますか？ 

 

ズレた位置で認めてもらおうとするから自他ともに苦しみます。 

自己一致する位置を理解すれば 余計な力は抜けていきます。 

ボタンを掛け違えて生き続けている時間の方がもったいないですよ 



起業準備時間の増やし方－０１６ 

● 現状を開き直らず修正力を身に付けてどんどん行動する 

 

現状を開き直って何もしなくなることが居直るではないかと考えます。 

「 ありのままでいい 」 という居直りによる自分自身の現状放棄 

居直るしかないから居直っていることに いつ気付くかどうかですが・・・ 

 

 

起業準備時間の増やし方－０１７ 

● 「 しらみつぶしにやっておく 」 という言葉に信用力はない 

 

虱という漢字も書けなければ 見たこともつぶしたこともない 

できないことをすると捉えて間違いない と 個人的には感じます 

さわれもしなければ 見つけられることもない と 思ってます 

 

起業準備時間の増やし方－０１８ 

● 植樹のように 【 細く ・ 長く ・ 地道に 】 啓蒙する 

 

ひとことで表現すると 「 下積み 」 なのでしょうね 

焦らず地道に積み上げるからスキマも歪みも生じません。 

目的を持って 時の流れに身を任せることも重要なのかもしれませんね 

 

 

起業準備時間の増やし方－０１９ 

● 期待と失望は背中合わせ 

 

期待するから失望する 期待し過ぎるから絶望してしまう 

期待しなければ失望もしないし 望み過ぎることもありません 

有り・難いからありがたい 自然に頭も下がります。 

 

起業準備時間の増やし方－０２０ 

● 常識がない人は常識を埋める 教養がない人も常識を埋める 

 

講座は教養 常識は実学と考えれば意味が通ると思います。 

どちらが大事なのかは実践してみてはじめて分かります。 

教養を積み重ねなさいという非常識なのかもしれませんよね 



起業準備時間の増やし方－０２１ 

● 考え方・心持ちを変えるために 時間を掛けて心のクセを抜き取る 

 

こころのクセ は なかなか抜き取れません。 

無意識につくり上げられた習性を意識的に抜き出します 

逃げ込みグセを持つ人は 逃げない！ を 意識しないといけないですね 

 

 

起業準備時間の増やし方－０２２ 

● 相手の話を受け止める心の余裕を持つ 

 

何が飛んでくるか分からないことを事前に心得る 

それができれば誰のどのような考えにも対応はできます 

単純に言い切ってしまうと黙って全部聴くことなだけですけどね 

 

起業準備時間の増やし方－０２３ 

● 人の話を聞かない人には 一言で伝わるように返答する 

 

余裕がないから話を聞かない・聞けない・訊けないだと思います 

何を言っているのか分からない人が 話を聞かない人だったりします 

自分の言いたいことをスッキリ文字にできない場合 要注意かもしれません 

 

 

起業準備時間の増やし方－０２４ 

● 経験に裏打ちされた空気を醸し出せるまで鍛錬を積む 

 

何度も何度も熔かして叩いて壊れないように補強する 

小さな積み上げ 実践の繰り返し 思考錯誤の堆積 

これらをせずに実践者の空気を纏うのは虚偽ですよね？ 

 

起業準備時間の増やし方－０２５ 

● 理念・使命がないと数年後には根幹が壊れる 

 

何かを始める第一が 「 本当はこうではないのか？ 」 という強い疑念 

疑念が重厚であれば 理念・信条・使命にかわり 人への熱意として伝わる 

芯のない人が散らかし続けても いずれ消えゆくだけになってしまいます。 



起業準備時間の増やし方－０２６ 

● お金を追いかけると物事の本質を見失う 

 

お金に本質も根幹もないのですがお金は必要です 

必要だから追い求めるし 困れば直接つかみたくなります 

お金がなければ何もできないの逆説 が なぜ大きくなったのでしょう？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－０２７ 

● 本質を追うと 『 真理のカケラ 』 という 『 価値 』 が手に入る 

 

本質を追うから価値の高いものが手に入ります 

ですが時間も労力も掛かり本当に苦しみ抜きます 

そのために存分に手を空けるための大きな時間が必要になります。 

 

起業準備時間の増やし方－０２８ 

● 真理を完成させるために 一生懸命 『 カケラ 』 を集め続ける 

 

篩にかける作業を何度も繰り返し うすい層を何層にも積み重ねる 

その過程で 熔かして 叩いて 壊して を 何度も何度も繰り返す 

本当に 『 一生 』 懸命でなければ 真理は完成しないのかもしれませんね 

 

 

起業準備時間の増やし方－０２９ 

● 夢みたいなことばかり言っていいんです。言ってからが勝負です 

 

抱えている夢を大きく書いてみてください 

実現するためにはどうすればいいのか？を考え始めることになります  

言うと書くとは大違い 言った言わないのではなく 証拠になりますから 

 

起業準備時間の増やし方－０３０ 

● 欲張ると 『 慾 』 に喰われる 

 

自分自身の慾に喰われるほど情けないことはありません。 

慾を断つから自分自身で居続けられると言っても過言ではないかもしれません 

元々が慾の塊で慾の浄化をするのが常日頃の修行・苦行なのかもしれないですね 



【 起業準備時間の増やし方 ０３１－０６０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－０３１ 

 自分が持っているものさしと自分の器の大きさを常に確認する  

 

 

起業準備時間の増やし方－０３２ 

 夢はできる・できないではなく 実現までの距離を測って判断する  

 

 

起業準備時間の増やし方－０３３ 

 【 芯 】 ・ ・ ・ 心に華を持っていますか？  

 

 

起業準備時間の増やし方－０３４ 

 安直な思い付きで物事に取り組んでもすぐ座礁する  

 

 

起業準備時間の増やし方－０３５ 

 練りに練って独自性の高いものにつくり変える  

 

 

起業準備時間の増やし方－０３６ 

 キレイごとに意思は宿らない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０３７ 

 自分の言葉で伝えない限り 相手の耳の奥底まで届かない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０３８ 

 好いものを吸収するために 好い先生（師）に出会う  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－０３９ 

 「失敗したらどうするの？」を繰り返す人との接触を断つ  

 

 

起業準備時間の増やし方－０４０ 

 苦言を呈する人と否定論者とを見分けて接点を持つ  

 

 

起業準備時間の増やし方－０４１ 

 自信のない分野だからこそ 全身全霊・全力で反発する  

 

 

起業準備時間の増やし方－０４２ 

 カチンとくるのは 足りない思い上がりの部分に触れられた証拠  

 

 

起業準備時間の増やし方－０４３ 

 『 悔しさ 』 を どこかに置き忘れていませんか？  

 

 

起業準備時間の増やし方－０４４ 

 本当にやりたいことが見つかると勝手にその方面に足が向く  

 

 

起業準備時間の増やし方－０４５ 

 やりたいことを見つけるために自分の心を枯らさないこと  

 

 

起業準備時間の増やし方－０４６ 

 ありがとうございますと心から言えた 言われたかったものは何ですか  

 

 

起業準備時間の増やし方－０４７ 

 前例なし／常識外れ／バカバカしいものごとに着目する  



 

 

起業準備時間の増やし方－０４８ 

 現状に満足していないから悩む 満足を見つけに行きましょう  

 

 

起業準備時間の増やし方－０４９ 

 ストレスを抱えながら頑張ってみても大した成果が上がらない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０５０ 

 時期尚早 いつの間にやら 手遅れに  

 

 

起業準備時間の増やし方－０５１ 

 仕事・趣味・特技・性格 最得意分野の視点から考えを深める  

 

 

起業準備時間の増やし方－０５２ 

 生き抜くためにはある程度の 『 不遜さ 』 も必要  

 

 

起業準備時間の増やし方－０５３ 

 何も考えていない人は 『 つらい 』 という感情さえ持たない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０５４ 

 信用していない を 心配している と 言い換えない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０５５ 

 行動を変えるために思考を入れ替える  

 

 

起業準備時間の増やし方－０５６ 

 判断基準をフラットにするために慾／執着を持たない  



 

 

起業準備時間の増やし方－０５７ 

 教えてもらって当たり前では進歩しない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０５８ 

 自分で考え抜かなければならない不景気の時代に感謝する  

 

 

起業準備時間の増やし方－０５９ 

 自信があるとはどんな相手でも論破できる確信があること  

 

 

起業準備時間の増やし方－０６０ 

 強い心を持って 働く意味／働くということを肌で知る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－０３１ 

● 自分が持っているものさしと自分の器の大きさを常に確認する 

 

器が大きくなると物差しを大きくしなければならない 

物差しを大きくするために器を大きくしなければならない 

常に入れ物になる自分自身を確認する必要がありますよね？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－０３２ 

● 夢はできる・できないではなく 実現までの距離を測って判断する 

 

実現距離を測らずに感情だけで動こうとしても身動きできません 

遠い ・ 近い ・ 不足要素の確認 お金 時間 こころの余裕度 

見えない感情以外 本当は測れば なにごとも分かってしまいます。 

 

起業準備時間の増やし方－０３３ 

● 【 芯 】 ・ ・ ・ 心に華を持っていますか？ 

 

華やかさはあまり必要ないですが 重い・暗い は 考えものです。 

華やかさはありませんが こころに 『 華 』 を 持っています！ 

いつでもどこでも何度でも言ってみて笑いが取れれば心の中で拍手を 

 

 

起業準備時間の増やし方－０３４ 

● 安直な思い付きで物事に取り組んでもすぐ座礁する 

 

受け売りは思い付きに毛が生えたものです と 言われてハッとしませんか？ 

どれだけ依存して 人のものを使っていても いつか枯れるときが来ます 

大量のインプットをどのようにアウトプットするか考え抜いてから実行してください 

 

起業準備時間の増やし方－０３５ 

● 練りに練って独自性の高いものにつくり変える 

 

自由度を上げたいのに習っている手前その通りにしかできない 

言うとおりにしていないと気を遣う 守・破・離 は どこにもありません 

ことはじめには 目一杯器が大きい先生に 初めから師事してください 



起業準備時間の増やし方－０３６ 

● キレイごとに意思は宿らない 

 

昨日の友は明日の敵 言い過ぎですが人を過信しないでください 

生ぬるい感覚を互いに持っていては 双方 散ってしまうことになります 

戦友という言葉なら どういうことなのか 即理解できますよね？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－０３７ 

● 自分の言葉で伝えない限り 相手の耳の奥底まで届かない 

 

自分の言葉で考えて相手に伝わる言葉になるように何度も何度も変換します 

それを怠って 「 分かってくれない 」 は 我がままと受け取られることになります 

耳の奥底まで伝えたい相手でない場合でも しておいた方がいいとは思います 

 

起業準備時間の増やし方－０３８ 

● 好いものを吸収するために 好い先生（師）に出会う 

 

好い先生に出逢うかどうかで成長限界が決まります 

そう言い切られてしまうと心底困ってしまうことになりませんか？ 

好い先生と出逢うとその出逢いが元で先生まで成長すると考えています 

 

 

起業準備時間の増やし方－０３９ 

● 「失敗したらどうするの？」を繰り返す人との接触を断つ 

 

どこにでも居るから困るのですが誰でも言うものと考えてください 

失敗するのが前提だから成功するにはどうするかを目一杯考える 

その上で失敗したら 達成感だけ残した自己満足をすればいいと思います 

 

起業準備時間の増やし方－０４０ 

● 苦言を呈する人と否定論者とを見分けて接点を持つ 

 

何を言っても否定なら否定論者 論点整理して意見するのが苦言を呈する人 

どちらも同じに見えますが 判断基準が過去か未来かを聞き分けてください 

自己否定ばかりする人に寄っていかなければいいだけなのかもしれませんね 



起業準備時間の増やし方－０４１ 

● 自信のない分野だからこそ 全身全霊・全力で反発する 

 

急所を衝かれて痛くないように反射的に防御する 

自信がある分野なら聞き流せばよく評価もいつか覆ります 

心の奥底で煮え切らない 髪の毛ほどの不安を抱えているかもしれません 

 

 

起業準備時間の増やし方－０４２ 

● カチンとくるのは 足りない思い上がりの部分に触れられた証拠 

 

足りない要素を思い上がりで埋める 

あり得ないことですが いざ 我が身を振り返るとしているかもしれません 

触れられたら困るから 無言 ・ 威嚇 は 本能的なのでしょうね 

 

起業準備時間の増やし方－０４３ 

● 『 悔しさ 』 を どこかに置き忘れていませんか？ 

 

コレがあるから生きていける 活きていけない どちらもあると思います 

どこかに置き忘れたことを思い出して 一つずつつぶしていく方が成長します 

ほとんどの人が怖くなったりイヤで棄て置いたりしているのですから 

 

 

起業準備時間の増やし方－０４４ 

● 本当にやりたいことが見つかると勝手にその方面に足が向く 

 

見つかっていない人はさがしていないか まださがす気になれていないかです 

そうそう見つかるものではないから 始めからしないか無いと思い込みます 

なりたいものと違っていたり 見つけてしまうと苦しいという矛盾もありますけどね 

 

起業準備時間の増やし方－０４５ 

● やりたいことを見つけるために自分の心を枯らさないこと 

 

こころを枯らすと何もせず流れ流れて暮らすのが当たり前になります 

お金がないからあきらめる 時間がないからあきらめる もったいないです 

お金が枯れると似たようなことが起きますが 単にお金がないだけのことです 



起業準備時間の増やし方－０４６ 

● ありがとうございますと心から言えた 言われた 言われたかったものは何ですか？ 

 

人と人とが接するから 感謝するという感情が生まれます 

モノの向こうに人が居る だから人の気持ちを見なければならない 

当たり前を忘れてしまうと当たり前のこともできなくなってしまいます。 

 

 

起業準備時間の増やし方－０４７ 

● 前例なし／常識外れ／バカバカしいものごとに着目する 

 

途中で折れたもの 意味がなさそうなもの 割に合わないもの 

切り口をかえると 別次元の答えが見つかる可能性があります 

あきらめていた先駆者が協力してくれるかもしれませんよ 

 

起業準備時間の増やし方－０４８ 

● 現状に満足していないから悩む 満足を見つけに行きましょう 

 

語弊がありますが 満足していたら しあわせに浸り続けられます 

悩み過ぎて 感情にフタをしてしまい 悩むことすらしない人も居ます 

最期の一勝負 と 何度言っても はじめて会う人には通じますから 

 

 

起業準備時間の増やし方－０４９ 

● ストレスを抱えながら頑張ってみても大した成果が上がらない 

 

成果をジャマする存在がスランプでその根元がストレスなら 

ストレスが貯まらない状態を先に仕上げ切る必要があります 

負荷が掛からないようにストレスを軽減する方法を先につくりませんか？ 

 

起業準備時間の増やし方－０５０ 

● 時期尚早 いつの間にやら 手遅れに 

 

まだイケる もうアカン が 隣り合わせになっているのが問題です 

突然折れて何もしたくなってしまうのも ヒトのこころ だと感じます 

出番が突然来ても まだ早いと準備していなかったら意味ないですよね？ 



起業準備時間の増やし方－０５１ 

● 仕事・趣味・特技・性格 最得意分野の視点から考えを深める 

 

すべてを総合して一人の人としての評価がなされます 

最も強い部分で勝負して総合評価を上げてしまうのも一興です 

背景がしっかりしていてこその武器の使い方をしてくださいね 

 

 

起業準備時間の増やし方－０５２ 

● 生き抜くためにはある程度の 『 不遜さ 』 も必要 

 

従順であることに慣れ過ぎていて 不遜さがないのも問題です 

タテ社会のタテ割りが偽りの不遜を生み出していると感じます 

誰よりも頭を下げなければならない立場であることは自覚してくださいね 

 

起業準備時間の増やし方－０５３ 

● 何も考えていない人は 『 つらい 』 という感情さえ持たない 

 

つらいのは何かに行き詰まっているからですが 

本当に追い立てられるとつらいという余裕も消えます 

できれば積極的・自発的に追い込んで動き出してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－０５４ 

● 『 信用していない 』 を 『 心配している 』 と 言い換えない 

 

信用していれば心配はしない 信頼していれば尚更です 

何も言わずに黙っている方が怖くなりますし必死になります 

ストレスのぶつけ合いをしている時間がもったいないですからね 

 

起業準備時間の増やし方－０５５ 

● 行動を変えるために思考を入れ替える 

 

思考を入れ換えるために尋常ではないくらい時間が必要になります 

その時間を用意せずに過ごすと長い期間心理的に揺れ続けることになります 

書くこと 言うこと 話すこと すべて与える立場になっていますか？ 



起業準備時間の増やし方－０５６ 

● 判断基準をフラットにするために慾／執着を持たない 

 

自分の損得意思を入れずに事象を判断すると冷静に事象を判断できます 

我慾や利益を度外視すると誰のために何をするのかが見えてきます 

自己への基準も損得意思を入れずに判断すると冷静に自己への判断を下せます 

 

 

起業準備時間の増やし方－０５７ 

● 教えてもらって当たり前では進歩しない 

 

受け取り慣れると答えがない揺らぐ質問への最善解を出せなくなります 

ＰＤＣＡのサイクルを自力で一周させることもない時代なのかもしれません 

座学がすべて 講座がすべてで 何もできないのは 誰の責任？ 

 

起業準備時間の増やし方－０５８ 

● 自分で考え抜かなければならない不景気の時代に感謝する 

 

情報先行時代であれ情報遮断状況であれ考えることは同じ 

一人のヒトとして 個人単位でのしあわせをどう見つけるかです 

不景気だからこそ学べることがある と 強気にとらえませんか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－０５９ 

● 自信があるとはどんな相手でも論破できる確信があること 

 

思い込みではなく自信を持って最善の対応ができることです 

最善の回答が認められるに値しなかった場合 潔くあきらめる 

絶対的な答えを求めているときは相手の主旨を見抜いてください 

 

起業準備時間の増やし方－０６０ 

● 強い心を持って 働く意味／働くということを肌で知る 

 

ただ時間が過ぎればお金がもらえるのが働くではありません 

かといって機械のように働くというのもそれはそれで違うことになります 

分かり切っている単語なのですが真剣に考えたことはありますか？ 



【 起業準備時間の増やし方 ０６１－０９０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－０６１ 

 資格はゴールではなく単なる動機／スタートライン  

 

 

起業準備時間の増やし方－０６２ 

 資格試験受験の前に受験の動機を確定させる  

 

 

起業準備時間の増やし方－０６３ 

 ふつうという範囲・程度・基準の分からない言葉を使わない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０６４ 

 否定（ダメダメ）教育は自信を持てない人格を完成させる  

 

 

起業準備時間の増やし方－０６５ 

 『好き』で仕事に取り組んでいる人しか耐えられない世の中になる  

 

 

起業準備時間の増やし方－０６６ 

 好きで取り組んでいる人しかこなすことができない社会ができ上がる  

 

 

起業準備時間の増やし方－０６７ 

 自分自身について真剣に考えないと時代に淘汰される  

 

 

起業準備時間の増やし方－０６８ 

 柔軟性とは黒の解釈を白にするくらいアタマの中をかき回すこと  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－０６９ 

 淡々と少しずつ取り組むことが 『 やる気の育成 』 につながる  

 

 

起業準備時間の増やし方－０７０ 

 緊張しないために必要なものを必要な量だけ伝える  

 

 

起業準備時間の増やし方－０７１ 

 伝える・伝わる・確認する それが伝えるということ  

 

 

起業準備時間の増やし方－０７２ 

 未来の自分はこれからの積み上げによって創り出される  

 

 

起業準備時間の増やし方－０７３ 

 実力者は突然変異的に出来上がるわけではない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０７４ 

 肩書きにぶら下がり恩恵を蒙る人は相手にしない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０７５ 

 楽しくそして効果のある学習対象に絞り込んで費用を出す  

 

 

起業準備時間の増やし方－０７６ 

 起業に必要なモノ 『怨念レベル』 のエネルギー  

 

 

起業準備時間の増やし方－０７７ 

 迷っている時間こそムダ  



 

 

起業準備時間の増やし方－０７８ 

 見守るためには育てる側のキモの大きさ（ 度量 ）も必要  

 

 

起業準備時間の増やし方－０７９ 

 育てる側がまず大きく育つ必要がある  

 

 

起業準備時間の増やし方－０８０ 

 純度が高いものがすぐにでき上がるはずもない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０８１ 

 濁りが入らないように無心に選別する 

 

 

起業準備時間の増やし方－０８２ 

 目先にとらわれず中長期を見据えて準備する  

 

 

起業準備時間の増やし方－０８３ 

 焦るほど実りが薄いものになる  

 

 

起業準備時間の増やし方－０８４ 

 他人の時間を止めない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０８５ 

 時間価値の高い人は時間価値の低い人を嫌う  

 

 

起業準備時間の増やし方－０８６ 

 成果が出なくてもハラをくくる  



 

 

起業準備時間の増やし方－０８７ 

 成果の表面だけに追随する人は相手にしない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０８８ 

 人の姿勢・覚悟が答えを持ってくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－０８９ 

 必要以上に自分が退くことは好ましくない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０９０ 

 未来の自分のために機会を用意する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－０６１ 

● 資格はゴールではなく単なる動機／スタートライン 

 

興味の入口が資格で その資格の中に興味がたくさん詰まっています 

得手不得手が散らかっていて 勉強が難儀しますけど ホントですか？ 

興味の入口の先に資質と人格を備える準備活動だと思います（ 私見 ） 

 

 

起業準備時間の増やし方－０６２ 

● 資格試験受験の前に受験の動機を確定させる 

 

どうしてもその資格がなければ困る理由を調べ尽くしてみましょう 

資格が身を助けることはあっても身を助けるために資格は存在しません。 

資格がなくても生きていけるだけの資質と人格を先に備えようとしていますか？ 

 

起業準備時間の増やし方－０６３ 

● 『 ふつう 』 という範囲・程度・基準の分からない言葉を使わない 

 

普通の基準はあいまいなので聞いている人にとってさまざまに解釈されます 

説明しやすい言葉ですが使い過ぎると具体的に説明できないと思われます 

平凡に憧れているという言葉とは微妙に違うのですけどね ・ ・ ・ 

 

 

起業準備時間の増やし方－０６４ 

● 否定（ダメダメ）教育は自信を持てない人格を完成させる 

 

言われ続けると暗示に掛かり その通りになってしまいます 

否定されるヒトの気持ちになって 先回りしてことばを発してください 

ハラスメントだけでなく後遺症まで残しかねないので注意してくださいね 

 

起業準備時間の増やし方－０６５ 

● 『好き』で仕事に取り組んでいる人しか耐えられない世の中になる 

 

そこまで酷くはないでしょうけど二極化が進み切ると思います 

合理化が進み切った仕事に納得がいかない人は苦痛かもしれません 

本当は情報化によって可視化されただけのことなのですが ・ ・ ・ 



起業準備時間の増やし方－０６６ 

● 『好き』で取り組んでいる人しかこなすことができない仕事の仕組み・制度が出来上がる 

 

好きではない仕事はすぐ退屈になりモチベーションが下がる 

それに対する管理・監視システムはどんどん秀逸になっていきます 

合理的が推し進められる前に考え尽くすことが重要になります 

 

 

起業準備時間の増やし方－０６７ 

● 自分自身について真剣に考えないと時代に淘汰される 

 

真剣に考えている人は真剣に考えています 

何も考えていない人との差がどんどん開いていきます 

真剣に考え過ぎると動けなくなりますけどね 

 

起業準備時間の増やし方－０６８ 

● 柔軟性とは黒の解釈を白にするくらいアタマの中をかき回すこと 

 

対極の思考軸を持つと柔軟性が磨かれます 

常に逆の視点から見つめるとどうなるかを考えてみる 

相手の立場になって考えるというのも視点の転換になりそうですね 

 

 

起業準備時間の増やし方－０６９ 

● 淡々と少しずつ取り組むことが 『 やる気の育成 』 につながる 

 

続けることを当たり前にして ないものをあるものにする 

淡々と取り組んで少しずつ醸成していきます 

一気解決を望まず 焦らず一歩ずつ遠くを目指してください 

 

起業準備時間の増やし方－０７０ 

● 緊張しないために必要なものを必要な量だけ伝える 

 

伝えたいではなくどうしても持って帰ってもらいたいものを決める 

持って帰ってもらいたいものを積み重ねて それだけを最後に伝え直す 

どれだけ緊張していても 最後は 簡潔にまとめなおしてください 



起業準備時間の増やし方－０７１ 

● 『 伝える ・ 伝わる ・ 確認する 』 それが伝えるということ 

 

話を短くして折り重ねる 伝えて 尋ねて 確認する 大事なことはくり返す 

伝えたい人にしっかり浸透したかどうか様子を確認するために時間をおく 

伝えることも対話なので 姿勢が整っているかどうかをつねに窺ってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－０７２ 

● 未来の自分はこれからの積み上げによって創り出される 

 

これからどれだけ積み上げられるかを自分自身に期待する 

その期待度はこれまでの蓄積に由来します 

蓄積は入口 その後の積み上げ速度の決め方もあなた次第です 

 

起業準備時間の増やし方－０７３ 

● 実力者は突然変異的に出来上がるわけではない 

 

蓄積を上手に表現・証明できれば実力が認められたことになります 

蓄積がなければ つむぐことができませんし言い換えもできません 

もちろん自分目線ではなく相手目線での上手な表現・証明です 

 

 

起業準備時間の増やし方－０７４ 

● 肩書きにぶら下がり恩恵を蒙る人は相手にしない 

 

相手にできないといった方が適切な表現かもしれません 

旧制度と新制度の仕組みの混濁への抗争は永続されます 

執着する価値があるのかどうか考え直してください 

 

起業準備時間の増やし方－０７５ 

● 楽しくそして効果のある学習対象に絞り込んで費用を出す 

 

楽しいしかも効果がない学習へ費用を注ぎ込むのが行列心理 

学ぶこと と 使いこなすこと どちらに主眼を置いていますか？ 

孤独に学習しても楽しい・身になる・未来が見える学習投資をしてください 



起業準備時間の増やし方－０７６ 

● 起業に必要なモノ 『怨念レベル』 のエネルギー 

 

どれだけ掻き消そうとしても沸々とわいてくる ・ ・ ・ 

我が身が枯れても伝えたいものがある想いをお持ちですか？ 

本当に怨念だった場合 負から正に転換する必要がありそうです 

 

 

起業準備時間の増やし方－０７７ 

● 迷っている時間こそムダ 

 

迷っている時間は考えているようで静止している時間です 

目一杯縮めると相当な時間が増えることになります 

モンモン時間を限りなく減らすと活動時間が増えますよ 

 

起業準備時間の増やし方－０７８ 

● 見守るためには育てる側のキモの大きさ（ 度量 ）も必要 

 

事前に能力の限界想定をする こころの限界想定をする 

「 どこまでやり切れる？ 」 と 限界想定をして事前に対話をする 

自分勝手に想定して 感情をぶつけても 不協和を起こすだけです 

 

 

起業準備時間の増やし方－０７９ 

● 育てる側がまず大きく育つ必要がある 

 

上手に勉強してもらうために 事前に目一杯勉強する 

大きく勉強してもらうためには事前に大きく勉強する必要があります 

勉強することと育成することが同じだと考えれば腑に落ちる気がしませんか？ 

 

起業準備時間の増やし方－０８０ 

● 純度が高いものがすぐにでき上がるはずもない 

 

純度を高くするために何度も何度も濾過します 

その濾過の作業に途方もない時間が掛かります 

濾過された他者のノウハウはどちらになるのでしょう？ 



起業準備時間の増やし方－０８１ 

● 濁りが入らないように無心に選別する 

 

慾のこころ が 本質を遠ざけていきます 

自分のためにというこころを消して選別します 

あなたの慾のこころ が 人を遠ざけるとしたら ・ ・ ・ 

 

 

起業準備時間の増やし方－０８２ 

● 目先にとらわれず中長期を見据えて準備する 

 

中長期をとらえて準備している間 何もしていないように見られます 

それでもその期間 耐え抜きながら準備を進めてください 

もちろん目先の終着点である 枯れる を しっかり見据えながら 

 

起業準備時間の増やし方－０８３ 

● 焦るほど実りが薄いものになる 

 

果実は 実り熟すのを待つしかないのですが機も同じですよね 

機が熟すのを待つといいつつ強引に刈り取ろうとするのは狩りです 

刈り なのか 狩り なのか 焦りに駆り立てられないようにしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－０８４ 

● 他人の時間を止めない 

 

時間を止めていることに気付かない 時間を止めたことに気付かない 

時間を止めたことを大したことと思っていない なぜ なのでしょう？ 

時間への価値観は相手への価値観です 相手を粗末にしないでください 

 

起業準備時間の増やし方－０８５ 

● 時間価値の高い人は時間価値の低い人を嫌う 

 

お金の使い方があらい人を遠ざけたいように時間泥棒も嫌われます 

時は金なり なら 時間も大切に使って当たり前 と 視点も変わりますよね？ 

お金の使い方が難しいのと同じく時間の使い方が難しいのも事実です 



起業準備時間の増やし方－０８６ 

● 成果が出なくてもハラをくくる 

 

成果を出そう出そうとしても実力以上の力は出せません 

ハラをくくって迷いを捨てるから最善の成果が出て評価される 

体裁を整えようとする方がムリがあると考える方がラクになります 

 

 

起業準備時間の増やし方－０８７ 

● 成果の表面だけに追随する人は相手にしない 

 

表現と使い方は間違っていますが 氷山の一角 のような捉え方です 

表面だけを大きく飾る 粉飾決算な人が これから先 増殖するかもしれません 

「 メッキは剥がれる 」 ものだから と 奥底で遠目に考えていてください 

 

起業準備時間の増やし方－０８８ 

● 人の姿勢・覚悟が答えを持ってくる 

 

覚悟が足りないと中途半端な答えしか持って帰れません 

襟をただす 姿勢をただす 背筋をのばす こころの中も同じです 

こころの中に生涯のテーマとなる唯一の課題を持ち歩いてみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－０８９ 

● 必要以上に自分が退くことは好ましくない 

 

必要以上に退いてしまうことはもったいないです 

好意は遠慮なく受け取り 固辞せず別の形でお返しする 

自分が下がることで好ましい人間関係づくりを無為にしないでください 

 

起業準備時間の増やし方－０９０ 

● 未来の自分のために機会を用意する 

 

未来を捨てさせる過去回帰の書類が人材育成を阻んでいる気がします 

これからの自分のために機会を用意して準備段階から繰り返し行動する 

過去と今を捨て これからの自分のために機会を用意してください 



【 起業準備時間の増やし方 ０９１－１２０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－０９１ 

 大きい人は 『 寛容 ・ 寛大 』 である  

 

 

起業準備時間の増やし方－０９２ 

 開業後に突然発奮することはありえない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０９３ 

 開業前は開業後の気持ちで自律して着々と準備を進める  

 

 

起業準備時間の増やし方－０９４ 

 失敗しても全部呑み込んでしっかり分析して最後は笑っていよう  

 

 

起業準備時間の増やし方－０９５ 

 上から目線で傾向と対策を講じようとしても人の心は開かない  

 

 

起業準備時間の増やし方－０９６ 

 開業後は開業前の自律した行動と熱意を日々思い出す  

 

 

起業準備時間の増やし方－０９７ 

 一人ひとりの意見をしっかり聞きながらその場で解決の姿勢を取る  

 

 

起業準備時間の増やし方－０９８ 

 解決のための答えの半分以上が聴くことだけで出ている  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－０９９ 

 自分の歴史の中の 『 負の記憶 』 も必然要素  

 

 

起業準備時間の増やし方－１００ 

 賭けごとの忌み嫌うべきは小さなところで揺れ動く人の心  

 

 

起業準備時間の増やし方－１０１ 

 人は自分が意識するほど注目はしていない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１０２ 

 見られてはいけないところに限って人に注視される  

 

 

起業準備時間の増やし方－１０３ 

 思いのままに行動してみても案外大丈夫なもの  

 

 

起業準備時間の増やし方－１０４ 

 自分の生き方はある意味自分勝手でちょうどいい  

 

 

起業準備時間の増やし方－１０５ 

 苦労した人はあったかい  

 

 

起業準備時間の増やし方－１０６ 

 夢実現までのスケジュール管理をしていますか？  

 

 

起業準備時間の増やし方－１０７ 

 教育にウソや営利は要らない  



 

 

起業準備時間の増やし方－１０８ 

 幹を見つめ直す本筋の発展 枝を見直す偽の発展  

 

 

起業準備時間の増やし方－１０９ 

 気負いなくまっすぐ自分が志す対象に向き合う  

 

 

起業準備時間の増やし方－１１０ 

 組織に所属していることが安寧・安泰であることを忘れがち  

 

 

起業準備時間の増やし方－１１１ 

 フリーターは常に不安と自由を天秤にかけながら過ごしている  

 

 

起業準備時間の増やし方－１１２ 

 自由を謳歌する権利だけ主張すると後々にそのツケが回ってくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１１３ 

 起業をイメージできた状況で非正規として過ごすのはもったいない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１１４ 

 踏ん切りがつかないだけの 『 非正規 』 なら身分を取り払おう  

 

 

起業準備時間の増やし方－１１５ 

 圧倒的な存在感を持ち自分のあり方を示して軸を定める  

 

 

起業準備時間の増やし方－１１６ 

 生きにくさの根元は理解されないこと  



 

 

起業準備時間の増やし方－１１７ 

 向き合わないことが原因で誰かが傷ついていることもある  

 

 

起業準備時間の増やし方－１１８ 

 人と肩書きについて真剣に考える機会を一生に一度は持って欲しい  

 

 

起業準備時間の増やし方－１１９ 

 家族の不和がすべての不調和を引き起こす  

 

 

起業準備時間の増やし方－１２０ 

 決断とは自分を 『 戻れない 』 ようにすること  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－０９１ 

● 大きい人は 『 寛容 ・ 寛大 』 である 

 

こころが広くて器が大きいだから寛容・寛大な人なのですが 

こころを広くするために 器を大きくするために 努力していると感じません？ 

口を割らない苦労を感じさせない見えない努力を見抜こうとしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－０９２ 

● 開業後に突然発奮することはありえない 

 

助走期間中も開業後も全力疾走なら疲れ果てます 

助走期間は助走だからと流し過ぎると変速できません 

ネジの巻き方 エンジンのかけ方 意識してみてくださいね 

 

起業準備時間の増やし方－０９３ 

● 開業前は開業後の気持ちで自律して着々と準備を進める 

 

開業前だから と 学習のため散財すると目利きができなくなります 

開業後に自律が必要になるなら 開業前も自律が必要になります 

遅くても 小さくても 重くても 着実でないと足元をすくわれますよ 

 

 

起業準備時間の増やし方－０９４ 

● 失敗しても全部呑み込んでしっかり分析して最後は笑っていよう 

 

ハッキリ言ってしまうとつらいのですが失敗を呑みこむことはできますか？ 

呑みこんで分析して次はどうするか？と次善策を出して感情を捨てて終わり 

「 恥かいたなぁ 」 で 片付けて 生き抜きやすくする方へ持っていきましょう 

 

起業準備時間の増やし方－０９５ 

● 上から目線で傾向と対策を講じようとしても人の心は開かない 

 

目の前に居る人が困っているヒトです 上から目線は嫌がられます 

しかも傾向と対策を講じても 目の前に居る人はさらに困るだけです 

お互いで困っていることの本質と向き合って解決に向かってください 



起業準備時間の増やし方－０９６ 

● 開業後は開業前の自律した行動と熱意を日々思い出す 

 

自律していなければ意味がないのですが熱意は持っていますよね 

熱量が下がる原因がお金であれば 行動資金が回れば熱意が上がります 

自律はお金だけでなく時間借金しないための自律とも解釈してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－０９７ 

● 一人ひとりの意見をしっかり聞きながらその場で解決の姿勢を取る 

 

目の前に人が居るのを当たり前と考える 居なくても居ると想定します 

極めた自慢話のように別次元の会話を一人語りしても意味がありません 

小さな悩みをその場で解決し続けることも仕事の姿勢の一つと考えます 

 

起業準備時間の増やし方－０９８ 

● 解決のための答えの半分以上が聴くことだけで出ている 

 

ストレスでパンパン 話したくてパンパン なぜ？ 

答えが欲しいのではなく 吐き出したいだけ も 入っています 

不安を聴きとることも立派な仕事の一つに含まれています 

 

 

起業準備時間の増やし方－０９９ 

● 自分の歴史の中の 『 負の記憶 』 も必然要素 

 

負の記憶 負の記録があるから同じ悩みを解決できます 

立て直した経緯を知る方が近くて参考になるからです 

話したくないことを話し続ける勇気を持ってください 

 

起業準備時間の増やし方－１００ 

● 賭けごとの忌み嫌うべきは小さなところで揺れ動く人の心 

 

お金を直接触るので どうしても自分自身への遺恨は残ります 

この遺恨の名残が醜いものの象徴がごとく評されてしまいます 

洗うことができないこころが顕れる瞬間のために永遠に嫌われますか？ 



起業準備時間の増やし方－１０１ 

● 人は自分が意識するほど注目はしていない 

 

自分が卑下するほど下には見られていません 

そして自分が意識するほど高くも評価されていません 

大したことではない を どこかに意識しておいてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－１０２ 

● 見られてはいけないところに限って人に注視される 

 

悪事千里を走るではないですが 結構 見られています 

臆病な人は大したことがなくて 出過ぎた人は出過ぎを指摘されます 

悪いことは全部見抜かれているつもりで立居振舞しましょう 

 

起業準備時間の増やし方－１０３ 

● 思いのままに行動してみても案外大丈夫なもの 

 

いろいろと先に案じますが 案じる想定よりはひどくならないものです 

思いのままに行動した最高の成果 最低の結果を考えてみてください 

遠慮がちな人はもっと大胆に わがままな人はもっと慎重に ・ ・ ・ 

 

 

起業準備時間の増やし方－１０４ 

● 自分の生き方はある意味自分勝手でちょうどいい 

 

気まま勝手は受け入れられないですが沈んでいくのも考えものです 

遠慮がそのまま悔しさを呼び起こすのなら本末転倒です 

遠慮を取り去って悔しさも先に取り払うことをしてみませんか？ 

 

起業準備時間の増やし方－１０５ 

● 苦労した人はあったかい 

 

同じ苦労と苦悩を先回りできるから本当の意味での共感ができます 

冷たい環境を過ごして 先にあたためてくれていたのかもしれません 

昇華し切れていない場合 同調・転移して苦しむので要注意です 



起業準備時間の増やし方－１０６ 

● 夢実現までのスケジュール管理をしていますか？ 

 

夢が夢で終わる人は管理進捗していないから 

構想が大き過ぎるなら刻んで処理できる大きさにしてこなす 

ロマンは大きく そろばんは小さく したたかさが肝心です 

 

 

起業準備時間の増やし方－１０７ 

● 教育にウソや営利は要らない 

 

営利が入るから ウソをつかなければならないのは虚言ですか？ 

本当に知りたいことは目先の利益のために追いやられてしまう 

必要なものは必要以上に産業化してはいけないと危惧しています 

 

起業準備時間の増やし方－１０８ 

● 幹を見つめ直す本筋の発展 枝を見直す偽の発展 

 

枝ばかり直して 根幹となる要素にはテコ入れをしない 

小手先の体裁だけを繕う面倒のやり取りだけでは発展は望めません 

根元の土から取り込む栄養素まで見つめ直すまでが面倒を見るの本解です 

 

 

起業準備時間の増やし方－１０９ 

● 気負いなくまっすぐ自分が志す対象に向き合う 

 

気負うから疲れる まっすぐでないから歪む 

真正面からものを見据えると本当のことが見えてきます 

自力・実力のなさと自身以外の存在のありがたさが見えてますか？ 

 

起業準備時間の増やし方－１１０ 

● 組織に所属していることが安寧・安泰であることを忘れがち 

 

なくなってしまうと初めて気づきます 

どれだけの安寧・安泰を与えてくれていたのだろう ・ ・ ・ と 

粗末に雇用していた雇用側も然りなのですけどね 



起業準備時間の増やし方－１１１ 

● フリーターは常に不安と自由を天秤にかけながら過ごしている 

 

肩書きを外してみると理解できるのですが外せないのが肩書きです 

すべての人が常に不安と自由を天秤に掛けながら過ごしている 

本来 二十年前に背負っておくべきであった最優先解決事項です 

 

 

起業準備時間の増やし方－１１２ 

● 自由を謳歌する権利だけ主張すると後々にそのツケが回ってくる 

 

苦し過ぎるから先に自由を渇望して追い求めてしまいます 

追うだけでなく 実際に謳歌してしまうと沈み込んでしまいます 

苦労の先に手に入れる自由は必要とは感じないのですか？ 

 

起業準備時間の増やし方－１１３ 

● 起業をイメージできた状況で非正規として過ごすのはもったいない 

 

イメージに具体性を加えると実現にグッと近づきます 

所属を置きながら開業届を出して水面下で動くと行動加速できます 

解釈が人それぞれであることは忘れないでください 

 

 

起業準備時間の増やし方－１１４ 

● 踏ん切りがつかないだけの 『 非正規 』 なら身分を取り払おう 

 

後ろを断つことの重要性は退路を断ってから気付きます 

肩書きを背負っていては気付けない心情が本当にたくさん存在します 

身分を背負っていることの大切さも教えてくれるかもしれません 

 

起業準備時間の増やし方－１１５ 

● 圧倒的な存在感を持ち自分のあり方を示して軸を定める 

 

軸を定めて自分のあり方を示して圧倒的な存在感を持つまで努力する 

圧倒的な存在感を持つために どう学びどう軸を定めるのかを先に決める 

最終目標点を最初に決めないと軸を打ち込む場所が定まらなくないですか？ 



起業準備時間の増やし方－１１６ 

● 生きにくさの根元は理解されないこと 

 

理解されれば救われる 極論ですが当てはまる人もたくさん居ると思います 

理解してもどうしようもないのかもしれないですが無理解が人を苦しめています 

救世主になるより小さな理解者になるほうが身近で親近感が湧きませんか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－１１７ 

● 向き合わないことが原因で誰かが傷ついていることもある 

 

向き合って傷を負うことを避けることで当事者は傷を回避できます 

傷を回避したことを傍で見ることによって 代わりに傷付く人が居ます 

関係が近ければ近いほど見えない深い傷を負わせることに気付けますか？ 

 

起業準備時間の増やし方－１１８ 

● 人と肩書きについて真剣に考える機会を一生に一度は持って欲しい 

 

一度だけ時間を止めて真剣に考えてみると人が止まって見えます 

本当は自分自身が止まっているだけなのですが錯覚を起こします 

考えた後 動き出すと 周囲が何も変わっていないことに本当に驚きます 

 

 

起業準備時間の増やし方－１１９ 

● 家族の不和がすべての不調和を引き起こす 

 

誰かを守って誰かが無言になる それを家族全員で背負っている 

帰る居場所がない帰る居場所をつくると徐々に和が崩れてしまいます 

和があってこその家庭の輪です 和をつくり直す勇気も持ってみてください 

 

起業準備時間の増やし方－１２０ 

● 決断とは自分を 『 戻れない 』 ようにすること 

 

自分自身を戻れないように決めて後ろを断つから決断 

次々と湧き起こる恐怖心も決めて断っていかなければなりません 

戻りたい気持ちを消すにはどうすればいいのかを常に背負ってください 



【 起業準備時間の増やし方 １２１－１５０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－１２１ 

 決断の鈍さの遠因はいつでも戻ることができる位置にあること  

 

 

起業準備時間の増やし方－１２２ 

 逃げ込む場所を用意している限り いつまで経っても決断できない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１２３ 

 負の感情を乗せて言葉を相手にぶつけない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１２４ 

 自力から運の要素を足すのではなく差し引いたものが実力  

 

 

起業準備時間の増やし方－１２５ 

 自分を支えるのは自分自身  

 

 

起業準備時間の増やし方－１２６ 

 他人は最終決断に対して責任を取ってはくれない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１２７ 

 フリーターが出すべき結論は目的の完遂  

 

 

起業準備時間の増やし方－１２８ 

 まず目的を持たないと道筋を立てられない  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－１２９ 

 自分にしかできない技術を持つことが生き残るための道のり  

 

 

起業準備時間の増やし方－１３０ 

 後々のことを考えて 冷静に自分の能力を再設計する  

 

 

起業準備時間の増やし方－１３１ 

 真正面から向き合うには心・感情の揺れを排除する必要がある  

 

 

起業準備時間の増やし方－１３２ 

 自分の感情を垂れ流すことが本音を話すということではない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１３３ 

 仕事を超えた次元で小さなことにも向き合い大きなタネを残す  

 

 

起業準備時間の増やし方－１３４ 

 勝手にその方向に足が向き行動に移るほどしたいことをさがす  

 

 

起業準備時間の増やし方－１３５ 

 堂々と自分の意見を述べる人は あまりにも少ない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１３６ 

 『 正しい答え 』 に執着すると自由に考えることができなくなる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１３７ 

 安心感に包まれると必要な焦燥感まで消えてしまう  



 

 

起業準備時間の増やし方－１３８ 

 暮らしを充実させるために節制する対象は３つ【時間・お金・生活】  

 

 

起業準備時間の増やし方－１３９ 

 極限の最低ラインから考えると何らかの改善プランは出てくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１４０ 

 真剣に先々を考えるのであれば躊躇なく立ち止まってみる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１４１ 

 感情を誤解されないよう示すために言葉のストックを増やす  

 

 

起業準備時間の増やし方－１４２ 

 自分の中のフリーク（ 異形／熱狂 ） に着目する  

 

 

起業準備時間の増やし方－１４３ 

 心の 『 身の丈（ 寸 ） 』 を 自分に合わせる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１４４ 

 芽はどこにでも何度でも生えてくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１４５ 

 視点を変えない限りその場にいつまでも立ち尽くしてしまう  

 

 

起業準備時間の増やし方－１４６ 

 行動を続けている限り自分の行動範囲が狭くなることはない  



 

 

起業準備時間の増やし方－１４７ 

 他の方にピッタリ合う芽を自分に合う芽と強引に奪おうとしない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１４８ 

 言わなくても分かることは数えるほども存在しない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１４９ 

 行動量が増えると物理的に衝き動かされるものに出会う率が高まる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１５０ 

 新しい物事には自分の気持ちも含めて白紙の状態で取り掛かる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－１２１ 

● 決断の鈍さの遠因はいつでも戻ることができる位置にあること 

 

お尻に火がつくと分かります どうすればいい？ どうしたらいい？ 

それでも動かない状態を敢えて続けると 「 決めないと 」 と 気付きます 

戻れる位置に居るうちに考え尽くして 乾いた布を絞り切ってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－１２２ 

● 逃げ込む場所を用意している限り いつまで経っても決断できない 

 

ないようで無意識に持っているのが逃げ込む場所 

逃げ込むと緊急回避はできますが一気に緊張も解けてしまいます 

決断を忘れた合理化の時代 どのように 決断していきますか？ 

 

起業準備時間の増やし方－１２３ 

● 負の感情を乗せて言葉を相手にぶつけない 

 

タテ社会のハラスメントの元凶はココにあると感じています 

ぶつけても大丈夫そうな人に ついついぶつけたくなるという甘え 

負の感情をぶつけられた人の気持ちを考えて言葉を選んでください 

 

 

起業準備時間の増やし方－１２４ 

● 自力から運の要素を足すのではなく差し引いたものが実力 

 

運も実力のうちに含まれているとしたら運の要素ゼロが総合点です 

元々ない人にとっては不公平ですが呑みこむときはラクになります 

運の要素は要らない と 言い切る と 運が向くかもしれません 

 

起業準備時間の増やし方－１２５ 

● 自分を支えるのは自分自身 

 

最後の最後はひとりです 一緒に入ってもらうわけにいかないです 

誰かを頼ろうとするのは自然な感情ですが 敢えて割り切ってください 

信頼するのは大切ですが 曲解な極論として抱えていてくださいね 



起業準備時間の増やし方－１２６ 

● 他人は最終決断に対して責任を取ってはくれない 

 

いい加減な答えでも影響され 明快な答えを受け取っても行動できない 

迷っていればいるほど自分以外の答えに執着して責任を取らせようとします 

泣いても悔やんでも恨んでも 最終決断の責任は本人以外取り切れません 

 

 

起業準備時間の増やし方－１２７ 

● フリーターが出すべき結論は目的の完遂 

 

置き換えればすぐ気付くのですが毎日が岐路・過渡期な肩書きです 

起業準備期間も毎日が岐路・過渡期 起業後は決断の連続です 

目的完遂な毎日を永続的に続けることが課題になります 

 

起業準備時間の増やし方－１２８ 

● まず目的を持たないと道筋を立てられない 

 

目的地をつくらないと道順が決まりません 

目的地をつくり 行き先を確保して 大海の中を泳ぐ 

社会という大海に点在していたのが組織と捉えれば納得できません？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－１２９ 

● 自分にしかできない技術を持つことが生き残るための道のり 

 

自由自在にアレンジできるのが起源者だけの特権です 

守破離と順を追えない以上 いつまで経っても追い越せません 

転用力を駆使して 起源者になるよう 既存のものを入れ換えてください 

 

起業準備時間の増やし方－１３０ 

● 後々のことを考えて 冷静に自分の能力を再設計する 

 

今基準 過去基準で設計しても 今が最大限になってしまいます 

事前に冷徹に能力を再設計すると後々に道をつくりやすくなります 

その時間を確保するために 大量の時間を抱え込みましょう 



起業準備時間の増やし方－１３１ 

● 真正面から向き合うには心・感情の揺れを排除する必要がある 

 

自分の濁りで自分と向き合えないと対処できない分野ができます 

こころや感情の揺れが起きる・起きた原因を知るとまっすぐ向き直れます 

他人と真正面から向き合うために自分と真正面から向き合ってみませんか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－１３２ 

● 自分の感情を垂れ流すことが本音を話すということではない 

 

自分を保ちながら自分の内面を出せる人と話すのがホンネの会話 

どれだけぶつけても大丈夫と感情を垂れ流すのはズレがあると感じます 

文字に置き換えて自分を保ちながら無難に伝える方法もあります 

 

起業準備時間の増やし方－１３３ 

● 仕事を超えた次元で小さなことにも向き合い大きなタネを残す 

 

お金の大切さはお金を大切にする人しか分からないかもしれません 

人の大切さは自分を大切にする人にしか分からないかもしれません 

小さなことの大切さは小さなことも大切にする人しか分からないかもしれませんね 

 

 

起業準備時間の増やし方－１３４ 

● 勝手にその方向に足が向き行動に移るほどしたいことをさがす 

 

情報検索の不足 行動の不足 量の不足が硬直を引き起こします 

何となく調べるのではなく 意味と目的を持って調べ尽くすまで調べる 

答えを考えるために情報を探索することに注力してください 

 

起業準備時間の増やし方－１３５ 

● 堂々と自分の意見を述べる人は あまりにも少ない 

 

堂々と意見を述べる環境がなく育成されていないことにも起因します 

責任を取り切れないこと を 堂々とは言えないからとも感じます 

永遠に残る後悔が生じそうな場合 は ハッキリ言ってみてください 



起業準備時間の増やし方－１３６ 

● 『 正しい答え 』 に執着すると自由に考えることができなくなる 

 

答えは一つしかないという とらわれ 教育学習の効果です 

一つの問いに答えがたくさんある質問に取り組むと自由に考えられます 

多数の近似値の回答と飛躍からの奇跡 双方向で効果があります 

 

 

起業準備時間の増やし方－１３７ 

● 安心感に包まれると必要な焦燥感まで消えてしまう 

 

必要な焦燥感を生み出すために適度に危機管理をする 

瀕しないように危機感を背負い過ぎない 緩まないように安心しない 

安心感に包まれている中での行動制約に関心を持ってください 

 

起業準備時間の増やし方－１３８ 

● 暮らしを充実させるために節制する対象は３つ【時間・お金・生活】 

 

貯めるために節約する 目的を持って貯めるために節制する 

お金ばかりと考えてしまうとバランスが崩れてしまいます 

時間繰りとお金のやりくりを合わせて生活が成り立っています 

 

 

起業準備時間の増やし方－１３９ 

● 極限の最低ラインから考えると何らかの改善プランは出てくる 

 

追い込まれるのではなく 冷静に詰め直して自分の位置を確認する 

常にその位置から上に行くにはどうすればいいのかを冷静に考える 

一つ二つと順々に考えていくうちに素案が積み上がっていきます 

 

起業準備時間の増やし方－１４０ 

● 真剣に先々を考えるのであれば躊躇なく立ち止まってみる 

 

あり余る時間をつくって イヤというほどじっくりじっくり考えてみる 

本当に真剣に考えるのなら躊躇なく立ち止まってみてもいいと考えます 

立ち止まる勇気を持つことも余裕があることに含まれています 



起業準備時間の増やし方－１４１ 

● 感情を誤解されないよう示すために言葉のストックを増やす 

 

小学生にも伝わる言葉を選び続けて使う言葉をカンタンにする 

難しい言葉を崩して 文字数も減らして どんどん変換していきます 

感情を言葉にすることが難しいのですが それも通過点にしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－１４２ 

● 自分の中のフリーク（ 異形／熱狂 ） に着目する 

 

自分の中だけで熱量が圧倒的に違うフリーク 

フリークと感じる分野を掘り下げていくと熱意の伝え方が理解できます 

フリークをプラスに考えて コッソリ掘り下げてみませんか？ 

 

起業準備時間の増やし方－１４３ 

● 心の 『 身の丈（ 寸 ） 』 を 自分に合わせる 

 

他人と比べるから悩む 具体性のない自分のこころのつたなさに悩む  

自己一致しない 自分と理想のギャップがあるから苦しみます 

常に変化を求めるなら 常に自分と理想を確認すると調整が取れます 

 

 

起業準備時間の増やし方－１４４ 

● 芽はどこにでも何度でも生えてくる 

 

疲れ切ってしまって もう見ようともしなくなっている 

重力に逆らって反発している芽がどこにでも生えています 

下を見ているはずなのに 地面さえも見なくなっていませんか？ 

 

起業準備時間の増やし方－１４５ 

● 視点を変えない限りその場にいつまでも立ち尽くしてしまう 

 

視点移動をすると考え方の斬り口が入れ替わります 

いつまでも同じところで立ち尽くしそうな場合 目がテンになっています  

斬り込まない限り 視点も生き方も変われないと割り切ってください 



起業準備時間の増やし方－１４６ 

● 行動を続けている限り自分の行動範囲が狭くなることはない 

 

当たり前のことを書いていますが当たり前ができなくなる不思議 

行動を続けている限り 自分の行動範囲が狭くなることはないです 

お金がない・時間が足りない 気分じゃない 要因をさがしてみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－１４７ 

● 他の方にピッタリ合う芽を自分に合う芽と強引に奪おうとしない 

 

強硬に名乗ることによる強引な椅子取りゲーム 

どれだけ強硬に抵抗しても いつか必ずボロが出ます 

淘汰されそうであれば初めから参入しないマイルールをつくってください 

 

起業準備時間の増やし方－１４８ 

● 言わなくても分かることは数えるほども存在しない 

 

言っても分からない 言わないと分からない だから言わない 

言わなくても大丈夫 黙ってても分かるでしょ  だから言わない 

ホントかな？ と 時々確認したくなるなら本当に訊いてみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－１４９ 

● 行動量が増えると物理的に衝き動かされるものに出会う率が高まる 

 

恥ずかしい 動けない どうしていいか分からない 結局 何もしていない 

そういう自分自身の情けなさに硬直すると 発想が逆になってしまいます 

動くからイイものに出逢える 恥をかくことに慣れる耐性をつけてみてください 

 

起業準備時間の増やし方－１５０ 

● 新しい物事には自分の気持ちも含めて白紙の状態で取り掛かる 

 

新しいことをするのだから完全に素人として謙虚にすべてを受け取る 

蓄積も自信も ムダな堆積と過信・高慢に捉えられかねません 

自分自身そのものも潔く白紙にすることも勇気の一つです 



【 起業準備時間の増やし方 １５１－１８０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－１５１ 

 プロの要素…芸術性・達観・洞察力・不動軸・自己統制・徹底性…  

 

 

起業準備時間の増やし方－１５２ 

 どのような分野どのような人からでも学ぶことはできる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１５３ 

 煙たい分野はスルーする考え方でいると損をすることもある  

 

 

起業準備時間の増やし方－１５４ 

 自身が優秀であっても教え方／伝え方が優れているとは限らない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１５５ 

 安易な採用が雇用双方に不利益を呼び起こすのは自明の理  

 

 

起業準備時間の増やし方－１５６ 

 寸暇を惜しんでいるかどうかでポーズか真意かが見える  

 

 

起業準備時間の増やし方－１５７ 

 真剣・親身になってもらうにはまず自分が本気になる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１５８ 

 カネさえ払えば真剣にやってもらえるだろうと安易に身構えない  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－１５９ 

 横着な心は見抜かれる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１６０ 

 存在自体が目標・励みになる人を見つける  

 

 

起業準備時間の増やし方－１６１ 

 受け取る側の誤解が肩書き信仰に拍車をかける  

 

 

起業準備時間の増やし方－１６２ 

 表面上の威力・威信に惑わされない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１６３ 

 中身がしっかり詰まっていないと肩書きも光らない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１６４ 

 自分で稼ぐとは平静淡々と自分の実力・収入を直視すること  

 

 

起業準備時間の増やし方－１６５ 

 収支の動きに振り回され一喜一憂していると心身ともに破壊される  

 

 

起業準備時間の増やし方－１６６ 

 本質追求せずに通り一遍をつつくだけでは到底答えは見出せない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１６７ 

 構想が非常識・構造が超常識なものをつくり上げる  



 

 

起業準備時間の増やし方－１６８ 

 思考の根の部分に据えられているものを見つけ出す  

 

 

起業準備時間の増やし方－１６９ 

 どれだけ複雑な状況でも辛抱強く中心部分をさがし続ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－１７０ 

 どれだけ時間を要してもキモの部分の理解から進める  

 

 

起業準備時間の増やし方－１７１ 

 最も難解な部分を解体すると後は苦労しない付帯要素しか残らない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１７２ 

 気を許すための４基準要素 前向き・後向き／過去照準・未来照準  

 

 

起業準備時間の増やし方－１７３ 

 肩書きは時流でかわるが人物像が急激に変わることはない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１７４ 

 肩書き重視の人の周囲には肩書き重視の人が集まる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１７５ 

 人を重視する人の周囲には人を重視する人が集まる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１７６ 

 鋭さを身に付けるために研いで研いで研ぎ続ける  



 

 

起業準備時間の増やし方－１７７ 

 想いを貫くのではなく人のこころを貫くほどの想いを持つ  

 

 

起業準備時間の増やし方－１７８ 

 想いは相手に届かせるのではなく相手に響かせるもの  

 

 

起業準備時間の増やし方－１７９ 

 一切の妥協を許せなくなるほど心底好きなものを見つける  

 

 

起業準備時間の増やし方－１８０ 

 自然体の魅力を大事にする  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－１５１ 

● プロの要素…芸術性・達観・洞察力・不動軸・自己統制・徹底性・節度 

 

アマとは視点が明らかに違う だからプロなのかと納得させるのがプロ 

突き抜けた要素とどこまでもこだわる自分だけの世界観を確立していそうです 

ときにはヘタな方に調整することができるプロが最も怖ろしいかもしれませんね 

 

 

起業準備時間の増やし方－１５２ 

● どのような分野どのような人からでも学ぶことはできる 

 

その気になればどこの誰からでも学ぶことができます 

偏見により学ぼうとしない 受け取ろうともしない 受けつけようとしない 

誰からでも学ぶようになるとすべてのことがありがたくなっていきます 

 

起業準備時間の増やし方－１５３ 

● 煙たい分野はスルーする考え方でいると損をすることもある 

 

煙たい分野はまず偏見により敬遠されます その時点で競合が減ります 

競合が少ない中で突き抜けると 良くも悪くも すぐ目立ちます 

偏見を消す役割も担いながら突き抜ける分野をさがしてみませんか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－１５４ 

● 自身が優秀であっても教え方／伝え方が優れているとは限らない 

 

自分ができることの証明を一生懸命しても できない人ができるようになりません 

できない人が分かる・できる・楽しめるでないと 意味不明 と思われるだけです 

まるで分からない分野に行って まったく分からない と 教えを請いに行きましょう 

 

起業準備時間の増やし方－１５５ 

● 安易な採用が雇用双方に不利益を呼び起こすのは自明の理 

 

時間的制約と物理的制約が条件を下げ 不安払拭と同時に豹変する 

忍耐力がないのは双方ですが責められるのは 立場・職制上は下です 

分かり切ったことをして憮然としていては時代に呑み込まれてしまいます 



起業準備時間の増やし方－１５６ 

● 寸暇を惜しんでいるかどうかでポーズか真意かが見える 

 

ない時間をやりくりする そこまでして したいことに注力する 

それが自分がしたいことで 取り組みの奥にあるのが最終目的地です 

寸暇を惜しんで積み重ねていることがらにもっと注目してみませんか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－１５７ 

● 真剣・親身になってもらうにはまず自分が本気になる 

 

本気でなければ本気が伝わらない 真剣でなければ刺さらない 

熱伝導 人も気持ちも同じです 澄ます 逃げるでは届きません 

つらくても本当の気持ちを明かすと親身になってもらえます 

 

起業準備時間の増やし方－１５８ 

● カネさえ払えば真剣にやってもらえるだろうと安易に身構えない 

 

期待にこたえる準備 こころの整理 当日までのストレス 

仕事に対する姿勢を整えるまでのプロセスも対価に含まれています 

直前に主題を変える 日程をズラすなども 約束の反故に含まれます 

 

 

起業準備時間の増やし方－１５９ 

● 横着な心は見抜かれる 

 

こころが横着で雑になる 知らないから雑になる 同じですが異なります 

手を抜く 気を抜く テンパる 同じ帰結になるかもしれませんが異なります 

横着なこころで人と接する と いずれ人が周りから居なくなってしまいます  

 

起業準備時間の増やし方－１６０ 

● 存在自体が目標・励みになる人を見つける 

 

初めはあこがれで十分です そしてマネをして学ぶ 見習う 

習うのではなく必死で盗み取ることを考えて 自力で修正する 

自分自身が目標・励みになる人になるのが一番ですからね 



起業準備時間の増やし方－１６１ 

● 受け取る側の誤解が肩書き信仰に拍車をかける 

 

残念な風潮として これから先も 永く生き残る肩書き信仰 

タテに受け取るか横に受け取るかで解釈が変わってきます 

間違って解釈していると疑問に思い始めると諸々の問題解決につながります 

 

 

起業準備時間の増やし方－１６２ 

● 表面上の威力・威信に惑わされない 

 

上手に惑わし 表面に磨きをかけるのが逆ブランディング 

なぜ 流行っているのか？ と 考え直すと気付きます 

流行らせている人 も 上手に惑わされているから ・ ・ ・ 

 

起業準備時間の増やし方－１６３ 

● 中身がしっかり詰まっていないと肩書きも光らない 

 

自分自身の肩書きを光らせるために中身を詰める必要が出てきます 

美辞麗句で肩書きを光らせる学びや講座がたくさん見つかります 

組織人 個人 どちらの肩書きを光らせるための学びや講座ですか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－１６４ 

● 自分で稼ぐとは平静淡々と自分の実力・収入を直視すること 

 

自分で稼ぐための器を何度もつくり直す 日々物差しを入れ換える 

そのたびに何度も何度も自分自身の内面がエグられていきます 

平静淡々で居られる間に将来の実力を直視することが大切になります 

 

起業準備時間の増やし方－１６５ 

● 収支の動きに振り回され一喜一憂していると心身ともに破壊される 

 

お金が人を狂わせる 実は上下どちらにも影響しています 

あり過ぎて壊れる方でなく なさ過ぎて冷静さを失うも含まれています 

判断力を失っているかもしれないと冷静になる時間をつくってみてください 



起業準備時間の増やし方－１６６ 

● 本質追求せずに通り一遍をつつくだけでは到底答えは見出せない 

 

深追いすると孤立しますが浅すぎると軽薄と思われます 

奥地にある本質に到達させるよう通り一遍を垣間見させるのが学び・講座です 

行き過ぎる一歩手前まで自力学習して もう一度見渡し直してみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－１６７ 

● 構想が非常識・構造が超常識なものをつくり上げる 

 

構造が常識であれば 想定上はどれだけ積み上げても破綻しません 

構想が常識で 構造を非常識にすると 万人には理解されません 

逆をしている人を見習うとどんどん流されて 最後呆れられます 

 

起業準備時間の増やし方－１６８ 

● 思考の根の部分に据えられているものを見つけ出す 

 

何を基準にして判断・行動しているのかを見つけ直す 

枝ではなく幹 手足ではなく背骨 反射ではなく中枢部分を見つめる 

プラスかマイナスか 積極か消極か 本当に単純になりそうですけどね 

 

 

起業準備時間の増やし方－１６９ 

● どれだけ複雑な状況でも辛抱強く中心部分をさがし続ける 

 

中心部分から逃げると中枢部分から逃げ回ることを続けてしまいます 

初めにつらい・苦しい・しんどいをエグり取って乗り越えるとラクになります 

ラクは苦のタネ 苦はラクのタネ 苦のタネばかり残してしまいます 

 

起業準備時間の増やし方－１７０ 

● どれだけ時間を要してもキモの部分の理解から進める 

 

キモの部分から理解する方が後々の理解速度は速くなります 

忍耐強く答えが出るまで考えられる という つまらない正論です 

キモの部分を教えようとしない人も中には居るのでしょうけどね 



起業準備時間の増やし方－１７１ 

● 最も難解な部分を解体すると後は苦労しない付帯要素しか残らない 

 

大部分がキモとなる幹に隠されていて後は枝と葉がついているだけ 

Ｓ・Ｖ・Ｏ・Ｃ 主語・述語 長い文章も崩していくと骨だけになりますよね 

人の思考の根幹ベースについてに置き換えると少し怖ろしいですが ・ ・ ・ 

 

 

起業準備時間の増やし方－１７２ 

● 気を許すための４基準要素 前向き・後向き／過去照準・未来照準 

 

後ろ向きな人より前向きな人 過去照準の人より未来照準の人 

選ぶとしたら？と訊かれて答えてしまいそうなものを揃えてください 

後ろ向きの理由と過去照準の根拠を逐一消すと思考が入れ換わります 

 

起業準備時間の増やし方－１７３ 

● 肩書きは時流でかわるが人物像が急激に変わることはない 

 

肩書きを変えて一気呵成には仕上がらないですよね？ 

息を長くさせたいなら つくり込みも息を長くして醸成する 

人物像を入れ換えるつもりで取り組むと時流に流されなくなります 

 

 

起業準備時間の増やし方－１７４ 

● 肩書き重視の人の周囲には肩書き重視の人が集まる 

 

人として理解されにくいから組織の肩書きに偏重してしまう 

気付かないうちに理解されにくい方へとめり込んでいきます 

外で通用する力は外で鍛えて 外向けにどんどん再活用しましょう 

 

起業準備時間の増やし方－１７５ 

● 人を重視する人の周囲には人を重視する人が集まる 

 

肩書きを重視するか人を重視するかで意識が変わります 

同様に人として肩書きとして意識されているかどうかでも気持ちが変わります 

肩書きではなく人が働き仕事をするのですが 大事な見落としはないですよね？ 



起業準備時間の増やし方－１７６ 

● 鋭さを身に付けるために研いで研いで研ぎ続ける 

 

元々はどこにも掛かりがない まるい球を持っています 

その状態から自力で研いで研いで鋭さを身に付けてください 

まるい球をさらに磨いて光らせる方法もありそうですけどね 

 

 

起業準備時間の増やし方－１７７ 

● 想いを貫くのではなく人のこころを貫くほどの想いを持つ 

 

我を張り通すことと相手の心に届かせることの違いはどこなのでしょう？ 

相手のこころを先に考えて訴えるから目の前の人に想いが通じます 

常に自分ではなく 常に相手を中心に想いを抱えてみてください 

 

起業準備時間の増やし方－１７８ 

● 想いは相手に届かせるのではなく相手に響かせるもの 

 

想いが届くから動くのではなく 想いが響くから動く 

口説きと言葉がひとり歩きしていますが口で説くだけでは届きませんよね？ 

重いからよけられたり 怖いから逃げられたりも 別の意味で響いてますけどね 

 

 

起業準備時間の増やし方－１７９ 

● 一切の妥協を許せなくなるほど心底好きなものを見つける 

 

好きなもの 好きだったもの 無意識で取り組んでいるもの 

それをヒントに納得がいくまで書き尽くし 傾倒具合を知る 

何があっても辞めたくないものを見つけてください 

 

起業準備時間の増やし方－１８０ 

● 自然体の魅力を大事にする 

 

組織人 家庭人 役割に応じて偏っていきます 

無理のない状態を忘れないように意識して大切にする 

当たり前ではなく 自然体を意識してみると数多く気付くことがあるかもしれません 



【 起業準備時間の増やし方 １８１－２１０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－１８１ 

 考える力さえあれば目の前にあるもの全てが生きた学習素材になる  

 

 

起業準備時間の増やし方－１８２ 

 すべての土台に生活ありき  

 

 

起業準備時間の増やし方－１８３ 

 一日二日で人生構図を描く構想力は身につかない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１８４ 

 生き方の立て直しではなくそのための思考の立て直しに時間を使う  

 

 

起業準備時間の増やし方－１８５ 

 案外大切な 『 自分はできる 』 という思い込み力  

 

 

起業準備時間の増やし方－１８６ 

 選ぶべきは行動できない恥ではなく行動して失敗する恥  

 

 

起業準備時間の増やし方－１８７ 

 『 資格＋実務力 』 が資格に関して保持している総合力  

 

 

起業準備時間の増やし方－１８８ 

 成長する人は一度は心の粗大ゴミを片付ける作業をしている  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－１８９ 

 インプットの重要性を再確認するために蓄積を吐いて出涸らしにする  

 

 

起業準備時間の増やし方－１９０ 

 自分の値段が決まらないうちは設定しない方がいい  

 

 

起業準備時間の増やし方－１９１ 

 未来を創りかえるために自分のことを徹底的に知り尽くす  

 

 

起業準備時間の増やし方－１９２ 

 『 きちんとする 』 という言葉ほど曖昧な単語はない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１９３ 

 『 出遅れ人生 』 も悪くない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１９４ 

 打算は後ろめたさを創り出してしまう余念でしかない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１９５ 

 悩みが尽きなくても先送りして考えようとしないことは論外  

 

 

起業準備時間の増やし方－１９６ 

 考え続ける行為を続けないかぎり成長はあり得ない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１９７ 

 精一杯の行為は何事もムダにはならない  



 

 

起業準備時間の増やし方－１９８ 

 調べ尽くさなければ 語り尽くすことは到底できない  

 

 

起業準備時間の増やし方－１９９ 

 どれだけ小さくてもいいので自分自身の心の居場所をつくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２００ 

 昇華すれば過去も自分を新しく創り上げる材料になる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２０１ 

 相手の心の中だけにある答えを無理やり引っ張り出そうとしない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２０２ 

 事実は無情だからこそ情念をつぎ込まなければならない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２０３ 

 頭の中で勝手に決め込んで自分自身を焦りで充満させない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２０４ 

 小さな違和感にも気付く感性を持つ  

 

 

起業準備時間の増やし方－２０５ 

 緊張の糸を切らないために気持ちを張り詰め過ぎない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２０６ 

 意識的に遊び・余裕を入れて計画を緩める  



 

 

起業準備時間の増やし方－２０７ 

 一時の些細な誤りが長い長い いばらの道を創り出す  

 

 

起業準備時間の増やし方－２０８ 

 自分の心の余裕度を常に測っておく  

 

 

起業準備時間の増やし方－２０９ 

 自己分析をして 自分の 『 要 』 の部分から何かを見出す  

 

 

起業準備時間の増やし方－２１０ 

 自己分析をして不要部分を完全排除して新しい『要』を仕入れる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－１８１ 

● 考える力さえあれば目の前にあるもの全てが生きた学習素材になる 

 

目の前にあるものすべてが教材と言われて初めて気がつきます 

考え方を工夫する 伝えるときに比喩に利用する などなど 

慣れてくると考える力自体も落ちてくるので 気の締め直しも必要です 

 

 

起業準備時間の増やし方－１８２ 

● すべての土台に生活ありき 

 

回っているから意識しないのですが生活が崩れるとすべての土台が崩れます 

土台が崩れないようにときどき見直すと 節制対象がその都度明らかになります 

生活の土台の基本は 時間の余裕 お金の余裕 こころの余裕で成り立っています 

 

起業準備時間の増やし方－１８３ 

● 一日二日で人生構図を描く構想力は身につかない 

 

夢みたいなことを言って 引っ張ってくる未来を自由に想定する 

その後の人生構図は 本当はなかなか自由に描けないのですが 

長い時間を掛けて現在地まで引き寄せられると実現性が高くなります 

 

 

起業準備時間の増やし方－１８４ 

● 生き方の立て直しではなくそのための思考の立て直しに時間を使う 

 

生き方を立て直すだけなら 恥をかいて転びながら学べます 

大きく変わりたいなら事前に思考の入れ換えが必要になります 

大きく変えたくても徐々にしか変えられないので大きく時間を確保してください 

 

起業準備時間の増やし方－１８５ 

● 案外大切な 『 自分はできる 』 という思い込み力 

 

できると思ってできなかったときに悔しい想いをします 

できないが当たり前の人は悔しさを感じることが薄くなります 

できなくて当たり前のことでも できて当たり前と挑戦してください 



起業準備時間の増やし方－１８６ 

● 選ぶべきは行動できない恥ではなく行動して失敗する恥 

 

行動できない人には選択できない選択肢です 

失敗するから学習する 行動しない人は失敗も学習もできません 

間違えるからやり直せますし修正もできます そして笑い話にも 

 

 

起業準備時間の増やし方－１８７ 

● 『 資格＋実務力 』 が資格に関して保持している総合力 

 

最終的には実務力がすべてになるので資格の存在は形骸化します 

厳密ではなく厳しい言い方をすると資格は単なる通行許可証です 

資格は大切ですがその何倍も大切なことを先に知っていてください 

 

起業準備時間の増やし方－１８８ 

● 成長する人は一度は心の粗大ゴミを片付ける作業をしている 

 

本当に成長する人は何度も何度も自己分析や棚卸をしています 

その過程で アタマの中 こころの奥に詰まったゴミをすべて片付けています 

ゴミをすべて捨てるから キレイに整理して詰め直せるのでしょうね 

 

 

起業準備時間の増やし方－１８９ 

● インプットの重要性を再確認するために蓄積を吐いて出涸らしにする 

 

適切にアウトプットすることによってインプットの正確さを確認できます 

惜しむことなくすべてを吐き出せるかどうかでも重要性は確認できます 

アウトプットできないことをインプットしても意味がないはずですよね 

 

起業準備時間の増やし方－１９０ 

● 自分の値段が決まらないうちは設定しない方がいい 

 

決めると心情的に動かしにくくなります 

それなら 決まらないうちは設定しない安請負しない 

自分で決めてその価値に見合うまで自力を高めてください 



起業準備時間の増やし方－１９１ 

● 未来を創りかえるために自分のことを徹底的に知り尽くす 

 

自分の不明な部分がそのまま弱点になります 

弱点しか見せていない人には弱点しかもっていない人に見えます 

弱点の埋め方まで完備した上で未来をつくりかえてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－１９２ 

● 『 きちんとする 』 という言葉ほど曖昧な単語はない 

 

きちんとしなさいと言われるとどうしていいか分からない 

すみずみまで行き届いて抜けがないようにと言われても自信を持てない 

カンタンに言い換えられる言葉でも傷つけることがあると感じ取ってください 

 

起業準備時間の増やし方－１９３ 

● 『 出遅れ人生 』 も悪くない 

 

社会は 一見 出遅れを認めないように感じると思います 

社会は甘くない 甘く考えている人にはもちろん甘くないと思います 

鬼気迫るほど真剣に生きている人は出遅れも受け入れてもらえると感じます 

 

 

起業準備時間の増やし方－１９４ 

● 打算は後ろめたさを創り出してしまう余念でしかない 

 

打算は打算が最大限なので打算以下の成果しか出ません 

勝手読みによる自分都合のブレが後ろめたさを引き起こしてしまいます 

最善策はどこにあるのかを余念なく考えるクセを付けてください 

 

起業準備時間の増やし方－１９５ 

● 悩みが尽きなくても先送りして考えようとしないことは論外 

 

悩むのは脳がヒマだからですが考える際にジャマになります 

悩むヒマさえなくなると行動するしかなくなりますが課題は消えてません 

考えることが尽きないのか悩みが尽きないのか区分けしてください 



起業準備時間の増やし方－１９６ 

● 考え続ける行為を続けないかぎり成長はあり得ない 

 

考え続けることにより考えることが持続できます 

考え続けることを止めない限り 持続状態が続きます 

考え続けなくなると成長が止まり 考えることをやめたとき衰退がはじまります 

 

 

起業準備時間の増やし方－１９７ 

● 精一杯の行為は何事もムダにはならない 

 

何事も全力で取り組んだことは 何とかして言葉として表現できます 

ムダになるかならないかは自分の胸に手を当ててみると分かります 

ウソ偽りのない本当の精一杯の行為をしていますか？ 

 

起業準備時間の増やし方－１９８ 

● 調べ尽くさなければ 語り尽くすことは到底できない 

 

調べ尽くすと結果的に語り尽くせるようになります 

語り尽くせるようになると何も言わなくて済むようになります 

余計なことを語ることが意味がないことに気付くからかもしれませんね 

 

 

起業準備時間の増やし方－１９９ 

● どれだけ小さくてもいいので自分自身の心の居場所をつくる 

 

受け入れてもらえるこころの居場所がないから苦しみます 

組織然り 家族然り 生き抜く社会そのものも然りです 

本当にどれだけ小さくてもいいので居場所を一つつくってください 

 

起業準備時間の増やし方－２００ 

● 昇華すれば過去も自分を新しく創り上げる材料になる 

 

過去は良くも悪くも未来への積み重ねです 

その転機として常に今現在があります 

今流れている現在を昇華のために精一杯費やしてください 



起業準備時間の増やし方－２０１ 

● 相手の心の中だけにある答えを無理やり引っ張り出そうとしない 

 

待たなければならないときは 答えが出るまで待つしかない 

無理やり引っ張りだそうとしても いびつ に なってしまいます 

答えを出したいなら 根を引く以外の方法を工夫して考えてみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２０２ 

● 事実は無情だからこそ情念をつぎ込まなければならない 

 

結果がすべて 事実がすべて 過程を見ない風潮 

合理化が加速するにつれ 人間味を忘れていきつつあります 

ドライにならない情念さを持ち続けてください 

 

起業準備時間の増やし方－２０３ 

● 頭の中で勝手に決め込んで自分自身を焦りで充満させない 

 

焦りが充満すると自分自身に抜け道や空気穴が機能しなくなります 

先に焦りを抜いた状態で 周りを見渡しながら歩み始めると冷静さを保てます 

決め込んで走る直前に勝手さが入っていないかどうか振り返ってみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２０４ 

● 小さな違和感にも気付く感性を持つ 

 

ふとよぎる 小さな違和感の方が正しい可能性 

危機感から生じた回避の予測 個人的にはそのように感じます 

違和感を集めると失敗予測と回避の方法が見えてきます 

 

起業準備時間の増やし方－２０５ 

● 緊張の糸を切らないために気持ちを張り詰め過ぎない 

 

ゆるみではなく ほんの少しのたるみとなる あそび 

緊張状態を続けて自然消耗しないように用意されています 

敢えて自分を少し緩めるか ゴムのように伸縮性を持つようにしてください 



起業準備時間の増やし方－２０６ 

● 意識的に遊び・余裕を入れて計画を緩める 

 

遊びと余裕を入れて計画をつくるから自在に伸縮します 

キチキチもしくは無計画・無策はどちらも間延びします 

自分を大切にするために 緩める空間を先につくってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２０７ 

● 一時の些細な誤りが長い長い いばらの道を創り出す 

 

ささいな思い違いでボタンがかけ違う 

マズイかも？と感じた思い違いの放置がいばらの道をつくり出してしまいます 

ささいな誤りかも？と感じることを思い立つごとに書き留めてください 

 

起業準備時間の増やし方－２０８ 

● 自分の心の余裕度を常に測っておく 

 

こころの余裕がなくなると自分のことも見えなくなります 

測るから冷静になれますし スキマのあけ方にも目が行きます 

こころの余裕 は 未来の貯金 少しずつ増やしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２０９ 

● 自己分析をして 自分の 『 要 』 の部分から何かを見出す 

 

自己分析をして たくさん書き出すと 要も不要も たくさん見つかります 

要 は 素材としてつかう 不要は捨てるか もしくは転用して使います 

要と転用した要の素材を見ながら 最重要まで変化させてください 

 

起業準備時間の増やし方－２１０ 

● 自己分析をして不要部分を完全排除して新しい『要』を仕入れる 

 

自己分析をすると不要部分を転用したり排除したりできます 

排除してスキマができると整頓と新しい引き出しをつくり直せます 

要らないものが勝手に入り込む前に 要を仕入れてくださいね 



【 起業準備時間の増やし方 ２１１－２４０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－２１１ 

 自分がしたことは意識・無意識かかわらず すべて自分に返ってくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２１２ 

 自分が得ている権利を自信のなさだけで放棄しない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２１３ 

 一部分だけの 『 不得手 』 を 見て他人の全体像を決めつけない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２１４ 

 人は怖ろしいスピートで面倒なことから記憶を離していく  

 

 

起業準備時間の増やし方－２１５ 

 行動に移すだけで解決することがたくさんある  

 

 

起業準備時間の増やし方－２１６ 

 失敗することではなく成功することに対しての恐怖心もある  

 

 

起業準備時間の増やし方－２１７ 

 現状に悶々とするのなら 夢を打ち明けてみるのもいい  

 

 

起業準備時間の増やし方－２１８ 

 直近の出来事が不安な状況で将来について考える余裕はない  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－２１９ 

 直近の不安な状況を解消するために視野の広い人に打ち明ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－２２０ 

 孤軍奮闘・自己満足 実質上は紙一重  

 

 

起業準備時間の増やし方－２２１ 

 心の余裕がまったくない状態でも自分の本分は忘れない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２２２ 

 自分のこころにしっかり釘を打たない限りどこまでも流されていく  

 

 

起業準備時間の増やし方－２２３ 

 身上の後悔をすべて吐き出した上で自分自身について真剣に考える  

 

 

起業準備時間の増やし方－２２４ 

 何のために知る必要があるのかを考えながら自分の過去を解析する  

 

 

起業準備時間の増やし方－２２５ 

 過去の元凶（犯人）ではなくその先の原因を見つけることが過去解析  

 

 

起業準備時間の増やし方－２２６ 

 ものごとを丁寧に行なうために行動すべてを記録・記帳する  

 

 

起業準備時間の増やし方－２２７ 

 人生に〆切りなんてない  



 

 

起業準備時間の増やし方－２２８ 

 本腰を入れる前にものごとをあきらめない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２２９ 

 何があっても自分の味方をしてくれる存在をつくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２３０ 

 裏切れば罪悪感で一杯になる本気の応援団をつくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２３１ 

 難しいからこそ信頼してその上で応援することを大切にする  

 

 

起業準備時間の増やし方－２３２ 

 単なる思い付きに肉付けしたものを自分の未来に選ばない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２３３ 

 永続的に続ける自信がないものを自分の仕事に選ばない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２３４ 

 進歩のために縮小して一極集中する  

 

 

起業準備時間の増やし方－２３５ 

 思い切りよくどんどん捨てる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２３６ 

 保有資格を細かく組合せ自力で有効性のあるものに仕上げる  



 

 

起業準備時間の増やし方－２３７ 

 頭で憶えて知識習得したあと使いこなして知恵として体得させる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２３８ 

 勝つためには戦略・構想 負けないためには崩れない土台が必要  

 

 

起業準備時間の増やし方－２３９ 

 崩れないための土台づくりに納得いくまで時間を掛ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－２４０ 

 次元の高いものをつくるなら不安定状況が長く続くことを覚悟する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－２１１ 

● 自分がしたことは意識・無意識かかわらず すべて自分に返ってくる 

 

時間を掛けて善業をすると時間を掛けて善が返ってきます 

時間を掛けて悪行を積み重ねると時間を掛けて悪行が返ってきます 

何もしないを選ぶよりは 小さな善を考えて積んだ方がいいですよね 

 

 

起業準備時間の増やし方－２１２ 

● 自分が得ている権利を自信のなさだけで放棄しない 

 

自信がなくなると得ている権利まで垂れ流してしまいます 

自分を信じてギリギリまで取っておいてください 

ニッチといいつつランチェスターにハマっていたりしませんよね？ 

 

起業準備時間の増やし方－２１３ 

● 一部分だけの 『 不得手 』 を 見て他人の全体像を決めつけない 

 

全部まとめてヒトなのですが ついつい見てしまいます 一部だけで 

全体像が見えるまで 少しだけ粘ってみてはいかがでしょう？ 

ダボハゼ思想を感じる場合 少し遠目でみた方がいいですけどね 

 

 

起業準備時間の増やし方－２１４ 

● 人は怖ろしいスピートで面倒なことから記憶を離していく 

 

めんどくさいと思った瞬間から一気にやる気がなくなります 

その後 急加速して 面倒なことから記憶を離していきます 

あったことはあったことなので忘れないようにしてくださいね 

 

起業準備時間の増やし方－２１５ 

● 行動に移すだけで解決することがたくさんある 

 

考えて動かない 行動しないから解決しない 

ホンの少し行動してみるだけで解決することがたくさんあります 

たくさんの少しを集めて 少しずつ前にコマを進めてください 



起業準備時間の増やし方－２１６ 

● 失敗することではなく成功することに対しての恐怖心もある 

 

失敗することは怖いです 成功することも本当は怖いです 

成功したくないから自分は今ここに居る 過程がつらいから 

成功したくない意外な自分にも目を向けてみてくださいね 

 

 

起業準備時間の増やし方－２１７ 

● 現状に悶々とするのなら 夢を打ち明けてみるのもいい 

 

誰かに打ち明けることも 夢を現実にする方法の一つです 

今の悶々を切り放すために 先に悶々後に希望の順で話す 

アホなこと こんなことでもいいの？ いいよ 夢なんでしょ？ 

 

起業準備時間の増やし方－２１８ 

● 直近の出来事が不安な状況で将来について考える余裕はない 

 

直近の不安を取り払い余裕をつくって直近について少し考える 

直近の不安をもう少し取り払い余裕を大きくして将来について考える 

不安に感じるポイントは見つけ次第少しずつ取り払うようにしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２１９ 

● 直近の不安な状況を解消するために視野の広い人に打ち明ける 

 

不安が大きくなると気付かないうちに視野が狭くなります 

不安を書き出して見つめる 吐き出して打ち明けると解消できます 

冷静な人に話してみるだけでも少し変わりますよ 

 

起業準備時間の増やし方－２２０ 

● 孤軍奮闘・自己満足 実質上は紙一重 

 

納得ラインを他者の目より遥かに上に置くと孤軍奮闘期間が長くなります 

一定ライン以上はすべて自己満足に映ってしまいます 

納得ラインから満足ラインまでのタメをどこまでつくるか先決めしてください 



起業準備時間の増やし方－２２１ 

● 心の余裕がまったくない状態でも自分の本分は忘れない 

 

先に本分となる信念や理念をつくってしまいます 

言い過ぎかもしれませんがそうするとこころの余裕の有無が関係なくなります 

本分を忘れ去りさえしなければ自分自身を保つ指標を持ち続けられます 

 

 

起業準備時間の増やし方－２２２ 

● 自分のこころにしっかり釘を打たない限りどこまでも流されていく 

 

表現がいたいのですがこころが流されると体も流れていきます 

心技体 技術技法の前に心があり 技術技法の後に体があります 

どこで止めるのかの原点は こころにありますので 心でとめてください 

 

起業準備時間の増やし方－２２３ 

● 身上の後悔をすべて吐き出した上で自分自身について真剣に考える 

 

毒を吐く 毒を出す デトックス 膿を出す 出さないといけないものは？  

身上の後悔を出さずに上乗せしても 残っているとよろしくなくないですか？ 

見えないところで出すもの出して そのあとゆっくり じっくり考えましょう 

 

 

起業準備時間の増やし方－２２４ 

● 何のために知る必要があるのかを考えながら自分の過去を解析する 

 

自分のため 自分の未来のため 家族のため 人のため 

深入りして過去を解析し過ぎると止めて切り上げる機会を失ってしまいます 

悟りを開かないように 何のために？を決め切ってから解析してください 

 

起業準備時間の増やし方－２２５ 

● 過去の元凶（犯人）ではなくその先の原因を見つけることが過去解析 

 

過去解析をしてみると記憶とともに現象の媒体となる人が出てきます 

人が媒体なのですが 原因だけに注目して呑み込んでください 

原因だけを上手に取り外せるとラクになれますよ 



起業準備時間の増やし方－２２６ 

● ものごとを丁寧に行なうために行動すべてを記録・記帳する 

 

行動すべてを書き残すと振り返りがラクになり記憶が呼び戻されます 

計画を立てて 行動まで記録すると ズレも確認できます 

少しずつていねいを入れてみると いつの間にか丁寧な人になっています 

 

 

起業準備時間の増やし方－２２７ 

● 人生に〆切りなんてない 

 

他人が勝手に〆切りをつくる 自分自身で〆切りをつくってあきらめる 

諦めさせる風潮に納得がいかなければ 気持ちを持ち続けてください 

何かを決め切った後は 細かい締め切りは自己設定してくださいね 

 

起業準備時間の増やし方－２２８ 

● 本腰を入れる前にものごとをあきらめない 

 

本腰が入る体制をつくる 実際に本腰を入れる 二段階で進めると加速します 

それまでに時間が切れる原因 時間が足りない お金が足りない 気持ちが枯れる 

どれが尽きそうになり どう補給するのかを先回りしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２２９ 

● 何があっても自分の味方をしてくれる存在をつくる 

 

何があっても自分の味方をしてくれる存在 頼もしいです 

代わりに恥をかいていいと思う人を一人ずつ増やしてください 

いつかそのうち 信じてもらえて味方をしてくれるときがきます 

 

起業準備時間の増やし方－２３０ 

● 裏切れば罪悪感で一杯になる本気の応援団をつくる 

 

裏切れないから本気で頑張りたくないけど本気でがんばれる 

本気で悩んで考えて何かをしようと分かってるから応援してもらえます 

止まったときは 罪悪感を持つのではなく前に進むことだけ考えてみてください 



起業準備時間の増やし方－２３１ 

● 難しいからこそ信頼してその上で応援することを大切にする 

 

信頼すること 応援すること難しいです 

信頼されること 応援されること もっと難しいです 

代わりに恥をかいてもいいと思い切りを付けてみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２３２ 

● 単なる思い付きに肉付けしたものを自分の未来に選ばない 

 

あれも これも もっと もっと に なったときに ホント？と 立ち止まる 

思い付きが生き方につながるかどうか 先に確認してみてください 

自分の過去 影響者の過去 を 振り払うことも勇気になります 

 

起業準備時間の増やし方－２３３ 

● 永続的に続ける自信がないものを自分の仕事に選ばない 

 

自信についての考え方を続けられるかどうかにズラしてみる 

どれだけいろいろとあこがれても落ち着くところに落ち着きます 

失えば最も後悔するものから順番に並べ替えて斬り落としてみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２３４ 

● 進歩のために縮小して一極集中する 

 

拡大することは拡散すること 力を分散することにもなります 

敢えて縮小して 一つだけ進歩させて 深めてみてください 

深い視点を手に入れてから戻ってくると視線も変わっています 

 

起業準備時間の増やし方－２３５ 

● 思い切りよくどんどん捨てる 

 

捨てると決めたらどんどん捨てる 

全部捨ててもいい気持ちでどんどん捨ててください 

全部なくなっても困らないという思い切りも肝心です 



起業準備時間の増やし方－２３６ 

● 保有資格を細かく組合せ自力で有効性のあるものに仕上げる 

 

一つの資格で一つと区切るとその領域から出ることができません 

少しずつ組み合わせて練り込むと 起源者としてオリジナルができ上がります 

得意分野があった上で資格を取得したなら得意分野を活かしましょう 

 

 

起業準備時間の増やし方－２３７ 

● 頭で憶えて知識習得したあと使いこなして知恵として体得させる 

 

頭で憶えたことを使いこなす機会はなかなか訪れません 

使いこなすための情報発信をして どんどん失敗してください 

失敗の積み重ねの反省が知恵として積み重なっていきます 

 

起業準備時間の増やし方－２３８ 

● 勝つためには戦略・構想 負けないためには崩れない土台が必要 

 

先に守りを固めることをなぜ言わないのか不思議に感じます 

帰ってくる場所をつくらず 攻めに出ると迷子になってしまいます 

本陣を構えて構図を練るには時間が掛かる と 焦らないでください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２３９ 

● 崩れないための土台づくりに納得いくまで時間を掛ける 

 

失敗すればイヤでも学習しますが帰るところまでなくなると途方に暮れます 

姑息でズルいと思われることまで加味して二段三段に構えてください 

誰もがに呆れられてたとしても 基礎工事を深く深くつくってくださいね 

 

起業準備時間の増やし方－２４０ 

● 次元の高いものをつくるなら不安定状況が長く続くことを覚悟する 

 

不安定状況が続くと誰かに寄り掛かりたくなるほど心身ともに不安定になります 

それを越えるか越えないかで 断然成果が変わるとしても不安になってしまいます 

不安になっても自信はなくさなくていい 次元が高いものをつくっているのだから 



【 起業準備時間の増やし方 ２４１－２７０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－２４１ 

 自分の能力を最大限に使い切れると確信できる仕事に就く  

 

 

起業準備時間の増やし方－２４２ 

 人は一生涯あらゆる分野で教育を受け続けたほうが好い  

 

 

起業準備時間の増やし方－２４３ 

 人それぞれ特有個別な満足ラインに対応できるよう柔軟性を高める  

 

 

起業準備時間の増やし方－２４４ 

 生活が掛かっていることが事実を曇らせている現実がある  

 

 

起業準備時間の増やし方－２４５ 

 成果を出したいのなら営利を忘れて本質を追った方が好い  

 

 

起業準備時間の増やし方－２４６ 

 仕事はマラソン 瞬発力勝負の短距離走をくり返すともたない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２４７ 

 現状の行き詰まりを放置すると無為な苦労が後々付いて回る  

 

 

起業準備時間の増やし方－２４８ 

 善後処置策のない予防策は存在の意義をなくしている  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－２４９ 

 善後策としての事例収集・事例提示までが予防策に含まれる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２５０ 

 自分をつくり変えるには 自分／周囲／世間 が思うより時間を要する  

 

 

起業準備時間のつくり方－２５１ 

 まずは 『 ガス抜き 』 からと考えてしまうと意欲も抜けてしまう  

 

 

起業準備時間の増やし方－２５２ 

 最低限の計算は保身目的だけの計算になっていないか再確認する  

 

 

起業準備時間の増やし方－２５３ 

 自分の逃げ込む場所と将来の自分の居場所さがしを履き違えない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２５４ 

 何があっても降りない対象をどうにかして自力で見つけ出す  

 

 

起業準備時間の増やし方－２５５ 

 何があっても降りないという意思で自分をつくり上げる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２５６ 

 プロはカンタンに辞めてしまえるものではない（引用）  

 

 

起業準備時間の増やし方－２５７ 

 奪われて初めて気付く安心と安定  



 

 

起業準備時間の増やし方－２５８ 

 不安定に備えて平穏無事な環境の中で淡々と準備を進める  

 

 

起業準備時間の増やし方－２５９ 

 焦って何一つ手がつかなくなる時期を把握してそれまでに片付ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－２６０ 

 自分を知り尽くした計画表をつくるためにまず自分を知り尽くす  

 

 

起業準備時間の増やし方－２６１ 

 利益とかけ離れた深い交流をしてそれでも人は離れることを覚悟する  

 

 

起業準備時間の増やし方－２６２ 

 自分は本当は何がしたいのかは自己対話を繰り返して見つけ出す  

 

 

起業準備時間の増やし方－２６３ 

 自分の核心部分を知ると思考のブレが消え行動を起こしやすくなる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２６４ 

 自己分析を繰り返し改善策の実行を繰り返して成果につながる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２６５ 

 思考軸が即座に最も深い地点に到達できる分野を一つ持っておく  

 

 

起業準備時間の増やし方－２６６ 

 思考軸を使うときに必ず用意する必要があるものが派生・応用力  



 

 

起業準備時間の増やし方－２６７ 

 趣味とビジネスの思考軸が対極でも応用できれば効果を発揮する  

 

 

起業準備時間の増やし方－２６８ 

 心に根を張らないと周囲がすべて正しく見えて揺れ続けてしまう  

 

 

起業準備時間の増やし方－２６９ 

 心が揺れてグラつくときは自分が正しい行動をしているか再確認する  

 

 

起業準備時間の増やし方－２７０ 

 周囲の安穏な流れに逆らい行動を起こすために自分自身に釘を打つ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－２４１ 

● 自分の能力を最大限に使い切れると確信できる仕事に就く 

 

社ではなく 肩書き・組織問わず 仕事に就くのが目的です 

自分の能力を最大限に使い切れる分野をさがすために先に苦しむ 

後々に起きる後悔を先回りして消してしまいましょう 

 

 

起業準備時間の増やし方－２４２ 

● 人は一生涯あらゆる分野で教育を受け続けたほうが好い 

 

年を経るにつれ 忙しくなり学ばなくなります 

時間をつくって無理やり手習いすると知らないことに触れられます 

知らないことに触れることで 不遜な部分が少しずつ外れていきます 

 

起業準備時間の増やし方－２４３ 

● 人それぞれ特有個別な満足ラインに対応できるよう柔軟性を高める 

 

自分の価値観 他人の価値観 異なっていて当たり前なことを忘れてしまいます 

幅広く受け入れられるよう心構えをすれば柔軟性を高められます 

分からなければ先に満足ラインを訊いてみればいいと思いません？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－２４４ 

● 生活が掛かっていることが事実を曇らせている現実がある 

 

生活が掛かると何に於いても生活が最優先になります 

生活が回っている余裕があるときに緻密に練り上げます 

我慢して一気に遠ざけることも視野に入れてみてください 

 

起業準備時間の増やし方－２４５ 

● 成果を出したいのなら営利を忘れて本質を追った方が好い 

 

覚悟を決めて営利を追わない期間を先につくってください 

営利を追わない覚悟の分だけ 成果は後からついてきます 

本質を追った期間を分かってくれる人が必ず見つかります 



起業準備時間の増やし方－２４６ 

● 仕事はマラソン 瞬発力勝負の短距離走をくり返すともたない 

 

基礎体力がないから 瞬発力勝負でいいと割り切るとバテます 

全力で走る必要はないにしても ある程度の速力は必要です 

後のことを考えながらの余力計算は緻密に組み上げてくださいね 

 

 

起業準備時間の増やし方－２４７ 

● 現状の行き詰まりを放置すると無為な苦労が後々付いて回る 

 

詰まったものは生ごみとして考えると放っておけなくなりますよね？ 

すぐ片付けて処理しないと さわるのもイヤになってしまいます 

そのときその場 が めんどうも一番小さくて済みます 

 

起業準備時間の増やし方－２４８ 

● 善後処置策のない予防策は存在の意義をなくしている 

 

こぼれ落ちたときのために 前もって防ぐから予防です 

それでもこぼれ落ちたときへの善後処置策も含めての予防です 

予防策は本当に最後の防護壁になりますので先につくってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２４９ 

● 善後策としての事例収集・事例提示までが予防策に含まれる 

 

事前に事例収集をして事例提示を済ませる前段取りをする 

気が抜けると取りこぼすので予習はすべて済ませておいてください 

予習の上に予行演習まで済ませておくと鬼に金棒です 

 

起業準備時間の増やし方－２５０ 

● 自分をつくり変えるには 自分／周囲／世間 が思うより時間を要する 

 

自分への見積もりは何度反省しても本当に甘いと思い知らされます 

変えたくない状態から実際に変えるまでのこころの抵抗まで含めないといけません 

時間を要すると思って用意する倍の時間は確保してください 



起業準備時間のつくり方－２５１ 

● まずは 『 ガス抜き 』 からと考えてしまうと意欲も抜けてしまう 

 

楽しいことを先に片付けようとすると楽しいことで日が暮れます 

最優先順位のものを日々の一番前に持ってきて手を付けてください 

意欲が抜けていき自然にガスを抜こうという気持ちになっていきます 

 

 

起業準備時間の増やし方－２５２ 

● 最低限の計算は保身目的だけの計算になっていないか再確認する 

 

最低限の上にもう一段 念のための計算を入れておく 

スランプの時期が入り込むと対処できなくなります 

予定は狂うものと考えて事前にさらに保険を掛けておいてください 

 

起業準備時間の増やし方－２５３ 

● 自分の逃げ込む場所と将来の自分の居場所さがしを履き違えない 

 

間違うと現在の自分自身の居場所を失います 

居場所の確保が最優先 その上乗せが将来の居場所です 

居場所が確保される期間の計算結果は常に把握しておいてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２５４ 

● 何があっても降りない対象をどうにかして自力で見つけ出す 

 

何があっても降りない対象でないと折れた瞬間に逃げようとします 

何となく他人に影響され本心から出ていない場合 甘えが出ます 

ごまかし切れない本当に難しい自分の気持ちと向き合ってください 

 

起業準備時間の増やし方－２５５ 

● 何があっても降りないという意思で自分をつくり上げる 

 

何があってもこの仕事を辞めないと決めたものが天職です 

就職の場合とは若干異なる概念です 

一生涯降りるわけにいかない仕事をつくり上げてください 



起業準備時間の増やし方－２５６ 

● プロはカンタンに辞めてしまえるものではない（引用） 

 

使わせるのは簡単かもしれませんが名乗った以上 降りられません 

名乗る以上 矢面に立つ覚悟が必要になります 

アマとプロの違いが明確な業界を調べてみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２５７ 

● 奪われて初めて気付く安心と安定 

 

失うのは自分の意思かもしれないですが奪われるのは突然です 

しばらく気がつかないですが その後 本当にありがたいことに気付きます 

ふつうの暮らしが本当にありがたいことを 先に噛みしめてください 

 

起業準備時間の増やし方－２５８ 

● 不安定に備えて平穏無事な環境の中で淡々と準備を進める 

 

不安定なときの構想は揺らぎながらの構図なのでぼやけます 

構図さえ描き切っていると金銭・気持ちの上下があっても進捗します 

余裕があるときに淡々と構図を描き切ってしまってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２５９ 

● 焦って何一つ手がつかなくなる時期を把握してそれまでに片付ける 

 

金の切れ目が縁の切れ目ではないですが影響力は大きいです 

お金のことが心配になるとこころがお金にどうしても寄っていきます 

時期を把握して事前に先回りして対処してください 

 

起業準備時間の増やし方－２６０ 

● 自分を知り尽くした計画表をつくるためにまず自分を知り尽くす 

 

計画を立てる前に自分自身を知り尽くすとクセを見抜いた計画表ができ上がります 

いつ気分が乗る いつ休む いつ緩む いつ限界が来る などなど 

計画表作成前に 行動理解をすることの大切さにも気付いてくださいね 



起業準備時間の増やし方－２６１ 

● 利益とかけ離れた深い交流をしてそれでも人は離れることを覚悟する 

 

冷たいかもしれないですが 人は離れるものと考えて付き合う 

次回いつ逢えるかが常に分からない戦友です 

孤独と隣り合わせを共感して 付かず離れずで接してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２６２ 

● 自分は本当は何がしたいのかは自己対話を繰り返して見つけ出す 

 

飽きとの勝負になりますが何度もこなすと少しずつ答えが見えます 

アレではないコレではないアレもコレも 増えたり減ったりします 

本当にしたいこと以外も消さずに最優先順に並べ替えてください 

 

起業準備時間の増やし方－２６３ 

● 自分の核心部分を知ると思考のブレが消え行動を起こしやすくなる 

 

中心部分にある核を知って芯からの行動と認識して行動する 

誰にも影響されていない自分の想いだけで行動できていると感じます 

逃げ場をつくらないまっすぐな行動を積んで自信を付けてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２６４ 

● 自己分析を繰り返し改善策の実行を繰り返して成果につながる 

 

自分の揺れやズレを定期的に修正して改善する 

成果につなげるために時間を掛けて改善策の実行を繰り返す 

どれだけ忙しくても常に時間を増やすことを心掛けてください 

 

起業準備時間の増やし方－２６５ 

● 思考軸が即座に最も深い地点に到達できる分野を一つ持っておく 

 

人に言えること言えないこと 何でもいいので得意分野を一つもってください 

転用力を備えてその分野から考え方を流用できるように自己を仕上げてください 

思考軸の問題だけなので 表に出すか内に秘め続けるかは自由です 



起業準備時間の増やし方－２６６ 

● 思考軸を使うときに必ず用意する必要があるものが派生・応用力 

 

習ったまましかできない状態から脱するのが派生・応用力 

分野違いの事例を類推して成立させるように考え直して組み立てます 

慣れるまで混乱・適用できないことも多いですが挑戦してみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２６７ 

● 趣味とビジネスの思考軸が対極でも応用できれば効果を発揮する 

 

趣味の概念が役に立つかもしれないと考えると転用できます 

強引な対極軸であればあるほど通例思い付かない次元のことが浮かびます 

役に立たない分野だからと切り捨てず もしかしたらと視点を変えてみてください 

 

起業準備時間の増やし方－２６８ 

● 心に根を張らないと周囲がすべて正しく見えて揺れ続けてしまう 

 

自信を失うと自信を持っていた過去の自分そのものまで否定してしまいます 

周囲がすべて正しいと思ってしまうと何も考えられず行動できずになります 

想いや現状ではなく過去の記録を見直して 記録を基に立て直してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２６９ 

● 心が揺れてグラつくときは自分が正しい行動をしているか再確認する 

 

グラついている原因よりも本末転倒行動を外していきます 

時間が掛かっても 本筋の行動をゆっくり入れ込んでいきます 

回復させるためにリハビリのように遅くても確実に立て直してください 

 

起業準備時間の増やし方－２７０ 

● 周囲の安穏な流れに逆らい行動を起こすために自分自身に釘を打つ 

 

安穏が手に入る人は 安穏が手に入る事前作業をしています 

もしくは組織の中での安穏な流れに身を任せている生活かもしれません 

安穏を手に入れるために行動を起こしている と 時折締め直してください  



【 起業準備時間の増やし方 ２７１－３００ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－２７１ 

 遠くを見据えて意思と自我を持つ人の集まりに身を寄せる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２７２ 

 すべてはスタートラインを切ってからと考えていると出遅れる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２７３ 

 前段取りをどこまでも詰めるために長い長い助走をする  

 

 

起業準備時間の増やし方－２７４ 

 気の持ちようが変わるココロのほぐし場所をつくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２７５ 

 どんどん欲張って居心地のいい空間を自力で追い求める  

 

 

起業準備時間の増やし方－２７６ 

 聴くことにも真摯な姿勢と覚悟が必要  

 

 

起業準備時間の増やし方－２７７ 

 信用されることが何よりの自信につながる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２７８ 

 育成を重んじない即時成果ビジネスに迎合しない  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－２７９ 

 人それぞれの生き方は例外事例そのもので一般論は存在しない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２８０ 

 できることに目を付けて手を付けて一つずつ課題を片付けていく  

 

 

起業準備時間の増やし方－２８１ 

 自分ができる範囲は自分で想定するより極端に狭い  

 

 

起業準備時間の増やし方－２８２ 

 １週間を２４時間が７日で１６８時間と時間単位で考えて生活整理する  

 

 

起業準備時間の増やし方－２８３ 

 自信がない箇所を一つずつ消していくと自信が持てるようになる  

 

 

起業準備時間の増やし方－２８４ 

 変わらない日常を日々過ごしていても自分自身は変わらない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２８５ 

 相手を動かしたいだけに見えてしまう言葉を使わない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２８６ 

 一分一秒たりとも無駄にしない  

 

 

起業準備時間の増やし方－２８７ 

 壮大な計画を立てて意欲が消えないうちに自分の位置まで逆算する  



 

 

起業準備時間の増やし方－２８８ 

 とりあえず身銭・・・という貧困状況になっても心を焦らせるのは厳禁  

 

 

起業準備時間の増やし方－２８９ 

 自分探しは答えにつながる要素（断片）をさがす作業  

 

 

起業準備時間の増やし方－２９０ 

 自分の中の空白部分に虚を衝かれないように寸を詰めていく  

 

 

起業準備時間の増やし方－２９１ 

 １５分もらえたらその場で自分を出し切れる自己紹介文を用意しておく  

 

 

起業準備時間の増やし方－２９２ 

 回り道した方が最終的な目的地に到達する時間が短くなることもある  

 

 

起業準備時間の増やし方－２９３ 

 焦らせて間違わせて責任を取れないのなら見守ることに徹する  

 

 

起業準備時間の増やし方－２９４ 

 最短ルートで結果を出すにはどうするか？を考えてから着手する  

 

 

起業準備時間の増やし方－２９５ 

 生きていくことに必要なものは知識を練り込んだ知恵  

 

 

起業準備時間の増やし方－２９６ 

 地道にてくてく動いて徐々に変えていく  



 

 

起業準備時間の増やし方－２９７ 

 呑気に気構えてそのうち変わってくるくらいの心持ちで行動する  

 

 

起業準備時間の増やし方－２９８ 

 鬼であり人で居るために必須のものとして理念を創り出す  

 

 

起業準備時間の増やし方－２９９ 

 魅力ある人であり続けようとすることを怠るとすぐ人の心は離れていく  

 

 

起業準備時間の増やし方－３００ 

 目に見えない基礎固めを最も大切にする  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－２７１ 

● 遠くを見据えて意思と自我を持つ人の集まりに身を寄せる 

 

今現在の我が身ではどう考えても釣り合わない場所に身を寄せる 

将来も含めて自分が居たい輪の中に力のないときから入り込む 

厳しくとも遠く遠くを見据えて 先にどんどんつらい目に遭ってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２７２ 

● すべてはスタートラインを切ってからと考えていると出遅れる 

 

見た目のスタートラインは同じですが水面下のタメが異なります 

貯めがある人は見せ方が分かった途端に本当に飛躍します 

フライングではなく出し抜けもＯＫと積極的に前のめりになってください 

 

起業準備時間の増やし方－２７３ 

● 前段取りをどこまでも詰めるために長い長い助走をする 

 

段取り１０分と思っていても実際は全然整っていなかったりします 

社会・世間にはスタートラインもゴールラインもありません 

段取りを焦らずに続けながら いつでもスタートを切れるように備えてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２７４ 

● 気の持ちようが変わるココロのほぐし場所をつくる 

 

貧困が近くなるにつれ気持ちが大きく揺らぎます 

そうでなくとも決断の連続で気も休まらない日々が続きます 

こころをフラットにできる状況・状態を事前に把握してください 

 

起業準備時間の増やし方－２７５ 

● どんどん欲張って居心地のいい空間を自力で追い求める 

 

自力で追い求めないと居心地のいい空間は手に入りません 

動かないと気持ちも動きそのもの も 小さくなっていきます 

一つまた一つと 自分の足で居場所を増やしてください 



起業準備時間の増やし方－２７６ 

● 聴くことにも真摯な姿勢と覚悟が必要 

 

聴いてほしいことや悩みがあるから話しています 

聴くだけでも不安心の不が外れるという意味を持っています 

答えられなくても ただ黙って一緒の空間を共有してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２７７ 

● 信用されることが何よりの自信につながる 

 

人のために尽くして信じてもらう 尽くすことを重ねる 

恩は着せない 恩を期待しない 尽くして尽くして忘れる 

自分自身を信じてもらうためだけに行動してください 

 

起業準備時間の増やし方－２７８ 

● 育成を重んじない即時成果ビジネスに迎合しない 

 

植物も動物も育成期間が必要です 

即効果を求めても持続はしません 

息切れするような体力勝負のビジネスに迎合しないようにしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２７９ 

● 人それぞれの生き方は例外事例そのもので一般論は存在しない 

 

自力での事例検証の末に集めた近似値で説明をする実証性 

現場を知らない人が学説から入り一般論を寄せ集めた信憑性 

あなたの生き方は一般論ですかと言われると腹が立ちますよね？ 

 

起業準備時間の増やし方－２８０ 

● できることに目を付けて手を付けて一つずつ課題を片付けていく 

 

できないことを悩む時間でできることとできないことを仕分ける 

できないことを憂う時間にカンタンにできることから手をつける 

気落ちで時間を止めさせないためのリストをつくり上げてください 



起業準備時間の増やし方－２８１ 

● 自分ができる範囲は自分で想定するより極端に狭い 

 

これしかできないと考え絞り込んで もう一段絞り込んでみる 

極端に狭い範囲のできることをつくり少しずつ拡大していく 

細分化したと言いつつまだまだ広いと思われているかもしれません 

 

 

起業準備時間の増やし方－２８２ 

● １週間を２４時間が７日で１６８時間と時間単位で考えて生活整理する 

 

１６８時間を１週の総時間数と考え直して毎週の時間計算をする 

寝る時間 通勤時間 業務内外時間 家事の時間と差し引きます 

残った時間が あなたが本来抱えている一週間での総時間数です 

 

起業準備時間の増やし方－２８３ 

● 自信がない箇所を一つずつ消していくと自信が持てるようになる 

 

自信を持てと言われてもなかなか自信が持てません 

自信が持てない理由を書き出し尽くして一つずつ昇華する 

消すことはできなくても昇華して自信を持ち直すようにしましょう 

 

 

起業準備時間の増やし方－２８４ 

● 変わらない日常を日々過ごしていても自分自身は変わらない 

 

自分を変えるには自分を変える日々を過ごす必要があります 

変化したくない反射的な抵抗に気付いて その都度 変えていく 

慣れない日々が当たり前と前向きに新鮮な気持ちを楽しんでください 

 

起業準備時間の増やし方－２８５ 

● 相手を動かしたいだけに見えてしまう言葉を使わない 

 

八方美人な言葉と上から目線の言葉は嫌われます 

「 おまえが動けよ 」 口には出さずとも思われているものです 

難しいと感じることはそのまま手本を見せられる次元で伝えてくださいね 



起業準備時間の増やし方－２８６ 

● 一分一秒たりとも無駄にしない 

 

行動に関する持ち時間単位を変える 

時間単位から分単位できれば秒単位にまで変化させる 

秒単位でヒマやスキに入り込むビジネスに対抗してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２８７ 

● 壮大な計画を立てて意欲が消えないうちに自分の位置まで逆算する 

 

構想がどれだけ大きくても個人で行なうことは地道で小さな積み重ねです 

大きく区切る 粗く組み立てる 管理できる単位に換える 行動に落とし込む 

逆算して自分の位置までたどり着けば あとは行程をこなすだけになります 

 

起業準備時間の増やし方－２８８ 

● とりあえず身銭・・・という貧困状況になっても心を焦らせるのは厳禁 

 

身銭のことが差し迫ると本当に焦りますが心が焦ると浮付きます 

身銭を回す 貧困を突き放す その後にできること と 事前に段階を踏む 

身銭は身銭 目標は目標 考えることができる時期に切り分けてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２８９ 

● 自分探しは答えにつながる要素（断片）をさがす作業 

 

自分さがしをしても答えは見つかりません 

答えではなく答えにつながる断片がたくさん見つかります 

生き方を仕上げるためにどのようにつなげるか思案してください 

 

起業準備時間の増やし方－２９０ 

● 自分の中の空白部分に虚を衝かれないように寸を詰めていく 

 

空白部分がスキに変わり 心の揺れにつながっていきます 

心の揺れが大きくならないようにするために初めからスキをつくらない 

日々の生活で何もしていない気の抜けた部分を見つめ直してみてください 



起業準備時間の増やし方－２９１ 

● １５分もらえたらその場で自分を出し切れる自己紹介文を用意しておく 

 

１分３００文字語れるとすると４５００文字 ４００字詰め原稿用紙１１枚です 

記憶から抜ける あがって飛ばしてしまう部分を含めるとその倍必要です 

原稿用紙２０枚分の自己紹介文を自在に扱えるようになるとひと安心です 

 

 

起業準備時間の増やし方－２９２ 

● 回り道した方が最終的な目的地に到達する時間が短くなることもある 

 

常に最終目的地を意識して行き詰まったときの迂回方法を考える 

現状の能力で対処できる迂回方法を精一杯組み合わせてください 

最短直線距離ばかり目指して立ち尽くさないでください 

 

起業準備時間の増やし方－２９３ 

● 焦らせて間違わせて責任を取れないのなら見守ることに徹する 

 

見守ることができないから焦らせたり間違わせたりしてしまいます 

それで責任を取れないなら見守ることに徹するしかできなくなります 

見守ることに徹するよう先に冷静な方策を立ててください 

 

 

起業準備時間の増やし方－２９４ 

● 最短ルートで結果を出すにはどうするか？を考えてから着手する 

 

少し時間を置いて最短ルートで結果を出すにはどうするか？を考える 

少々時間が掛かっても最短の時間割を組み上げると後行程を短縮できます 

後行程がないまま座礁してしまうことの予防にもなっています 

 

起業準備時間の増やし方－２９５ 

● 生きていくことに必要なものは知識を練り込んだ知恵 

 

知識は大切ですが知識を持つだけでは生きてはいけません 

知識を集める 知識を使うために練り込む 古い知識を捨て入れ換える 

自由自在に使いこなせる知恵の形にしてストックしてください 



起業準備時間の増やし方－２９６ 

● 地道にてくてく動いて徐々に変えていく 

 

一気に変えようとしてもバテますし反動が起きます 

そのうち変わると信じて少しずつ気長に休まず徐々に変えていきます 

地道に続けていくと振り返ったときに遠くまで来たことに気付きます 

 

 

起業準備時間の増やし方－２９７ 

● 呑気に気構えてそのうち変わってくるくらいの心持ちで行動する 

 

変化が遅くてイライラする 変化できなくて焦る それでも止まらないでください 

休まず 焦らず 間違えず 変化が遅いことも覚悟しながら地道に行動する 

本末転倒な行動をとらない限り 前には進み続けます 

 

起業準備時間の増やし方－２９８ 

● 鬼であり人で居るために必須のものとして理念を創り出す 

 

人と仕事をする以上 情に流されたり感情的になることもあると思います 

理念や信念をつくり上げていると流されそうになっても仕事に回帰できます 

人でなしにならずに鬼になれるのは理念や信念があってこそのものです 

 

 

起業準備時間の増やし方－２９９ 

● 魅力ある人であり続けようとすることを怠るとすぐ人の心は離れていく 

 

魅力ある人になるために その後は魅力ある人で居続けるために立居振舞する 

気遣い 言葉選び 距離・空気間の測り方 本当に難しいです  

慢心した時点で人のこころはすぐ離れていくと気を引き締めて行動してください 

 

起業準備時間の増やし方－３００ 

● 目に見えない基礎固めを最も大切にする 

 

目に見えない基礎部分を持っていないと話についていけなくなります 

追随できるからこそ 数多くの出逢いの中 多くのことを吸収できます 

話が通じている 通じていない 黙っていても見抜かれています 



【 起業準備時間の増やし方 ３０１－３３０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－３０１ 

 仕組みをつくり仕組みを回す どちらの歯車が欠けても回らない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３０２ 

 軽くあしらっていると社員も家族も（知人も友人も）離散する  

 

 

起業準備時間の増やし方－３０３ 

 生やさしいものでもない言葉 【 家族のように大事にする 】  

 

 

起業準備時間の増やし方－３０４ 

 時間の圧縮の仕方を憶えて足りないモノ・コトを埋めていく  

 

 

起業準備時間の増やし方－３０５ 

 自分を止めている過去のブレーキ事象を超えるきっかけをさがす  

 

 

起業準備時間の増やし方－３０６ 

 不遇のときは順調な時期の自分を重ね合わせる状況を考える  

 

 

起業準備時間の増やし方－３０７ 

 べルコンラインから顔を上げるとたくさんのことが見えてくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３０８ 

 群れない ・ 流されない ・ 下は向かない  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－３０９ 

 自らの意志付けで自分が変わるための小さなことを続けていく  

 

 

起業準備時間の増やし方－３１０ 

 半年単位で 『 時間・お金・考え方 』 の貯金をする  

 

 

起業準備時間の増やし方－３１１ 

 無茶なことはしない ・ 手抜きをしない ・ 近道はない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３１２ 

 再起を志すなら時間が掛かることを覚悟して焦らず自ら心を折らない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３１３ 

 使い方の分からない道具（資格）ばかり揃えても価値が生まれない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３１４ 

 強い意思を持たないとお金はすぐ失くなる方へ動いてしまう  

 

 

起業準備時間の増やし方－３１５ 

 失格の烙印を押されることが怖くて自己表現できないことが失格  

 

 

起業準備時間の増やし方－３１６ 

 自信を持って 『 自分は自分 』 という発想をすることが最も大切  

 

 

起業準備時間の増やし方－３１７ 

 明確な自分自身を見出すための方法・手段・種別は何でもいい  



 

 

起業準備時間の増やし方－３１８ 

 特殊な環境で一般論は一つとして通用しない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３１９ 

 大多数の意見が正解とは限らないが自己都合解釈もしてはいけない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３２０ 

 自己分析は自分を完全理解するためにすると言葉通りに解釈する  

 

 

起業準備時間の増やし方－３２１ 

 肩書きを背負うといかに人が人そのものを見ていないのかが分かる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３２２ 

 物事を表面でしか見ない人には薄い人しか周囲に集まらない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３２３ 

 最終目的・本来の目的・目先の目的の主軸を通すことを忘れない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３２４ 

 定まらないから揺れる 決めてないから揺れる 決断するが最優先  

 

 

起業準備時間の増やし方－３２５ 

 世論・世間の視点に疑念を持ってみる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３２６ 

 律することができる人が自由を受け取ることができる  



 

 

起業準備時間の増やし方－３２７ 

 自分自身の考え方そのものが仕事選びの姿勢そのままに反映する  

 

 

起業準備時間の増やし方－３２８ 

 労働して稼ぐ義務はあるにしても働くと共にストレスを負う義務はない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３２９ 

 自由を自在に組み立てるには自由を自在に組み立てる能力が必要  

 

 

起業準備時間の増やし方－３３０ 

 環境がぬるくても自分自身がどう振る舞うかで今後はどうにでも変わる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－３０１ 

● 仕組みをつくり仕組みを回す どちらの歯車が欠けても回らない 

 

仕組みをつくりながら仕組みを回す 仕組みを回しながら仕組みをつくる 

仕組みをつくる時間 仕組みを回す時間 両方の時間が必要になります 

仕組みを寝かせる間に別の仕組みを回すなど器用さを身に付けてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３０２ 

● 軽くあしらっていると社員も家族も（知人も友人も）離散する 

 

人を大切に想うから人の気持ちが少しずつ分かってきます 

肩書きに関係なく 家族での親子の上下も本当は関係ありません 

軽くあしらわれて黙っておけないのは身分に関係なく誰しも同じです 

 

起業準備時間の増やし方－３０３ 

● 生やさしいものでもない言葉 【 家族のように大事にする 】 

 

大事にすると言いつつも想っていつつもできないものです 

それほどまでに人を優先して大事にすることは難しいです 

相手の生き方そのものの責任を取るつもりで振る舞ってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３０４ 

● 時間の圧縮の仕方を憶えて足りないモノ・コトを埋めていく 

 

お金がないと何もできませんが時間がないと本当に何もできません 

時間もお金と同じように目的を持って節約して貯めて貯めて大きく使う 

効率の高い時間の使い方をできていると感じると楽しくなってきますよ 

 

起業準備時間の増やし方－３０５ 

● 自分を止めている過去のブレーキ事象を超えるきっかけをさがす 

 

過去の出来事で身動きできないと言われた相手方の気持ちを考える 

相手方が何を感じどう言葉を発するかを実際に書き留めてみる 

過去のブレーキ事象を自分自身から突き放すとヒントが見えてきます 



起業準備時間の増やし方－３０６ 

● 不遇のときは順調な時期の自分を重ね合わせる状況を考える 

 

不遇のときに不遇に埋もれてしまうと立て直しに時間が掛かります 

気持ちは順調な時期そのままに いつも変わらず普段通りと意識する 

本末転倒生活に入り込まないよう クサらず淡々と修正してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３０７ 

● べルコンラインから顔を上げるとたくさんのことが見えてくる 

 

忙しいと感じたまま日々変わらない生活を送る 

感情を捨てて 物理的な持ち時間・空き時間を再計算する 

日常生活から顔を上げてみるだけで気付くこともたくさんあります 

 

起業準備時間の増やし方－３０８ 

● 群れない ・ 流されない ・ 下は向かない 

 

下を向いている人や流されている人に 人は集まりません 

自分を頼って 『 来る 』 ことが徐々に当たり前になっていきます 

共有空間があると安心しますが成長のために敢えて離れてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３０９ 

● 自らの意志付けで自分が変わるための小さなことを続けていく 

 

毎日自分の姿や行動を見ているので本人は変わらないと感じます 

それでも小さなことを続けてさえいれば 変わり続けられます 

遠くまでたどり着いた人も小さなことを積み重ねたと考えましょう 

 

起業準備時間の増やし方－３１０ 

● 半年単位で 『 時間・お金・考え方 』 の貯金をする 

 

５年を１０分割すると半年が１単位になります 

半年を１０分割すると約２週間（１８日）になります 

１年後が遠いと思われる方は半年を１単位としてみてください 



起業準備時間の増やし方－３１１ 

● 無茶なことはしない ・ 手抜きをしない ・ 近道はない 

 

成果が出なくても成長が遅くても淡々と積み上げる 

無茶をせず手抜きをしていない人は着実な人と認知されます 

近道をつくらず手抜きをしない着実な人と思われたくはないですか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－３１２ 

● 再起を志すなら時間が掛かることを覚悟して焦らず自ら心を折らない 

 

折れて再起を志しそれから実際の再起の行動をとる 

順調な周囲が羨ましいと感じるかもしれませんが我が身に専心してください 

元々が折れていての建て直しと考えると時間が掛かると割り切れます 

 

起業準備時間の増やし方－３１３ 

● 使い方の分からない道具（資格）ばかり揃えても価値が生まれない 

 

資格のための資格ではなく 動機の一部 仕事の総称として資格があります  

資格自体は単なる証明書ですのでたくさん並べても価値は生まれません 

使う必要が生じたときに取得すると役に立つと考えてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３１４ 

● 強い意思を持たないとお金はすぐ失くなる方へ動いてしまう 

 

お金は消えてなくなる方へ向かうのが自然と考えて対策を考える 

上手に流れに逆らえるから節約ができてお金も貯まっていきます 

難しいと思わず意思を込めた行動として節約と貯金をしてみてください 

 

起業準備時間の増やし方－３１５ 

● 失格の烙印を押されることが怖くて自己表現できないことが失格 

 

失敗や失格と思われることはつらいですが何もしない後悔はずっと残ります 

自己表現できないことを知らされることも次へ向けての一つの勉強です 

怖くてもどんどん自己表現して 何度も修正を繰り返してください 



起業準備時間の増やし方－３１６ 

● 自信を持って 『 自分は自分 』 という発想をすることが最も大切 

 

あなたはあなた わたしはわたし ひとはひと 本当に人それぞれです 

どれだけ影響を受けたとしても 最終的に決めるのは誰しも自分自身です 

自分で工夫をして独自性を信じてもらえるようにまず自分を信じてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３１７ 

● 明確な自分自身を見出すための方法・手段・種別は何でもいい 

 

未来の生き方を確定させるために現状と過去の生き方を参考にする 

要素だけの抽出なので後ろ暗いことも反証事例として大いに参考になります 

明確な自分自身を見出すだけなので手段は選ばないでください 

 

起業準備時間の増やし方－３１８ 

● 特殊な環境で一般論は一つとして通用しない 

 

一般論が活きるのは一般論が通用する環境です 

それでも通例として通用するかもしれないという次元と考えます 

特殊環境でなくとも人の生き方そのものは本当は個別事例です 

 

 

起業準備時間の増やし方－３１９ 

● 大多数の意見が正解とは限らないが自己都合解釈もしてはいけない 

 

検索すれば正解ではなく意見が多数見つかります 

永続的に検索される検索の意味を知る人は慎重かつ無難に言葉を選びます 

思い切った意見や潔い意見は出にくいことを先回りして情報を解釈してください 

 

起業準備時間の増やし方－３２０ 

● 自己分析は自分を完全理解するためにすると言葉通りに解釈する 

 

それ以下それ以上もなく自分を理解するためだけに自己分析をします 

分析すれば何かが見えるのではなく分析結果が仕上がるだけです 

その結果を基にどのように自己を方向づけるのかを決めてください 



起業準備時間の増やし方－３２１ 

● 肩書きを背負うといかに人が人そのものを見ていないのかが分かる 

 

組織で人そのものが立つと都合が悪い部分もあります 

それを越えた部分で肩書きを背負うのは便宜上だけなのでしょうか？ 

人を見ることの難しさから逃げず人そのものを見るようにしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３２２ 

● 物事を表面でしか見ない人には薄い人しか周囲に集まらない 

 

厚みのある人には厚みのある人が集まります 

厚みのある人の言動を理解するためにものごとを深く考えるクセをつける 

考えてからものを言うようにすると反射的な薄い返答をしなくなっていきます 

 

起業準備時間の増やし方－３２３ 

● 最終目的・本来の目的・目先の目的の主軸を通すことを忘れない 

 

行動の狙いを最終・本来・目先と時系列の違いで揺らさない 

ブレない人は近くからではなく遠くから目標を引っ張ってきています 

揺らぎが小さくなるように主軸を通すことを忘れないようにしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３２４ 

● 定まらないから揺れる 決めてないから揺れる 決断するが最優先 

 

定めると揺れなくなり決めてしまうとその後も決まります 

どうすればいいか分からないではなく決めていないから何もできないでいます 

見据える先を定めて どうするのかを決めてください 

 

起業準備時間の増やし方－３２５ 

● 世論・世間の視点に疑念を持ってみる 

 

新しいことをしたい場合は世論・世間の視点に挑戦する必要が出てきます 

世論・世間の視点は中庸なのか日和見なのかどちらでしょう？ 

疑念を持つことさえなく見落としていることもかなりあると思いますよ 



起業準備時間の増やし方－３２６ 

● 律することができる人が自由を受け取ることができる 

 

自立の前にそして自立の後にともに存在するものが自律です 

律することができるから見返りとして自由を受け取ることができます 

律する方は受け取った自由も律しながら少しずつ噛みしめそうですよね 

 

 

起業準備時間の増やし方－３２７ 

● 自分自身の考え方そのものが仕事選びの姿勢そのままに反映する 

 

安直な姿勢で大切な仕事 毅然とした仕事はやってきません 

姿勢が仕事を連れてくるとすれば姿勢をただすしかありません 

反映される仕事まで加味しながら考え方をつくり上げてください 

 

起業準備時間の増やし方－３２８ 

● 労働して稼ぐ義務はあるにしても働くと共にストレスを負う義務はない 

 

ストレスを負う義務があるかのように仕事をすると楽しくなくなりつらくなります 

ストレスを負わない仕事 ストレスを負っても耐えられる仕事を選んでください 

何があってもこの仕事をしていきたいという仕事をさがしてみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３２９ 

● 自由を自在に組み立てるには自由を自在に組み立てる能力が必要 

 

自由だけを謳歌していてもいつか破綻してしまいます 

自由は自在に組み立てられる能力を持つ人が自由を自由に扱えます 

自由を責任を持って使える能力を組み立てられるようになってくださいね 

 

起業準備時間の増やし方－３３０ 

● 環境がぬるくても自分自身がどう振る舞うかで今後はどうにでも変わる 

 

環境は自己形成に影響は与えますが決定要因にはなりません 

環境がぬるくても自分に厳しく過ごせば自己に変化を与えられます 

環境に左右されない未来の自分自身を練り上げてください 



【 起業準備時間の増やし方 ３３１－３６０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－３３１ 

 大まかな人生設計ではツブシは利かない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３３２ 

 進路を決めるなら迅速・綿密・具体的に定める  

 

 

起業準備時間の増やし方－３３３ 

 自己認識を上げない限り 見掛けに見合った評価しか与えられない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３３４ 

 自分が何をしているのか分からないのが一番つらい  

 

 

起業準備時間の増やし方－３３５ 

 ぬるま湯環境ではなく環境に浸かり続けてふやけることがよくない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３３６ 

 自分自身がぬるま湯に浸かっていることに気付くことから始める  

 

 

起業準備時間の増やし方－３３７ 

 若年者が気持ちよく働ける環境こそが若年者が探し求める会社になる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３３８ 

 【 夢・カネ・自分・現実・将来 】 一本の糸で通していますか？  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－３３９ 

 構想力・行動力・計画性：夢物語＝連結性＝現実生活 繋いでますか  

 

 

起業準備時間の増やし方－３４０ 

 八方塞は状況・先が暗いは感情 二つを混ぜてしまうと混乱する  

 

 

起業準備時間の増やし方－３４１ 

 明日以降を「 変えたいのか変えるのか 」を自分の意思で決める  

 

 

起業準備時間の増やし方－３４２ 

 変えると決めて変えたい気持ちを切り離すことができてはじめて変わる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３４３ 

 情報メタボに陥ったときは情報を遮断して頭を休めることに専念する  

 

 

起業準備時間の増やし方－３４４ 

 選択肢が広く大きいほどミスする確率も高くなる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３４５ 

 情報が多いことが正解に近付くのか？を精査しながら情報を蓄積する  

 

 

起業準備時間の増やし方－３４６ 

 いいときは現状をさらに良くするにはどうするかを感情抜きで考え抜く  

 

 

起業準備時間の増やし方－３４７ 

 悪いときは局面をこれ以上下向きにさせないためにどうするか考え抜く  



 

 

起業準備時間の増やし方－３４８ 

 これからの必須は 【 情報取捨＋変化即応力 】  

 

 

起業準備時間の増やし方－３４９ 

 不安な日常をひっくり返すのではなく不安を消す解決策を常に考える  

 

 

起業準備時間の増やし方－３５０ 

 夢に一瞬で具体性を吹き込まなければ続きが見られない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３５１ 

 夢が消えたのですか？それともあなたが夢から消えたのですか？  

 

 

起業準備時間の増やし方－３５２ 

 生活水準に格差はあったとしても 心の差異に格差はない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３５３ 

 格差による偏見は社会もヒトもダメにする  

 

 

起業準備時間の増やし方－３５４ 

 外への無意味な自信は 自慢・過信・慢心としか解されない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３５５ 

 後悔しない選択肢を自力で見つける  

 

 

起業準備時間の増やし方－３５６ 

 器の大きい人は偏見の影響を見知っているので別の考え方を示す  



 

 

起業準備時間の増やし方－３５７ 

 自信や傲慢・驕りは常に紙一重  

 

 

起業準備時間の増やし方－３５８ 

 自信の高さだけでは見られないものもたくさんある  

 

 

起業準備時間の増やし方－３５９ 

 圧倒的に力が違い過ぎる人に徹底的に叩き潰されてみることも勉強  

 

 

起業準備時間の増やし方－３６０ 

 許されるのは現実逃避ではなく現実を受け止めるまでの 【 回避 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－３３１ 

● 大まかな人生設計ではツブシは利かない 

 

最初のつくりは大まかな荒削りな構図で構いません 

５年で１単位 半年を１０個 ２週間を１００個と日常生活に落とし込みます 

２・３週間の無為な繰り返しで５年が経ってしまわないようにしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３３２ 

● 進路を決めるなら迅速・綿密・具体的に定める 

 

生き方を決める際の進路になるので具体的にそして綿密に定める 

そして生き方を決めるので迅速に確定させる必要があります 

具体的そして綿密に定めて 決め切った後 迅速に行動です 

 

起業準備時間の増やし方－３３３ 

● 自己認識を上げない限り 見掛けに見合った評価しか与えられない 

 

自己認識を上げないと過去の自分に埋もれてしまいます 

変わりたい自己があるなら変わった後の自己として振る舞い続ける 

なっていたい自分になり切って格上げしなくて済むように陰で踏ん張ってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３３４ 

● 自分が何をしているのか分からないのが一番つらい 

 

スランプに陥り本末転倒生活に入ってしまう 

何をしているのか分からない状態が最もつらくなります 

本筋の状況を見つけるために本末転倒な要素を少しずつ排除してください 

 

起業準備時間の増やし方－３３５ 

● ぬるま湯環境ではなく環境に浸かり続けてふやけることがよくない 

 

厳しい環境に慣れて鈍化するようにぬるま湯環境にも馴れて鈍化します 

鈍化した状態で浸かり続けてふやけたことに気付かなくなってしまいます 

変化したいなら外へ外へ刺激を求めて行動を増やすようにしてください 



起業準備時間の増やし方－３３６ 

● 自分自身がぬるま湯に浸かっていることに気付くことから始める 

 

ぬるま湯かもしれないとよぎる感じることをどんどん書き出してみる 

気付くから修正改善できるようになり行動をとるからさらに工夫ができます 

自分自身がぬるま湯につかっていると気付くことから始めてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３３７ 

● 若年者が気持ちよく働ける環境こそが若年者が探し求める会社になる 

 

さがし求められないのは見つからないのではなく『 ない 』からです 

居心地がいいのではなく働き甲斐がある仕事を求めています 

閉塞感から来る理不尽なストレスの押し付け合いには耐えられませんよね？ 

 

起業準備時間の増やし方－３３８ 

● 【 夢・カネ・自分・現実・将来 】 一本の糸で通していますか？ 

 

すべてが一つにつながると実現はさておき将来設計が完了します 

バラバラになっている要素一つ一つを地道に埋めていくとつながります 

夢以外の部分をがんばるだけで好いというカラクリに気付きましたか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－３３９ 

● 構想力・行動力・計画性：夢物語＝連結性＝現実生活 繋いでますか 

 

夢物語を現実にするには現実にするための経路が必要になります 

できないのではなくできるよう連結させる構想力と計画性と行動を結びます 

つないだ後は現実生活との二重生活を調和させると完成します 

 

起業準備時間の増やし方－３４０ 

● 八方塞は状況・先が暗いは感情 二つを混ぜてしまうと混乱する 

 

八方塞な状況を憂うと憂うことが中心になり 考える力を失っていきます 

先が暗いと感じるのも感情で感情に埋もれる間は思考が止まっています 

感情的な部分が消える時間をつかまえて少しずつ思考を回してください 



起業準備時間の増やし方－３４１ 

● 明日以降を「 変えたいのか変えるのか 」を自分の意思で決める 

 

変えたい人は変えたいと言いつつ誰かに変えて欲しい人なので変わりません 

明日以降を変える人は変えるための行動を次々に書き出していきます 

決めて変えるための行動を書き出してその通りに行動してみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３４２ 

● 変えると決めて変えたい気持ちを切り離すことができてはじめて変わる 

 

誰かに変えて欲しくて言い続けた変えたいという気持ちを切り離す 

変えると決めたらどのようにすれば変わるのかを考え始めるようになります 

本当に変えたいなら変えたいと言い続けるねがう気持ちをあきらめてください 

 

起業準備時間の増やし方－３４３ 

● 情報メタボに陥ったときは情報を遮断して頭を休めることに専念する 

 

情報があるから振り回されるという状況がこれから何度も訪れます 

答えがないときはさがし続けて結局何もしていなかったということになります 

情報遮断をすると答えは自力で考えて練り上げるものと戻ってくるようになりますよ 

 

 

起業準備時間の増やし方－３４４ 

● 選択肢が広く大きいほどミスする確率も高くなる 

 

コレしかできない人 アレもコレもしたい人 どちらが上達が早いと感じますか？ 

選択肢が狭すぎると何もできないと感じますが広過ぎると選び方が分からなくなります 

とっておきの分野以外を糧にしながらとっておきの分野は失くさないようにしてください 

 

起業準備時間の増やし方－３４５ 

● 情報が多いことが正解に近付くのか？を精査しながら情報を蓄積する 

 

検索すると基礎事実として資料としての情報が引っ掛かります  

収集すれば収集するほど求めている中心に近付きそして散らかります 

なぜ中心に近付きそして散らかるのかを考えた考察結果を集めてください 



起業準備時間の増やし方－３４６ 

● いいときは現状をさらに良くするにはどうするかを感情抜きで考え抜く 

 

いいときは感情抜きでもちろん現状をさらに良くするためだけに欲張る 

いいときは安全で余裕があるから自然に考えても冷静に支度ができます 

いいときの方が休まず忙しく働いても大丈夫な期間なので忙しくしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３４７ 

● 悪いときは局面をこれ以上下向きにさせないためにどうするかを考え抜く 

 

悪いときは困窮して遠い目標が消えて視点が目先のことで充満します 

下向きになっている根本問題だけに焦点を当てて抜け出してください 

本末転倒生活に陥るやさぐれ状態には入り込まないようにしてください 

 

起業準備時間の増やし方－３４８ 

● これからの必須は 【 情報取捨＋変化即応力 】 

 

変化即応力を身に付ける上で自分自身の過去がまるごとジャマになります 

常に即断で情報を取捨する情報収集力と情報選択眼がこれからの必須 

元々抱えている生来の抵抗感を捨てて順応性を高めてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３４９ 

● 不安な日常をひっくり返すのではなく不安を消す解決策を常に考える 

 

不安な日常を変えようとしても不安な中で逆転策は思い付きません 

消し去っていく過程と消し去る中での工夫が解決策へ結び付きます 

不安を吐き出し掻き出し一つずつ地道にコツコツ取り去ってください 

 

起業準備時間の増やし方－３５０ 

● 夢に一瞬で具体性を吹き込まなければ続きが見られない 

 

夢には具体性も計画性もない単なる大きなロマンと解釈する 

達成成就する計画をつくり具体化して現在地まで落とし込んでいきます 

夢の中に具体性と計画性を一瞬で吹き込んで続きをつくってください 



起業準備時間の増やし方－３５１ 

● 夢が消えたのですか？それともあなたが夢から消えたのですか？ 

 

大きいからこそロマンがありそして語ることも楽しいのも事実です 

叶えるための小さく些細な繰り返しに夢から消えてしまおうとも考えます 

何もしなくても明日叶っていて欲しいと考えてしまうのも分かりますけどね 

 

 

起業準備時間の増やし方－３５２ 

● 生活水準に格差はあったとしても 心の差異に格差はない 

 

貴賎意識が問題になるのは人のタテの意識が引き起こします 

タテの意識をこころの最後の拠り所にしてしまうと最後は我が身に刺さります 

こころの差異に格差がないことを他はどうあれ自意識の中に入れ込んでください 

 

起業準備時間の増やし方－３５３ 

● 格差による偏見は社会もヒトもダメにする 

 

差異を偏見で歪ませることで社会もヒトもダメにしてしまいます 

格差によるこころの差異もそのまま認めると苦しくなくなります 

偏見を呼び起こさないよう苦しさから逃げないで欲しいと考えています 

 

 

起業準備時間の増やし方－３５４ 

● 外への無意味な自信は 自慢・過信・慢心としか解されない 

 

自分を信じると書いて自信 根拠が必要ではありません 

自分が信じていることを積み重ねて同意者を増やすだけと捉えます 

説明し切ることができる意味を持った自分を折り重ねてください 

 

起業準備時間の増やし方－３５５ 

● 後悔しない選択肢を自力で見つける 

 

後悔するかしないかは最後の最後は本人のこころが決断します 

誰にどれだけ援助されても支えられても他人は入り込むことはできません 

後悔しないと決断するにふさわしい選択肢を見つけ切ってください 



起業準備時間の増やし方－３５６ 

● 器の大きい人は偏見の影響を見知っているので別の考え方を示す 

 

偏見の影響を見知っている器の大きい人は中庸であると考えます 

見識と見聞を広げ誰よりも勉強して一般論から出た独自の意見をする 

一般論から出た独自の意見をできるように器を大きくするのでしょうね 

 

 

起業準備時間の増やし方－３５７ 

● 自信や傲慢・驕りは常に紙一重 

 

自信がなければ何もできず持ち過ぎるとそれが傲慢や驕りに変わる 

実力以上に自分を信じ込もうとするとその空白部分を憂い悩むことになります 

地道に実力を上げ続けるしかないと上手にあきらめてください 

 

起業準備時間の増やし方－３５８ 

● 自信の高さだけでは見られないものもたくさんある 

 

自信があるものに対しては自信を持てばよくそうでないものに謙虚になる 

自信がない分野は自信がないことをハッキリさせて謙虚に教わる 

細分化された未来に対応できるよう自分を折る訓練をしましょう 

 

 

起業準備時間の増やし方－３５９ 

● 圧倒的に力が違い過ぎる人に徹底的に叩き潰されてみることも勉強 

 

自信を根元から折られたりビジネスモデルを潰したくなります 

それでも価値を上げるために過信を思い知らされる好い機会です 

自信喪失した後に再建したものから価値を見つけ直しましょう 

 

起業準備時間の増やし方－３６０ 

● 許されるのは現実逃避ではなく現実を受け止めるまでの 【 回避 】 

 

現実を受け入れるまでの回避期間がそのまま継続すると逃避になります 

逃避期間が長くなると後ろめたさという見えないこころの傷を負っていきます 

回避期間が終わった時点で現実と向き直る準備をしてください 



【 起業準備時間の増やし方 ３６１－３９０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－３６１ 

 過去の栄光という見苦しい時間の払拭に最も力を入れる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３６２ 

 肩書き取ればタダの人その人に魅力がなければタダ同然の人？  

 

 

起業準備時間の増やし方－３６３ 

 泥をかぶる生き方をするのは泥をかぶるだけの力がある証拠  

 

 

起業準備時間の増やし方－３６４ 

 踏み出せないのは あなたの気持ち 力を認めるのは他人の気持ち  

 

 

起業準備時間の増やし方－３６５ 

 実績を積むだけではなく実績を見える形にして残すことが重要  

 

 

起業準備時間の増やし方－３６６ 

 決断を下すのは大切だが無理な決断をしないことは念頭に置く  

 

 

起業準備時間の増やし方－３６７ 

 行動を変えるためにではなく『 行動を変えるための行動 』をする  

 

 

起業準備時間の増やし方－３６８ 

 前向きになる行動を単純に考えてカンタンに行動に移す  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－３６９ 

 定年がなく／手に職がついて／自分に合致する／好きな仕事をさがす  

 

 

起業準備時間の増やし方－３７０ 

 思考が止まるのであれば書き留める 書き留めた時点から再開する  

 

 

起業準備時間の増やし方－３７１ 

 まずは今現在の事実・現実を受け止めて今後から逆算して行動する  

 

 

起業準備時間の増やし方－３７２ 

 精神的に余裕がないと長期的対処感覚が抜け落ちてしまう  

 

 

起業準備時間の増やし方－３７３ 

 常に深呼吸するように息を入れながら現状把握して前に進む  

 

 

起業準備時間の増やし方－３７４ 

 本音を語る ・ 親身になる ・ 晒す ための場所と仲間をつくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３７５ 

 「何かあるはず！」と自信を失う直前の地点まで遡って掘り下げる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３７６ 

 世間体に埋もれているため表面化して浮き上がらない要素が数多くある  

 

 

起業準備時間の増やし方－３７７ 

 これから必要なものは緻密過ぎる計算と柔軟性のある強（したた）かさ  



 

 

起業準備時間の増やし方－３７８ 

 結果として仕事につながるように自分自身の生きる分野・領域をつくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３７９ 

 独り歩き・表層化・カタカナ化・ツール化したものの源泉・本質を追え  

 

 

起業準備時間の増やし方－３８０ 

 下を向いている状態では抜け出すヒントは見つけられない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３８１ 

 心の置き場所を決めることに根拠は必要ない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３８２ 

 滞留し続けないために『力の付け方』を憶える  

 

 

起業準備時間の増やし方－３８３ 

 毎日を 『 いつも通り＋α 』 に 日々を更新する  

 

 

起業準備時間の増やし方－３８４ 

 お金・時間・心の余裕のすべてに貯めグセを付ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－３８５ 

 本当の自信（裏表・スキのない自分）を持ったときに人は化ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－３８６ 

 切り拓く（ひらく）という強い思い込みを自分の根底に持つ  



 

 

起業準備時間の増やし方－３８７ 

 つくり直すと決断した人から行き詰まり現状から解放される  

 

 

起業準備時間の増やし方－３８８ 

 自分が秤（はかり）にかけた分だけ秤にかけられる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３８９ 

 人は人を双方向で怖ろしいくらい見抜く  

 

 

起業準備時間の増やし方－３９０ 

 親がまず偏見に喰いつぶされないことが次世代のために重要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



起業準備時間の増やし方－３６１ 

● 過去の栄光という見苦しい時間の払拭に最も力を入れる 

 

過去の栄光を昔話として割り切り次々と一年生として習い続ける 

実績が見苦しいのではなく後ろ向きな姿勢が見苦しさを感じてしまいます 

過去にすがりたくなったとき後ろを振り返りたくなったのかとねじを〆直してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３６２ 

● 肩書き取ればタダの人その人に魅力がなければタダ同然の人？ 

 

ただの人としてどれだけ魅力を上げるのかが重要になります 

何を備えれば自分らしく成長できるかを考えて実践する 

気張らず気負わず自然体でムリなく自力を高めてください 

 

起業準備時間の増やし方－３６３ 

● 泥をかぶる生き方をするのは泥をかぶるだけの力がある証拠 

 

泥をかぶるのがイヤだから逃げる初めから何も言わない 

泥をかぶろうとする人は居ないのが普通で意見も言わないのが普通です 

逃げたい人が多い中で前向きに取り組んでいる姿勢は自負してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３６４ 

● 踏み出せないのは あなたの気持ち 力を認めるのは他人の気持ち 

 

踏み出すのは本人で評価するのは他人なので出してみないと反応が見えません 

認めてもらえないと思い込んで踏み出していない限り評価はずっと下されません 

認めてもらえなければ認めてもらえるように修正すればいいと開き直ってください 

 

起業準備時間の増やし方－３６５ 

● 実績を積むだけではなく実績を見える形にして残すことが重要 

 

見えない実績を積むことと見えるように実績を積み上げることどちらも重要です 

視覚化させて見せてしまう方が説明に時間も掛からず好印象を残すことができます 

聞きたい人には説明して見たい人には見せられるよう適宜対応してください 



起業準備時間の増やし方－３６６ 

● 決断を下すのは大切だが無理な決断をしないことは念頭に置く 

 

決めて後を断つとムリなことでも無謀なことでも次の行動を促されます 

セコイと言われても姑息と思われても二重三重に行動の保険を掛けてください 

勝算があってこその決断ですので緻密にしたたかに練り込んでください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３６７ 

● 行動を変えるためにではなく 『 行動を変えるための行動 』 をする 

 

変わりたい人は変わらない 行動したい人は行動をしていない 

いきなり変わろうとすると周囲が気になり自分が変わることにも怖くなります 

行動を変えるための行動をしながら目的につながる実際の行動をしてください 

 

起業準備時間の増やし方－３６８ 

● 前向きになる行動を単純に考えてカンタンに行動に移す 

 

後向きな人がいきなり前向きになる行動を反動を考えず一直線に実践する 

ムリな人がムリなことをしてムリを重ねて疲れているようにしか見えません 

カンタンできるできないに分けてカンタンな行動から実行してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３６９ 

● 定年がなく／手に職がついて／自分に合致する／好きな仕事をさがす 

 

一生涯通してやっていきたいことで技術が身に付く自分らしい仕事を見つける 

食べるため家族のためと表向きの理由を見つけては周囲を傷つけない 

ホンネの部分に近い何があっても絶対やめたくない仕事をさがしてください 

 

起業準備時間の増やし方－３７０ 

● 思考が止まるのであれば書き留める 書き留めた時点から再開する 

 

蓄積したいのであれば中断しても辞めてもいいから消さないようにする 

思考の場合は目に見えないので 思い出せず消えてなくなる場合があります 

思考停止したくないのに思考が停止する場合は可視化できる状態で留めてください 



起業準備時間の増やし方－３７１ 

● まずは今現在の事実・現実を受け止めて今後から逆算して行動する 

 

必ず目的地を見つけて未来から現在地まで引っ張ってきてください 

そして現在地にある状況を冷静に考えてできることから組み立てていきます 

解除・積上・縮小・拡散など現実性と事実を踏まえて感情と分けて動かしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３７２ 

● 精神的に余裕がないと長期的対処感覚が抜け落ちてしまう 

 

長期的対処は長い目を持っている間だけできることと割り切る 

精神的に余裕がなくなると視野が狭くなり目先で手一杯になります 

精神的余裕がなくなることを予見して事前に先回りしてください 

 

起業準備時間の増やし方－３７３ 

● 常に深呼吸するように息を入れながら現状把握して前に進む 

 

現状把握できるのは現状把握するだけ余裕があるからです 

現状把握ができたならその時点で息を入れて前に進む方法を考える 

息は切れるもの だから息は大きく入れるものと単純に考えてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３７４ 

● 本音を語る ・ 親身になる ・ 晒す ための場所と仲間をつくる 

 

ホンネを語り合うから親身になることができて晒すからこころを開いてもらえます 

どちらが先に晒すかというさぐりの時間ももったいない人と付き合いをする 

出し合えるためにはどうすればいいかと実践できるように考え尽くしてみてください 

 

起業準備時間の増やし方－３７５ 

● 「何かあるはず！」と自信を失う直前の地点まで遡って掘り下げる 

 

自信を失ってしまうと何がどうなっているのかさえ分からなくなります 

その前に事前に手を打っていたことがあるかどうかを記録から思い返す 

自信を失う直前と自信を失った時期をまるごと切り離す作業をしてください 



起業準備時間の増やし方－３７６ 

● 世間体に埋もれているため表面化して浮き上がらない要素が数多くある 

 

世間体という言葉がどれほど当事者を苦しめるかは当事者しか分かりません 

言葉を悪くすると自分がかわいいという次元から出たくないから世間体に逃げる 

埋もれている事象が表面化したときに独走できるように虎視眈々と準備してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３７７ 

● これから必要なものは緻密過ぎる計算と柔軟性のある強（したた）かさ 

 

全年代で価値観が入り混じることを想定して情報を発信取捨する 

そして年齢と過去の積み上げによる無意識の抵抗を消す 

世代ごとに切り分けられる緻密さと清濁を併呑する柔軟性を備えてください 

 

起業準備時間の増やし方－３７８ 

● 結果として仕事につながるように自分自身の生きる分野・領域をつくる 

 

生き方を決めて生き抜く分野を決めて広げたい領域をつくる 

少しずつしか広がらないので精一杯頑張って待つしかないときは待つ 

目的ではなくあくまで結果として仕事につながるように仕上げてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３７９ 

● ひとり歩き・表層化・カタカナ化・ツール化したものの源泉・本質を追え 

 

意味もなく勝手に独り歩きしている事象をさがすと空白部分が見つかります 

誰も手をつけていないもしくは不明過ぎて諦めたなどの理由が見えてきます 

源泉・本質を追いながら勝算があるかどうかも加味して掘り下げてください 

 

起業準備時間の増やし方－３８０ 

● 下を向いている状態では抜け出すヒントは見つけられない 

 

下を向き続けても肩が凝り気分が重くなり疲れるだけです 

クビを上げて周りを見渡して歩き回り観察するからヒントが見つかります 

上にではなく下にでもなく真正面を見据えて行動をしてみてください 



起業準備時間の増やし方－３８１ 

● 心の置き場所を決めることに根拠は必要ない 

 

こころの置き場所を決めるときは過去も現在も未来も捨ててください 

身内を含む他人がこころの置き場所まで決める根拠はどこにもありません 

こころの置き場所なのだから置きたいところに置けばいいと思いませんか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－３８２ 

● 滞留し続けないために『力の付け方』を憶える 

 

現状維持はその場から動けない滞留なので実は衰退になります 

力がついていないのではなく現状維持する力しか持っていない 

余裕のつくり方を見つけてその余裕で付加価値に変えてください 

 

起業準備時間の増やし方－３８３ 

● 毎日を 『 いつも通り＋α 』 に 日々を更新する 

 

時間割通りの生き方は既定の生き方なのでラクです 

毎日に自力で余裕をつくって毎日に＋αを上乗せする 

上乗せ分の積み上げで新しい自分へ少しずつ入れ換えてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３８４ 

● お金・時間・心の余裕のすべてに貯めグセを付ける 

 

意識していないと貯まらないのがお金と時間そしてこころの余裕です 

意識しないことを意識して普段と逆の行動をするので初めはつらくて当然です 

貯めグセがないところから始まりますのでクセ付けから始めてください 

 

起業準備時間の増やし方－３８５ 

● 本当の自信（裏表・スキのない自分）を持ったときに人は化ける 

 

意識しないスキを消して余計な羨望を消して自分自身を受け入れる 

その状態から一つずつ認めてもらう行動を積み重ねて実際に承認を得る 

ありのままで認められる範囲を広げていくと自然に変われています 



起業準備時間の増やし方－３８６ 

● 切り拓く（ひらく）という強い思い込みを自分の根底に持つ 

 

つらくて当たり前の生き方をすることに気付かずつらいことをする 

つらくても切り拓く想いを持っていないとつらいが重なったときに折れます 

自分がやらないと誰がやるというほどの開墾・開拓の意思を抱えてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３８７ 

● つくり直すと決断した人から行き詰まり現状から解放される 

 

決断して改善行動をとり続けて少しずつ行き詰まりから解放されます 

苦痛なことなので 決められないそして行動できないのが普通です 

行き詰まり状況においてもできないことが普通と割り切ってください 

 

起業準備時間の増やし方－３８８ 

● 自分が秤（はかり）にかけた分だけ秤にかけられる 

 

謀らずも人を測ると測られて人を試すと試されてしまいます 

両天秤 あなたがしていることと同じことをあなたもされています 

秤にかけても意味がないかけようもない価値の高いものを揃えましょう 

 

 

起業準備時間の増やし方－３８９ 

● 人は人を双方向で怖ろしいくらい見抜く 

 

見抜かれていないのは実力差があるから揉み消されているだけです 

相手に力が付いて実力差が埋まったとき弁明のしようもなくなります 

元々からすべてを見抜かれた前提で接すれば申し開きも何もないですよね 

 

起業準備時間の増やし方－３９０ 

● 親がまず偏見に喰いつぶされないことが次世代のために重要 

 

次世代にものを伝えるはずが前世代が偏見に喰いつぶされているのは論外です 

怖がりすぎで何も言わない影響もあり次世代以降は分からないから好きに進みます 

世代が違えど一対一の対等な個として 意見をして対話をしてください 



【 起業準備時間の増やし方 ３９１－４２０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－３９１ 

 姿形からは見えてこない こころ・脳内を信じ切る芯の強さも必要  

 

 

起業準備時間の増やし方－３９２ 

 親は思い通りに生きてくれ 子の思い通りに生きさせてくれの相矛盾  

 

 

起業準備時間の増やし方－３９３ 

 芯の強さを求めるのなら自らが芯の強い人にならなければならない  

 

 

起業準備時間の増やし方－３９４ 

 小さなことも大きなことも上手くいかないなら思い切り大胆に斬り込む  

 

 

起業準備時間の増やし方－３９５ 

 小さな安定が将来を見失わせる  

 

 

起業準備時間の増やし方－３９６ 

 予定通りにいかないときはその部分だけに気をかけず進捗に専念する  

 

 

起業準備時間の増やし方－３９７ 

 心と行動に後ろめたさを感じないくらい先回りして日々生活する  

 

 

起業準備時間の増やし方－３９８ 

 まじめな人ほど自己を過小評価して低条件を呑んでしまう  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－３９９ 

 自力では余程のことは起こせない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４００ 

 優秀になるためにしなければならないことは肩書きに関係なく共通  

 

 

起業準備時間の増やし方－４０１ 

 結果が出なくて文句を言う・愚痴をこぼすのは必死でない証拠  

 

 

起業準備時間の増やし方－４０２ 

 中途半端に頑張ることは毒にしかならない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４０３ 

 際立てば目立つ 他との区別を著しくハッキリさせることが先決  

 

 

起業準備時間の増やし方－４０４ 

 理路整然とした勝算がない限り気持ちだけで突っ張ってはいけない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４０５ 

 再起のために本当に必要なものは本気で懲りること  

 

 

起業準備時間の増やし方－４０６ 

 「これしかできないけど誰にも負けない」ものを一つずつ増やしていく  

 

 

起業準備時間の増やし方－４０７ 

 成長見込まで念頭に入れて初めて参加することに意義が出てくる  



 

 

起業準備時間の増やし方－４０８ 

 気付いていない自分の好いところを見つけるために自分と向き合う  

 

 

起業準備時間の増やし方－４０９ 

 覚悟と向き合う気持ちが足りないと事がなかなか進まない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４１０ 

 教師にキャリア資質が備わればこどもは生き方相談まで行なえる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４１１ 

 運が悪い人は運のせいにしていないかを再考慮しないといけない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４１２ 

 意志・理念・信念にはハナからツキ・運の要素は含まれていない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４１３ 

 気にかかる鼻につく違和感ある論点こそが棚上げしていた課題のヒント  

 

 

起業準備時間の増やし方－４１４ 

 一様につぶしにかかる排他性こそ捨てなければならない要素  

 

 

起業準備時間の増やし方－４１５ 

 考えようとしている段階ではなく考え始めてから力を借りる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４１６ 

 緊張感が切れた状態でのんびりしていても重要な問題の解答は出ない  



 

 

起業準備時間の増やし方－４１７ 

 意味なくのんびりしている人に精悍さは醸し出されない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４１８ 

 ストレスを抜くために意識的に期間を決めて有限で休むことを決断する  

 

 

起業準備時間の増やし方－４１９ 

 独善的なメリットは誰かに何かを押し付けていることになっている  

 

 

起業準備時間の増やし方－４２０ 

 本心を拾い出したいのなら 訊く側がまず見栄・建前を捨てる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－３９１ 

● 姿形からは見えてこない こころ・脳内を信じ切る芯の強さも必要 

 

見えないものを信じる強さは芯が強い人でないとできません 

相手を信じるからこそ相手のこころと脳内を信じ切ることができます 

信頼されているからこそ期待にこたえられ力を発揮できると任せてみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３９２ 

● 親は思い通りに生きてくれ 子の思い通りに生きさせてくれの相矛盾 

 

子は親の人形ではなく所有物ではないので思い通りに生きてもくれません 

思い通りに生きさせて最小限の傷と痛みに済ませるのが親の役目と感じています 

思い通りに生きてくれは操作だと気付くと何が必要なのかに気付かれると思います 

 

起業準備時間の増やし方－３９３ 

● 芯の強さを求めるのなら自らが芯の強い人にならなければならない 

 

芯の強い人が周囲に居ない場合 自らの芯の強さを疑う必要があります 

自分がサンプルとして手本や実験台になってみるとよく分かります 

芯の強さ云々ではなく自らが芯を持っていないことを痛感させられます 

 

 

起業準備時間の増やし方－３９４ 

● 小さなことも大きなことも上手くいかないなら思い切り大胆に斬り込む 

 

どうすれば上手くいくかを考え尽くして実行して上手くいかなかったらそこで考える 

実行した際の細かい反応を見ながら修正して思考錯誤を繰り返す 

思い付く質量がまだ実益に結び付いていないだけかもしれません 

 

起業準備時間の増やし方－３９５ 

● 小さな安定が将来を見失わせる 

 

小さな安定を手に入れてこれでいいと感じた瞬間に退廃が始まります 

安定がないものと割り切ると自制・自律と節減を意識するようになります 

余裕度を測って安定を維持しながら将来設計構図の実現を測ってください 



起業準備時間の増やし方－３９６ 

● 予定通りにいかないときはその部分だけに気をかけず進捗に専念する 

 

予定通りに進まないストレスを抱えながらそのストレスに気が向かう 

ストレス発散に気が向かうと進捗に目を向けることを忘れてしまいます 

予定通りに進むことの方が少ないと考えて進捗を最優先してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－３９７ 

● 心と行動に後ろめたさを感じないくらい先回りして日々生活する 

 

余裕がなくなるとお金と時間と心のどれが困窮しているのか気付かなくなります 

困窮から遠ざけるものをどれか決めて一気に突き放すとどれかが一つ減ります 

どれだけストックして先回りできているかを日数単位ですべて数値で表すと便利です 

 

起業準備時間の増やし方－３９８ 

● まじめな人ほど自己を過小評価して低条件を呑んでしまう 

 

語弊がある書き方をしますがしたたかな人はテキトーです 

生き残りたいなら敢えて不遜に振る舞うほどのしたたかさが必要になります 

まじめに自己を過小評価する人は商売上必要ですか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－３９９ 

● 自力では余程のことは起こせない 

 

独力自力で頑張ってみても人一人では本当に大したことはできません 

自力で目一杯頑張ってみるのが最低限ですがそれ以上はあきらめる 

余程のことをしようと思ったら自力で何とかしようとは考えないでください 

 

起業準備時間の増やし方－４００ 

● 優秀になるためにしなければならないことは肩書きに関係なく共通している 

 

生産性の高い人に共通する行動特性を自力で見つけていく 

常に観察してどう違うのかを考えて違いを取り入れ続けて自分を変えていく 

コンピテンシーと一つの単語にして言ってしまえば簡単だったのですけどね 



起業準備時間の増やし方－４０１ 

● 結果が出なくて文句を言う・愚痴をこぼすのは必死でない証拠 

 

結果が出ないのではなく何かが不足して結果が出せない事実があります 

全力になっているかどうかを振り返ってみて心残りがあれば必死になっていません 

ムリな構図を描いていなければ結果は出るはずと手と足を休めないでください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４０２ 

● 中途半端に頑張ることは毒にしかならない 

 

相手が見えない取り組みは先を見据えていない自己満足な頑張りです 

姿勢を認めて欲しいだけで頑張るのは自他共に毒にしかなりません 

心から感謝される取り組みを見つけて奮起してください 

 

起業準備時間の増やし方－４０３ 

● 際立てば目立つ 他との区別を著しくハッキリさせることが先決 

 

その他大勢から出たいならその他大勢と区分けされる境界線をハッキリさせる 

境界線をハッキリさせてからさらに個を際立たせるために意思を確立させる 

同じことをしないと決めた時点で孤独になる覚悟も決めてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４０４ 

● 理路整然とした勝算がない限り気持ちだけで突っ張ってはいけない 

 

理路整然とした勝算があれば理論上は負けないことは約束されます 

仕組みや取り組みにスキや感情が入ってるとその部分が綻びになります 

意固地な気持ちだけで勝負していないかどうか冷静になってみてください 

 

起業準備時間の増やし方－４０５ 

● 再起のために本当に必要なものは本気で懲りること 

 

懲りないから再起できずまた懲りたからこそ怖くなって再起できない 

本気で懲りてどうするかを時間が掛かり過ぎるほど考えて一歩目を踏み出す 

懲りた後の行動はすべて身の詰まった行動なので自分を信じ直してください 



起業準備時間の増やし方－４０６ 

● 「これしかできないけど誰にも負けない」ものを一つずつ増やしていく 

 

誰にも負けないものでないとカンタンにへし折られてしまいます 

それでも時間の流れとともに老朽化して勝手に折れてしまう時期が来ます 

カンタンに折られてはいけない誰にも負けないものを一つずつ増やしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４０７ 

● 成長見込まで念頭に入れて初めて参加することに意義が出てくる 

 

今だけを見越して自己投資してもその後のつながりはないものと捉える 

今の自分自身に役に立つかどうかそして未来の自分自身に役立つかどうか 

二つの視点を織り交ぜて考えて双方を満たすものにだけ自己投資をしてください 

 

起業準備時間の増やし方－４０８ 

● 気付いていない自分の好いところを見つけるために自分と向き合う 

 

気付いていない自分の好いところを再発見するために自己分析を行う 

定期的な見直しや再建のために再発掘して必要な整理や清掃作業を見つける 

キレイに整理整頓するから澄んだ気持ちで見つめ直すことができるようになります 

 

 

起業準備時間の増やし方－４０９ 

● 覚悟と向き合う気持ちが足りないと事がなかなか進まない 

 

向き合う気持ちが足りないと失敗するごとに逃げたくなります 

覚悟が足りないと保険を掛けようとして別の途をさがしたくなります 

加速させたいなら覚悟を決めて向き合う気持ちも高めてください 

 

起業準備時間の増やし方－４１０ 

● 教師にキャリア資質が備わればこどもは生き方相談まで行なえる 

 

今の時代は大人の責任であることを官民家庭すべてで背負う 

次世代の生き方の最善形はどこにあるのかを次世代視点で考える 

こども時代に感じた気持ちを思い出して重ね合わせてみてください 



起業準備時間の増やし方－４１１ 

● 運が悪い人は運のせいにしていないかを再考慮しないといけない 

 

実力から運を差し引いたものが実力と考える 

運のせいにしてしまえばラクになるのかならないのかも考えてみる 

運が悪い人は運の要素は使えないと割り切って完全実力勝負してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４１２ 

● 意志・理念・信念にはハナからツキ・運の要素は含まれていない 

 

運を含めての意思決定はなく理念の中に運の要素は含まれないですよね 

行動の段階で迷いが生じたときや結果を見て運の要素まで巻き込んでしまう 

運の要素が絡んでいたとしても原因のない敗戦はないと厳しく見積もってください 

 

起業準備時間の増やし方－４１３ 

● 気にかかる・鼻につく違和感ある論点こそが棚上げしていた課題のヒント 

 

どうしても納得がいかないことを違和感がなくなるまで調べ尽くす 

自分自身に対する鼻につく部分の解体につながる可能性があります 

棚上げしていた自分自身へ突き付けられた課題なのかもしれませんよ 

 

 

起業準備時間の増やし方－４１４ 

● 一様につぶしにかかる排他性こそ捨てなければならない要素 

 

まず排除と考える方はなぜ排他性を持つのかを疑問に思ってください 

自分を認められない人はこころの底からは他人を認められません 

自己否定がクセな人は他者否定をしていないか留意してみてください 

 

起業準備時間の増やし方－４１５ 

● 考えようとしている段階ではなく考え始めてから力を借りる 

 

考え尽くして案を出して実行して反応を見て思考錯誤して成果を集める 

集めた成果を精査して行き詰まってはじめて力を借りる 

考えずに力を借りても力が付かないことに気付いてください 



起業準備時間の増やし方－４１６ 

● 緊張感が切れた状態でのんびりしていても重要な問題の解答は出ない 

 

余裕を持って取り組める 余裕がなくなったから尻に火が付いてできる 

緊張感があるからできること緊張感がないからできること双方あります 

ただ重要な課題に関しては緊張の糸は切らないように考え続けてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４１７ 

● 意味なくのんびりしている人に精悍さは醸し出されない 

 

出ていないようで出ているのが空気感と雰囲気 見せ方も一つの魅せ方です 

意味なくのんびりしていると意味なくのんびりしている空気感が出ます 

精悍さを出したいなら精悍さを出すための魅せ方も研究してください 

 

起業準備時間の増やし方－４１８ 

● ストレスを抜くために意識的に期間を決めて有限で休むことを決断する 

 

ストレス解消のために時間を使い過ぎると浪費時間に対してイライラします 

先に期間を決めて休むと決めてその期間まで緩まないことを決断する 

ストレス解消手段の内訳まで決め切ってガッツリ休んでください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４１９ 

● 独善的なメリットは誰かに何かを押し付けていることになっている 

 

ひとりよがりを漢字で書くと独り善がりとなります 

押し付けるメリットは押し付けがましいだけになってしまいます 

利点提示は本当は誰のためなのかを再考してみてください 

 

起業準備時間の増やし方－４２０ 

● 本心を拾い出したいのなら 訊く側がまず見栄・建前を捨てる 

 

自分の立場を保持しながら本心を拾い出そうとしても警戒心は解かれません 

本心を打ち明けたくなる心理や心境を我が身で思い返せば気付くと思います 

訊く側が見栄や建前を捨てて打ち明ける側の不利な心境を理解してください 



【 起業準備時間の増やし方 ４２１－４５０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－４２１ 

 理解させられない以上 非は指導する側が全責任を負う  

 

 

起業準備時間の増やし方－４２２ 

 何をどうしていいのか分からない期間は何もしていない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４２３ 

 脳内が事態収拾できなくなると手を借りることさえ思い付かなくなる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４２４ 

 不測の事態を一つ書き出してその地点から想定外対処の考えを伸ばす  

 

 

起業準備時間の増やし方－４２５ 

 気遣いが人に向くと人に余計な手間が掛かり仕事の能率が上がらない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４２６ 

 お金に思考を支配されていると物事が順調に進まなくなる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４２７ 

 欲しいで埋め尽くされると本当に考える必要があることに辿り着けない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４２８ 

 お金に支配されている状況を変えるために時間を支配する  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－４２９ 

 ムダな付き合いの割合は自身の内面のムダの量に比例する  

 

 

起業準備時間の増やし方－４３０ 

 取り組むものごと・目的に合わせて会う人を決める  

 

 

起業準備時間の増やし方－４３１ 

 どん底心理は自分自身でどん底と決めていることが原因になっている  

 

 

起業準備時間の増やし方－４３２ 

 能力維持とさらなる改善のため気が遠くなるような反復練習を繰り返す  

 

 

起業準備時間の増やし方－４３３ 

 成果を出す人は常日頃から一切手を抜かず休まず反復練習をしている  

 

 

起業準備時間の増やし方－４３４ 

 知らないことを理由に勝手に想像図面をつくり上げてしまわない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４３５ 

 言葉不足・言葉の理解不足が折り重なって誤解が誤解を生む  

 

 

起業準備時間の増やし方－４３６ 

 頭脳を働かせるためストレスを集める行動をどこまでも避ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－４３７ 

 お金がなくなると こころ と 発想 まで困窮してしまう  



 

 

起業準備時間の増やし方－４３８ 

 ゴール（目標）を見つけることをゴールにしてはいけない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４３９ 

 本気・全力で取り掛かるしかない目標を再設定する  

 

 

起業準備時間の増やし方－４４０ 

 自分の生き方への責任を取ることの恐怖心と向き合う  

 

 

起業準備時間の増やし方－４４１ 

 現状を変えたいなら実際に現状生活を動かした上で最良方法を考える  

 

 

起業準備時間の増やし方－４４２ 

 生き方上手の入口もＰＤＣＡと同じ論理で上手な計画の作成から始まる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４４３ 

 退屈極まりない自分を変えたいなら自ら足を使って新発見を手に入れる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４４４ 

 金銭余剰をつくるため生活力が経済力を上回ることを念頭に暮らす  

 

 

起業準備時間の増やし方－４４５ 

 寂しいだけで不要な旧知を振り返らない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４４６ 

 小さな倹約も長期間継続できれば生活変化を引き起こす  



 

 

起業準備時間の増やし方－４４７ 

 節約体質の人はお金の使い方を日常生活の中で勉強している  

 

 

起業準備時間の増やし方－４４８ 

 意地汚い人はラクして金が手に入らないかと考えているフリを繰り返す  

 

 

起業準備時間の増やし方－４４９ 

 空虚を埋めての行動か不足を埋めての行動かを常に確認する  

 

 

起業準備時間の増やし方－４５０ 

 変化を起こしたくないのはごく普通のこと それを越えてこその変化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－４２１ 

● 理解させられない以上 非は指導する側が全責任を負う 

 

教える側が悪いのか理解する側が悪いのかという善悪の問題ではありません 

これだけはどうしても最低限持って帰ってもらうというものを決めて必ず伝える 

アレもコレもではなく価値相当のものを決めて持って帰らせる責任を背負ってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４２２ 

● 何をどうしていいのか分からない期間は何もしていない 

 

余裕がなくなるときに備えて何をすればいいのかを事前に決めておく 

スランプで立ち止まらないよう次から次へとこなす課題は用意しておきます 

目に見える形にして残すことができるものを課題として残しておいてください 

 

起業準備時間の増やし方－４２３ 

● 脳内が事態収拾できなくなると人の手を借りることさえ思い付かなくなる 

 

自分で片付かないのに自分で片付けられないことを恥ずかしく思い縮こまる 

人の手を借りず消えることと手を借りて存続させることをくらべて熟慮する 

人の手を借りないと収拾できないときは正直に打ち明けて手を借りてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４２４ 

● 不測の事態を一つ書き出してその地点から想定外対処の考えを伸ばす 

 

不測の事態を考えたくなくても考えて書き尽くす 

イヤになること吐きそうになるくらい気分が悪くなることたくさん書き出します 

書き尽くすから想定外の想定ができるようになり対処法が事前に見えてきます 

 

起業準備時間の増やし方－４２５ 

● 気遣いが人に向くと人に余計な手間が掛かり仕事の能率が上がらない 

 

一見語弊がありますが 『 オレに気を遣え 』 という意味合いで書いています 

仕事自体ではなく人そのものに気を回すことが仕事を回す際の実害になります 

仕事を直視しているか人に気を回すことをしているのか時折確認してみてください 



起業準備時間の増やし方－４２６ 

● お金に思考を支配されていると物事が順調に進まなくなる 

 

お金が人を狂わせるのはあり過ぎることとなさ過ぎること双方に作用します 

余裕があり過ぎると伸び切ってしまいなさ過ぎると委縮して身動きを取らなくなる 

適度な状況と適度へのズレや差異を把握して振る舞い方に細心の注意を払ってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４２７ 

● 欲しいで埋め尽くされると本当に考える必要があることに辿り着けない 

 

お金が欲しい 時間が欲しい 心の余裕が欲しい 欲しい欲しい欲しい 

本当は何のためにそれが欲しいの？と訊かれ答えられなくなります 

もし欲しいものがあり余っていたらどうしたいですか？と自分へ訊き直してください 

 

起業準備時間の増やし方－４２８ 

● お金に支配されている状況を変えるために時間を支配する 

 

時間を大きく使って考えるから案が浮かび深く考えを練り込める 

大きな時間をつかまえるためにお金を浮かせて時間を支配し直します 

大きな時間を支配するために何が必要なのかを逐一書き出してみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４２９ 

● ムダな付き合いの割合は自身の内面のムダの量に比例する 

 

自身のムダが減るにつれムダな付き合いの量が減っていきます 

大事な人や大切なもの優先順位が並べ替えられていくからと考えます 

時間価値の高い人への立ち居振る舞いを常に意識するようにしてみてください 

 

起業準備時間の増やし方－４３０ 

● 取り組むものごと・目的に合わせて会う人を決める 

 

信頼のおける人を目的に合わせてガッツリ時間を掛けてさがす 

納得した後その人に最終目的込みですべてを晒すつもりで会うと決める 

目移りしている時間がもったいないので事前精査に全力を挙げてください 



起業準備時間の増やし方－４３１ 

● どん底心理は自分自身でどん底と決めていることが原因になっている 

 

どん底を知らせることで這い上がる何かを期待しているからどん底と銘打つ 

底なのだから上がることしか考えず何をしてもどう思われても割り切れますよね 

感情や気持ちと行動を切り放して何が大切なのかを組み立てて行動してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４３２ 

● 能力維持とさらなる改善のために気が遠くなるような反復練習を繰り返す 

 

好きなことは好きだからいくらでも練習ができて勝手に繰り返し思考錯誤する 

そのときの工夫と要領を一つずつ考えて忘れないように書き出してみる 

気が遠くなるような反復練習を勝手に積み上げていたことはないですか？ 

 

起業準備時間の増やし方－４３３ 

● 成果を出す人は常日頃から一切手を抜かず休まず反復練習をしている 

 

成果を出す人は手を抜くことの悪意を知りぬいているから手を抜かない 

恐怖心以上に精度の落ちと回復までの時間消耗なども気にしています 

何としてもダントツを維持したい取り組み対象を一つ考えてみませんか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－４３４ 

● 知らないことを理由に勝手に想像図面をつくり上げてしまわない 

 

知らないからこそ斬新奇抜なアイデアが出る好い側面もあります 

失敗前提で大胆に斬り込めない場合 どこかで小休止する必要があります 

実行手前の段階でたくさんの人に斬り口以外を冷静に採点してもらってください 

 

起業準備時間の増やし方－４３５ 

● 言葉不足・言葉の理解不足が折り重なって誤解が誤解を生む 

 

すべての問題は不足から起こると言っても過言ではありません 

足りないからよそよそしくなり疎遠になりそのまま関係まで消滅する 

まったくないよりもあり過ぎる方がめんどくさいですがまだ助かります 



起業準備時間の増やし方－４３６ 

● 頭脳を働かせるためストレスを集める行動をどこまでも避ける 

 

頭脳を働かせる際にジャマになるのがストレスです 

ストレスを徹底的に排除するためにストレスが集まる行動を書き出して避ける 

書き出して回避できるなら先に書き出してラクになってしまいませんか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－４３７ 

● お金がなくなると こころ と 発想 まで困窮してしまう 

 

カネさえあれば何でもできるではなく カネがないから何もできない 

お金もないのに何ができると先に感情が理性をつぶしてしまいます 

お金がないときは余計なことを考えずお金を貯めることに専心してください 

 

起業準備時間の増やし方－４３８ 

● ゴール（目標）を見つけることをゴールにしてはいけない 

 

ゴールを見つけることが第一段階ゴールへの道のりを逆順でつくることが第二段階 

ゴールから逆順で現在地まで時間割のように計画を組むのが第三段階です 

あとは時間割通りに進むように時間とお金とこころをコントロールしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４３９ 

● 本気・全力で取り掛かるしかない目標を再設定する 

 

どうしても自分自身で取り組まなければ気が済まないことを見つける 

自分がやるからこそ価値が出て周囲にも認めてもらえる目標を再設定する 

どれだけつらくても遺したいものはありますか？ 

 

起業準備時間の増やし方－４４０ 

● 自分の生き方への責任を取ることの恐怖心と向き合う 

 

責任を取り切れる人はほとんどいないと思っていますが敢えて書きます 

取り切れないにしても責任を取ろうとして恐怖心と向き合うことに価値があります 

後悔したくない生き方をほんの少しでも歩んでみませんか？ 



起業準備時間の増やし方－４４１ 

● 現状を変えたいなら実際に現状生活を動かした上で最良方法を考える 

 

変えたいならリスクを取って実際に現状を動かしてから最良方法を考える 

戻れないようにしてから現状を考えると次の方法が模索できます 

動いてしまったからもう動き続けるしかない状況で追い求めてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４４２ 

● 生き方上手の入口もＰＤＣＡと同じ論理で上手な計画の作成から始まる 

 

無計画よりも計画がある方が好く計画があるなら優れた計画の方が好い 

お金も時間も生活も生き方も計画図面がある方がないより遥かに上手くいきます 

計画上手は生き方上手 生き方にもＰＤＣＡサイクルを取り入れてください 

 

起業準備時間の増やし方－４４３ 

● 退屈極まりない自分を変えたいなら自ら足を使って新発見を手に入れる 

 

人に会って話せば話すほどたくさんの気付きを得られます 

言葉にして吐き出してフィードバックがあり循環するからだと考えます 

外に出て澱んだ気持ちを入れ換えるだけでも多少の効果はあります 

 

 

起業準備時間の増やし方－４４４ 

● 金銭余剰をつくるため生活力が経済力を上回ることを念頭に暮らす 

 

生活力があるというのは困窮状況でも余力をつくり出せることと考えています 

経済力がどれだけ身についても生活力がなければ資金を食い潰してしまいます 

余力をつくるにはどうすればいいかで常にアタマをひねりながら過ごしてください 

 

起業準備時間の増やし方－４４５ 

● 寂しいだけで不要な旧知を振り返らない 

 

孤独感に襲われ旧知を振り返りたくなる気持ちが出るのも分かります 

そのときは なぜ未来に賭けなければならないのか？と自分の本分に戻ってください 

あの頃は良かったというあの頃はもう来ないと割り切ってください 



起業準備時間の増やし方－４４６ 

● 小さな倹約も長期間継続できれば生活変化を引き起こす 

 

小さな倹約を続けると小さな倹約に慣れて節約することの重要性を知ります 

小さな倹約を積み重ねることで倹約の達成感と小さな貯蓄の有用性が身に付きます 

ほんの少しの積み重ねで変化につながることと遠くまでたどり着けることを実感します 

 

 

起業準備時間の増やし方－４４７ 

● 節約体質の人はお金の使い方を日常生活の中で勉強している 

 

一銭も使わないのではなく余計なお金を一銭も使わない 

どこでどう使う誰にどう使うなど熟慮しながら使っています 

使いどころ押さえどころ日常生活すべてが勉強材料になります 

 

起業準備時間の増やし方－４４８ 

● 意地汚い人はラクして金が手に入らないかと考えているフリを繰り返す 

 

本人は精一杯考えていますが残念なことに深いところまで及んでいません 

大した分野でないと思うものでもお金を手に入れるには相当な苦労を伴います 

金持ちになる資格のある人だけが金持ちになるという書籍の一節に同感できますか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－４４９ 

● 空虚を埋めての行動か不足を埋めての行動かを常に確認する 

 

不足を埋めると不足が埋まりますが空虚を満たしても際限なく空虚感を引き起こします 

本末転倒行動に陥らないか行動し続けた先に得られるものを行動する前に考えてみる 

満足するまで行動して何を得られるかを先に考えて慎重に行動を起こしてください 

 

起業準備時間の増やし方－４５０ 

● 変化を起こしたくないのはごく普通のこと それを越えてこその変化 

 

変わりたいと思う人が変われないのは変わりたくない想いの方が強いからです 

変われる人は何度も何度も別人にならんばかりに勇気を出して変わっています 

少しずつ変わりたいなら少しずつできる範囲でムリのない変化を続けてください 



【 起業準備時間の増やし方 ４５１－４８０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－４５１ 

 妥協しがちになると どんどん小さくまとまるようになってしまう  

 

 

起業準備時間の増やし方－４５２ 

 少々見苦しくても妥協しない・諦めない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４５３ 

 自分が本当にしたいことを常日頃から芯の部分に問い続ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－４５４ 

 責任が軽い仕事をしていても粗雑に扱っていいわけではない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４５５ 

 『 責任 と 自覚 』 本来は上の立場の人間がわきまえて然り  

 

 

起業準備時間の増やし方－４５６ 

 感情を入れて仕事をするから している仕事に感情を入れられてしまう  

 

 

起業準備時間の増やし方－４５７ 

 俄仕込み（ にわかじこみ ）で真剣にやっても見抜かれる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４５８ 

 面倒なことに真正面から向き合い続ける人が 決断をできる人 になる  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－４５９ 

 アルバイトの境遇でも観察力・洞察力はいくらでも磨くことはできる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４６０ 

 フリーター登用環境を正しく整えることが企業存続の最有力条件  

 

 

起業準備時間の増やし方－４６１ 

 何一つ頑張っているように見えなくても未来のために今を踏ん張る  

 

 

起業準備時間の増やし方－４６２ 

 工夫してから横着をしないと ただ雑に仕上がるだけ  

 

 

起業準備時間の増やし方－４６３ 

 雑な行動を変えたいなら余裕ある人の行動を観察して違いを吸収する  

 

 

起業準備時間の増やし方－４６４ 

 期間限定でも好きなことに本気で取り組める状況を創り上げてみる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４６５ 

 恵まれた状況を自力で創り出すためにその決心・決断から始める  

 

 

起業準備時間の増やし方－４６６ 

 リーダー・リーダー格の不勉強は不勉強が伝播して下へ下へ浸透する  

 

 

起業準備時間の増やし方－４６７ 

 最後に枯れるか枯れないかの境目は気力  



 

 

起業準備時間の増やし方－４６８ 

 気力を失わないために体力を補強する  

 

 

起業準備時間のつくり方－４６９ 

 気力を奪われないためにお金を温存しておく  

 

 

起業準備時間の増やし方－４７０ 

 心の余裕を盗まれないために時間をためておく  

 

 

起業準備時間の増やし方－４７１ 

 本当に必要な人たちは大事な時期は待ってくれる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４７２ 

 後悔しないくらい智恵を絞る機会はそうそうやってくるものではない  

 

 

起業準備時間の増やし方－４７３ 

 お金をためて時間をかけて後悔しない生き方を選べという人と交流する  

 

 

起業準備時間の増やし方－４７４ 

 生活が緩んでいると性格・心持ちまで緩んでくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４７５ 

 自分の取り組みに自信がないほど周囲の雑音が気になってしまう  

 

 

起業準備時間の増やし方－４７６ 

 姿・形のないものに振り回されて恐怖心に押しつぶされて自滅しない  



 

 

起業準備時間の増やし方－４７７ 

 すべての人が自信満々で生き抜いているように見えるのは幻影  

 

 

起業準備時間の増やし方－４７８ 

 深く考えることが面倒になるのは日常に忙殺されて我を忘れているから  

 

 

起業準備時間の増やし方－４７９ 

 感情崩壊した時は未来だけを見据える  

 

 

起業準備時間の増やし方－４８０ 

 自分自身を必要以上に追い込まず どうにかなると考えを伸ばし続ける  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－４５１ 

● 妥協しがちになると どんどん小さくまとまるようになってしまう 

 

ふとしたことをやり過ごさずにつかまえて行動にまで移すのが変われる人です 

見過ごさず「まぁいいか」で済ませないから少しずつ変わっていきます 

やり過ごす機会が増えてきたら器が小さくなるかもと危機感を持ってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４５２ 

● 少々見苦しくても妥協しない・諦めない 

 

カッコ悪いところを見せたくないしボロボロにもなりたくない 

気取った姿勢を見せることも妥協して諦めるうちに入りませんか？ 

越えてきた人は恥をかいて超えてくるのを黙って見守っています 

 

起業準備時間の増やし方－４５３ 

● 自分が本当にしたいことを常日頃から芯の部分に問い続ける 

 

本心から失っては困る絶対になくしてはいけないものを持っていますか？ 

抱えているお金ではない とっておきの虎の子の思想が本当にしたいことです 

一生涯抱えている後悔 広めて分け与える後悔 どちらを選びますか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－４５４ 

● 責任が軽い仕事をしていても粗雑に扱っていいわけではない 

 

どのような仕事をしていてもその仕事の向こうには家族が居ます 

責任が軽い仕事であろうと自分自身を養い家族を養っています 

失ってみて初めて分かるという思いやりのない気持ちにならないでください 

 

起業準備時間の増やし方－４５５ 

● 『 責任 と 自覚 』 本来は上の立場の人間がわきまえて然り 

 

一人で仕事をするなら責任と自覚を弁えて然りと言われる立場になります 

稼げないのはあなたの責任そしてあなたの自覚の問題と問責されます 

やさぐれるのも自由どこまで頑張るも自由 何をするにも本当に自由です 



起業準備時間の増やし方－４５６ 

● 感情を入れて仕事をするから している仕事に感情を入れられてしまう 

 

マイナスの感情を入れて仕事をするとその部分は伝染します 

ストレスの押し付け合いが仕事の一部になるのは避けたいと感じませんか？ 

楽しいおもしろいという感情を押し込んで仕事をしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４５７ 

● 俄仕込み（ にわかじこみ ）で真剣にやっても見抜かれる 

 

急仕上げのものや中身の薄いものは厚みのある人に見抜かれます 

鍛えが入っているかどうか逃げずに真剣に打ち込んできたかどうか 

技術や技法云々ではなく気持ちの入り方はイヤでも伝わります 

 

起業準備時間の増やし方－４５８ 

● 面倒なことに真正面から向き合い続ける人が 決断をできる人 になる 

 

決断することをためらうと面倒なことばかりを背負うことになります 

大きい決断から小さ過ぎる事象まですべてを背負うことになります 

今この時点から面倒なことから真正面から向き合い続けるようになってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４５９ 

● アルバイトの身分境遇でも観察力・洞察力はいくらでも磨くことはできる 

 

肩書きに関係なく仕事を全体俯瞰する機会はあります 

仕事のこと組織のこと会社そのもののこと知る機会はたくさんあります 

人の動きそのものを見れば外枠から組織を垣間見ることができます 

 

起業準備時間の増やし方－４６０ 

● フリーター登用環境を正しく整えることが企業存続の最有力条件 

 

登用環境への疑念が今のそしてこれからの雇用環境不審につながります 

境遇と新賃金体系整備を進めることが企業体存続の有力条件となります 

賃金抑制による人材離れを防ぐ人材育成の課題も残されています 



起業準備時間の増やし方－４６１ 

● 何一つ頑張っているように見えなくても未来のために今を踏ん張る 

 

見た目に成果が出ていなくても積み重ねていくと徐々に堆積していきます 

見た目に進捗がない間は別方面でできることを試行錯誤する 

突然仕上がっているように映るのでその時期が来るまで踏ん張ってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４６２ 

● 工夫してから横着をしないと ただ雑に仕上がるだけ 

 

目一杯速度を上げても大丈夫なように事前に抜けのない工夫をする 

そこまで仕込んだ上で一見手を抜いているかに見える横着をする 

一人の場合 半自動化するしか乗り越えられない時期が何度か訪れます 

 

起業準備時間の増やし方－４６３ 

● 雑な行動を変えたいなら余裕ある人の行動を観察して違いを吸収する 

 

処理速度が変わらないのに進捗や成果が目に見えて違う人を見つける 

何が違うのか徹頭徹尾とことんまで模倣して違いを調べて訊きに行く 

行動に対しての余裕と頭脳処理速度以外は訊き出せると思います 

 

 

起業準備時間の増やし方－４６４ 

● 期間限定でも好きなことに本気で取り組める状況を創り上げてみる 

 

好きなことに専念するためにじぶん専用の大きな時間をつくる必要があります 

仕組みをつくり上げて仕組みを回す二段階の準備に要する時間を計上します 

計上した時間で本気で取り組み稼いで生活を回すことができれば本望ですよね 

 

起業準備時間の増やし方－４６５ 

● 恵まれた状況を自力で創り出すためにその決心・決断から始める 

 

恵まれた状況をつくると決めてどのように準備すればいいのかを考える 

恵まれた状況とはどのような状況なのかを細かく書き出して優先順位を決める 

カンタンにできること次にできることとこなし続けると恵まれた状況が仕上がります 



起業準備時間の増やし方－４６６ 

● リーダー・リーダー格の不勉強は不勉強が伝播して下へ下へ浸透する 

 

上から下へ不勉強が浸透しているにもかかわらず上が下を叱り飛ばす 

下から上への不満は恩給的な評価としてすかされてしまうという悪循環 

不勉強であることは上に立つものとして愚であると肝に銘じてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４６７ 

● 最後に枯れるか枯れないかの境目は気力 

 

もういいか・・・となった時点ですべてが終わります 

初期の不安定期を乗り越えられない時期から何度も何度もやってきます 

本当に役に立ちどうしても失いたくないものなのかその都度振り返ってください 

 

起業準備時間の増やし方－４６８ 

● 気力を失わないために体力を補強する 

 

気持ちが萎れるのではなく体力が落ちると気力も落ちたと感じます 

硬直を解くために体を動かしていると動作が凝り固まらなくて済みます 

体が資本という言葉の意味を先に知っておいてください 

 

 

起業準備時間のつくり方－４６９ 

● 気力を奪われないためにお金を温存しておく 

 

起業後にお金が減る速度は尋常ではありません 

この速度に耐えられず気力も持っていかれてしまいます 

お金を温存できている間に準備は完了させてしまってください 

 

起業準備時間の増やし方－４７０ 

● 心の余裕を盗まれないために時間をためておく 

 

時間がたくさんあれば時間を掛けた気持ちの立て直しができます 

こころの余裕がなくなると新しい仕掛けを何も思い付かなくなります 

構図を描くまでの相当な時間を事前に確保するようにしてください 



起業準備時間の増やし方－４７１ 

● 本当に必要な人たちは大事な時期は待ってくれる 

 

あなたを必要とする人はあなたをいつまでも待っています 

待たせないようにすることが第一優先事項ですが自分勝手に焦らないでください 

そして大事な時期に焦らせる人や待てない人は重要ですか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－４７２ 

● 後悔しないくらい智恵を絞る機会はそうそうやってくるものではない 

 

全知全力で勝負してそれでも勝算があるかどうか分からないのが現実です 

何がどう転んでもダメなのか時間不足なのか行動不足なのか本当に悩み尽くします 

後悔しないくらい知恵を絞るために事前にどこまでも時間を用意しておいてください 

 

起業準備時間の増やし方－４７３ 

● お金をためて時間をかけて後悔しない生き方を選べという人と交流する 

 

危機回避 安全志向 堅実生計 それでもジリ貧になるときはジリ貧になります 

お金の使いどきを選ぶ 時間はじっくり使う 後悔しない選択肢だけ引き抜く 

後悔しない生き方を選ぶことの重要性を説く人と交流してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４７４ 

● 生活が緩んでいると性格・心持ちまで緩んでくる 

 

本末転倒生活をしないようにするとお金を使わなくなります 

そして時間の節制ができれば生活の節減も自然にできていきます 

余計な時間と余計な付き合いを省くだけで余剰が自然に生まれます 

 

起業準備時間の増やし方－４７５ 

● 自分の取り組みに自信がないほど周囲の雑音が気になってしまう 

 

本当は個人個人が自信を持ち切れずにそれでも堂々と生きています 

周囲の雑音が気にならない事象をていねいに一つずつ増やしてください 

あなたはあなた わたしはわたし ひとはひと それぞれが個です 



起業準備時間の増やし方－４７６ 

● 姿・形のないものに振り回されて恐怖心に押しつぶされて自滅しない 

 

受け入れてもらえないかもしれないから初めから何もしない 

挑戦したいけど失敗したくないからできないけど後悔もしたくない 

その小さな器を認めることからはじめると何も怖くなくなります 

 

 

起業準備時間の増やし方－４７７ 

● すべての人が自信満々で生き抜いているように見えるのは幻影 

 

余裕がなくなると自分のことしか見えなくなっていきます 

すべての人に余裕がないとするとすべての人が自分のことしか見えていない 

自信がある部分を上手に魅せて奮い立たせているだけと思い込んでください 

 

起業準備時間の増やし方－４７８ 

● 深く考えることが面倒になるのは日常に忙殺されて我を忘れているから 

 

じぶんを取り戻して深く考えるとめんどくさいが片付いていきます 

めんどくさいことの片付け方を整理できるようになるからです 

日常の忙殺の中から我に帰る時間をつくりだしてじぶん時間を増やしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４７９ 

● 感情崩壊した時は未来だけを見据える 

 

感情崩壊すると気持ちが止まり過去を遡ることくらいしかできなくなります 

それでも指標が先にあれば落ち着いた先に目指す道がつながっています 

見据える未来を先に構図化して作成終了させてください 

 

起業準備時間の増やし方－４８０ 

● 自分自身を必要以上に追い込まず どうにかなると考えを伸ばし続ける 

 

余裕がなくなると追い込まれる方にどんどん考えが進んでしまいます 

どうにかなると視点を変えてどうにかなる方法を小さく丁寧に模索する 

卑下して追い込み過ぎていないかどうかいったん立ち止まってください 



【 起業準備時間の増やし方 ４８１－５１０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－４８１ 

 人生の構図を描くときは誰にも遠慮せず思い通りの構図を描いてみる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４８２ 

 最大努力の末に創り上げた自分に合致する今後を見つける  

 

 

起業準備時間の増やし方－４８３ 

 決断できていないは決断すれば 行動できていないは行動すれば片付く  

 

 

起業準備時間の増やし方－４８４ 

 ためらいながら行動を起こしても ためらいの分だけ後悔の念が積もる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４８５ 

 行動を継続すれば思考も継続することになる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４８６ 

 決断して行動を起こすまでは超長期戦 行動を起こしてからは短期決戦  

 

 

起業準備時間の増やし方－４８７ 

 人生をやり直したい（戻りたい）年齢に生き方設計の重要なヒントがある  

 

 

起業準備時間の増やし方－４８８ 

 出し切った結論が偽りでないなら 生き方を決めた後が自動的に決まる  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－４８９ 

 節目での行動を思い返すと自分自身の本来の価値が見えてくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－４９０ 

 小さな出来事からでも人生基盤へ応用する策を創り出す  

 

 

起業準備時間の増やし方－４９１ 

 心を受け取ったら心を返すことを実践する  

 

 

起業準備時間の増やし方－４９２ 

 素直さがないといつかどこかで大損をする  

 

 

起業準備時間の増やし方－４９３ 

 挫折後冷静になり善後策を着想・実行するまでの期間を短くする  

 

 

起業準備時間の増やし方－４９４ 

 不安から逃げるために求めた安心が間違った選択になることもある  

 

 

起業準備時間の増やし方－４９５ 

 目標が間延びして廃れてしまわないよう短いサイクルで調整・刷新する  

 

 

起業準備時間の増やし方－４９６ 

 上に行く人は上に行くなりの仕組みを自力で創り上げている  

 

 

起業準備時間の増やし方－４９７ 

 自分の現状を安泰と思わず周囲がどうあろうと自己の意志を保つ  



 

 

起業準備時間の増やし方－４９８ 

 結果的に続くものは本当に好きなもので自分の性格に合っているもの  

 

 

起業準備時間の増やし方－４９９ 

 機会はどこにでも落ちているがその機会をつかむのは自分自身  

 

 

起業準備時間の増やし方－５００ 

 生活・環境・自分に身が入っていないと身のない人が集まってしまう  

 

 

起業準備時間の増やし方－５０１ 

時代・周囲の流れに逆らう頑強さも時には必要になる  

 

 

起業準備時間の増やし方－５０２ 

 新しい解決策をつくるために諦め切れないことを一度諦めたことにする  

 

 

起業準備時間の増やし方－５０３ 

 モメている時間の分だけ いのちのムダづかいをしている  

 

 

起業準備時間の増やし方－５０４ 

 収入が薄いなら見栄を張らず公言して質素に暮らし最適生活を見つける  

 

 

起業準備時間の増やし方－５０５ 

 自分がフォーカスしてもらいたいことだけに絞り込んで日々を過ごす  

 

 

起業準備時間の増やし方－５０６ 

 あの年はこう！この年はこう！と一年ごとの自分の要約を済ませる  



 

 

起業準備時間の増やし方－５０７ 

 自己を変化させたいなら自己全要素を残らず引き出して整理整頓する  

 

 

起業準備時間の増やし方－５０８ 

 外部要素に巻き込まれないために生き方に対しての計算力を持つ  

 

 

起業準備時間の増やし方－５０９ 

 必死になるために余裕・覚悟・環境を整えてからものごとを進める  

 

 

起業準備時間の増やし方－５１０ 

 カネがなければ何もできないの逆の意図がカネさえあれば何でもできる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－４８１ 

● 人生の構図を描くときは誰にも遠慮せず思い通りの構図を描いてみる 

 

先に描き切ってしまうから展望が見え詳細な構図を具体化できます 

遠慮せず思い通り描くと予定不調和の面も出てきますがそれも一興です 

上手くいって欲しいと思いつつ欲張らず質素に実現に向かってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４８２ 

● 最大努力の末に創り上げた自分に合致する今後を見つける 

 

未来の見つけ方が近視眼的になるとすぐ到達して飽きて疲れます 

はじめがつらくて徐々にラクになっていく未来設計をすると成長できます 

刷新する重要性より成長するための持続性を重要視してください 

 

起業準備時間の増やし方－４８３ 

● 決断できていないは決断すれば 行動できていないは行動すれば片付く 

 

腰が重いのは重い取り組みをする恐怖心が根元にあり辞められないからです 

決断すれば前に進むしかなくなり行動してしまえば動き続けるしかなくなります 

何のことはないと考えれば何のことはないすごく単純なことだったりします 

 

 

起業準備時間の増やし方－４８４ 

● ためらいながら行動を起こしても ためらいの分だけ後悔の念が積もる 

 

思い切りよく行動したかったという後悔を残さないように準備する 

こころの準備も含めて準備をするから後残りもなくなります 

念を残すから念が残る 念を残さないように先回りしてください 

 

起業準備時間の増やし方－４８５ 

● 行動を継続すれば思考も継続することになる 

 

どうすれば続くのかではなくどうすれば続けられるのか 

考え続けるために行動をし続けて思考錯誤が繰り返されます 

続けるから続けられてそして続け続けるにはどうするかを悩んでください 



起業準備時間の増やし方－４８６ 

● 決断して行動を起こすまでは超長期戦 行動を起こしてからは短期決戦 

 

想定外にも備えてじっくり練り込むから想定外にも対処できるようになります 

短期決戦で仕上げられるように行動を起こしてからは時間を寄せる 

重い腰を上げるまで自分への焦りとギリギリまで沈み込んで根比べしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４８７ 

● 人生をやり直したい（戻りたい）年齢に生き方設計の重要なヒントがある 

 

今後を軌道修正させるため後悔の始点から生き方を考え直す 

何となく言っているのではない大きな何かをその視点から掘り下げていきます 

後悔を昇華する作業や行動を続けると少しずつ生き易くなっていきます 

 

起業準備時間の増やし方－４８８ 

● 出し切った結論が偽りでないなら生き方を決めるとその後が自動的に決まる 

 

自分自身に誠実に生き方を決めるとその後が自動的に決まります 

誰がどう言おうとどれだけ批判されようと揺るがない最終目的地を決める 

成功に対しての恐怖心も含めてどこまで自分自身に誠実になれるかどうかです 

 

 

起業準備時間の増やし方－４８９ 

● 節目での行動を思い返すと自分自身の本来の価値が見えてくる 

 

大事なときに前に出たか後ろに下がったか何もしなかったかを考える 

前に出る以外は不正解なのではなく なぜその選択をしたのかを考えてください 

節目での正解選択肢を選び直してこれからの生き方に活用してみてください 

 

起業準備時間の増やし方－４９０ 

● 小さな出来事からでも人生基盤へ応用する策を創り出す 

 

できないと思っている限りどうすることもできません 

チリを集めてヤマをつくって時間を掛けてヤマ崩しをしていきます 

ホンの小さな出来事から少しずつ活用できるものを集め続けてください 



起業準備時間の増やし方－４９１ 

● 心を受け取ったら心を返すことを実践する 

 

心を受け取ったら心を返し 心を与えても見返りは期待しない 

心がない人にも心を与えていつか分かってくれると見返りを期待しない 

心も着せる着せられるものではなく与えて返すだけでいいと信じてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４９２ 

● 素直さがないといつかどこかで大損をする 

 

まっすぐ考えるから周囲の事象に影響されずものごとがまっすぐ見えてきます 

素直さがない人と素直さがない人が共鳴するとどうなるかを想定して回避する 

自分と相手の双方ともが歪まなければ事故が起きないと澄ましていてください 

 

起業準備時間の増やし方－４９３ 

● 挫折後冷静になり善後策を着想・実行するまでの期間を短くする 

 

挫折して後悔して反省して冷静になり次を考えて修正と改善行動を着想する 

着想した後実行するまでを考えると途方もない時間を見積もりしないといけません 

着想実行から辿って反省までをじっくり考えながら空いた時間で後悔をしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４９４ 

● 不安から逃げるために求めた安心が間違った選択になることもある 

 

危機回避の時間が安心持続のための現実逃避の期間に変わる 

安心に包まれるとその安心が永劫続いてほしいと緩んでしまいます 

逃げずに向き合っているかどうかという質問だけ自分自身に付き立ててください 

 

起業準備時間の増やし方－４９５ 

● 目標が間延びして廃れてしまわないよう短いサイクルで調整・刷新する 

 

遠い目標は放置していると勝手に枯れてしまいます 

遠い目標も達成できるように小さく輪切にして近づけていきます 

２・３週間を一つの目標達成単位にすると実現性が高まります 



起業準備時間の増やし方－４９６ 

● 上に行く人は上に行くなりの仕組みを自力で創り上げている 

 

意外に忘れがちな要素ですが上に行こうとするから上に行くことができる 

考えているだけでなく上に行くための仕組みを実際につくり上げていたりします 

自動化されないので まずシステムとなる仕組みを自力でつくり上げてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４９７ 

● 自分の現状を安泰と思わず周囲がどうあろうと自己の意志を保つ 

 

現状が安泰であっても生涯安泰とは限らないのがこれからの時代 

周囲は本当にいろいろなことをいろいろな考えで言ってきます 

自分の安泰を自分でつくりだすために自己の意思を保ってください 

 

起業準備時間の増やし方－４９８ 

● 結果的に続くものは本当に好きなもので自分の性格に合っているもの 

 

ムリをするから歪みが出てストレスがたまり立ち行かなくなります 

願望を成就させるのではなく本当に好きなことで自分に合致することをする 

結果的に続けられることを見つけるために自分の中からさがし出してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－４９９ 

● 機会はどこにでも落ちているがその機会をつかむのは自分自身 

 

機会は本当にどこにでも落ちていて数えきれないくらい本当にたくさんあります 

誰に合うか分からない機会や今の自分に合う機会そして未来の自分に合う機会など 

今の自分に合う機会もいつまでも執着できないと捨てる思想も持っていてください 

 

起業準備時間の増やし方－５００ 

● 生活・環境・自分に身が入っていないと身のない人たちが集まってしまう 

 

いつどこで誰と付き合いを続けていくのかは本当にどんどん変わっていきます 

今のあなただけを見て付き合いを深めようとする人の方がたくさん居ます 

身が入るまでに時間が掛かることに取り組む場合は流されないようにしてください 



起業準備時間の増やし方－５０１ 

● 時代・周囲の流れに逆らう頑強さも時には必要になる 

 

時代や周囲の流れに同調できないなら考え方を強気に変えてみてください 

これからの時代を予測して誰も取り組めていないことを先回りして始める 

意固地に突っ張るのは頑迷なだけですが読みを入れた頑強さは必要です 

 

 

起業準備時間の増やし方－５０２ 

● 新しい解決策をつくるために諦め切れないことを一度諦めたことにする 

 

諦めたらどうなるか諦めた後どうするかをどこまでも掘り下げていきます 

次から次へとどうなるかを記録してその通りになって幸か不幸かを考えてみる 

そこまで記録を残した上で反面教師にする参照資料にするかを決めてください 

 

起業準備時間の増やし方－５０３ 

● モメている時間の分だけ いのちのムダづかいをしている 

 

衝突時間は本当にもったいないとしか言いようがありません 

不和を続けるとどうなるのかを考え続けてその後を想定する 

その後や先々を含めて視野を広げた時間感覚で人と接してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５０４ 

● 収入が薄いなら見栄を張らず公言して質素に暮らし最適生活を見つける 

 

肩書きの上下や収入の多寡を問わず本当に見栄は必要ないと考えます 

ガラス張りにせずとも質素倹約を常としていれば質素な人と解釈されます 

質素な最適生活の上にお金と時間と生活の余裕を積み上げてください 

 

起業準備時間の増やし方－５０５ 

● 自分がフォーカスしてもらいたいことだけに絞り込んで日々を過ごす 

 

何に最も長けていてどういう見られ方をしたいのかを考える 

どうつくり込めばどう見られるかを意識した上で日々過ごしていく 

一度認知されるとなかなか外れないと覚悟してつくり上げてください 



起業準備時間の増やし方－５０６ 

● あの年はこう！この年はこう！と一年ごとの自分の要約を済ませる 

 

過去の要約を未来のために済ませておいてください 

どのように過ごしてその結果どうなったのかを記録する 

成功・失敗・達成・未達成・反省・後悔・修正・改善策などがすぐ考察できます 

 

 

起業準備時間の増やし方－５０７ 

● 自己を変化させたいなら自己全要素を残らず引き出して整理整頓する 

 

長所・短所・性格・性質・得意・不得手・好み・嗜好・考え方の偏り具合 

変わるためには何が必要なのか分からないので いったん全部出してみる 

何が元で変われないのかに焦点を当てると硬直解除の必須事項が出てきます 

 

起業準備時間の増やし方－５０８ 

● 世間という外部要素に巻き込まれないために生き方に対しての計算力を持つ 

 

個人の生き方に於いて世間そのものは本当は外部要素になります 

最終決断をして実際に世間を渡り切っていくのは本人となる当事者だからです 

必要以上に引き込まれ巻き込まれないために生き方への計算力を身に付けてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５０９ 

● 必死になるために余裕・覚悟・環境を整えてからものごとを進める 

 

お金と時間とこころの余裕を整えてハラをくくり前しか見なくていいように仕上げる 

事前段取りを整えて行動だけすればいいように仕組みを先につくり上げる 

必死になるために前もって必死になるための用意をしていますか？ 

 

起業準備時間の増やし方－５１０ 

● カネがなければ何もできないの逆の意図がカネさえあれば何でもできる 

 

０円で何かをしようとしても 行動資金をどうすればいいのかとまず悩みます 

融資は行き詰まってからのものではなく勝算から勝ちに行くためのものです 

逆を考えて実際はどういうことなのかを考え直してみてください 



【 起業準備時間の増やし方 ５１１－５４０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－５１１ 

 お金を残したいならお金が消えていかない方法を知り実践し尽くすこと  

 

 

起業準備時間の増やし方－５１２ 

 他人と比べるから不甲斐なさや悔しさを味わってしまい自分が苦しむ  

 

 

起業準備時間の増やし方－５１３ 

 悔しさは羨望の裏返し羨望（うらのやましさ）を消すと己が見え始める  

 

 

起業準備時間の増やし方－５１４ 

 カネ・ゆめ・時間の徹底管理こそが自己実現のためのしあわせ管理  

 

 

起業準備時間の増やし方－５１５ 

 心づもりさえ整えれば自然と行き先・生き先が見えてくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－５１６ 

 自分の想いが強過ぎて為し得た結果が自己満足にならぬよう熟慮する  

 

 

起業準備時間の増やし方－５１７ 

 時間が余り過ぎると余計なことを考え足りないと何も思い付かなくなる  

 

 

起業準備時間の増やし方－５１８ 

 打算で成果をもぎ取った場合 計算外の事象が起きると折れてしまう  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－５１９ 

 上司の面目（メンツ）と言い出したら上司として終わり  

 

 

起業準備時間の増やし方－５２０ 

 逃げているのに逃げていないかのように見せる狡猾な生き方をしない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５２１ 

 悩みは個々別々なので対応をパターン化することなどできるわけがない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５２２ 

 ロクな大人が居ないと不平を漏らす間に少数の好い大人になればいい  

 

 

起業準備時間の増やし方－５２３ 

 自分自身の仕事選びの水準にある「 こころ 」が濁っていませんか？  

 

 

起業準備時間の増やし方－５２４ 

 自分自身のこころが安かろう悪かろうを生み出していることがある  

 

 

起業準備時間の増やし方－５２５ 

 望みと我慢の限界調整ラインを必ず事前に持っておく  

 

 

起業準備時間の増やし方－５２６ 

 心静かに考察するために環境を整え正当な成果を為すため動機を整える  

 

 

起業準備時間の増やし方－５２７ 

 成果までの距離を最短にするために準備に最大の手間をかける  



 

 

起業準備時間の増やし方－５２８ 

 後ろめたさを感じないように休息・緩み部分を含めながら計画作成する  

 

 

起業準備時間の増やし方－５２９ 

 締め付け過ぎず緩め過ぎない『 大丈夫 』のラインを知っておく  

 

 

起業準備時間の増やし方－５３０ 

 のほほんとした生き方をしていると突然まとめてツケを支払わされる  

 

 

起業準備時間の増やし方－５３１ 

 都合のいいことにプライドを持ち都合の悪いことから逃げようとしない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５３２ 

 保身とは自分の身を守ることだけに専念して何もしていないこと  

 

 

起業準備時間の増やし方－５３３ 

 期待すればするほど現実・事実とは逆方向に心と行動が動いてしまう  

 

 

起業準備時間の増やし方－５３４ 

 見栄がすべてを壊すので何があろうと見栄を張らない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５３５ 

 お金をつくることができる人はこれ以上ないくらいお金を大切にする  

 

 

起業準備時間の増やし方－５３６ 

 自分完結して割り切っているのなら分かって欲しいと思ってはいけない  



 

 

起業準備時間の増やし方－５３７ 

 目的のない生き方は自分の人生をタダ働きさせていることと同じ  

 

 

起業準備時間の増やし方－５３８ 

 自他共に認める得意なものをつくり１分間で要約説明できるようにする  

 

 

起業準備時間の増やし方－５３９ 

 足りない『何か』に気付こうともしない自分に気付かなければならない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５４０ 

 大きく結実させるため過去に小さく自己完結したことを全力で練り直す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－５１１ 

● お金を残したいならお金が消えていかない方法を知り実践し尽くすこと 

 

つぎ込むことしか知らない投資は投機になりそして投棄になります 

お金をつくるためにお金を残すと同時にお金を消えないようにしないといけません 

お金が消えていかない方法を実践できないならお金を殖やすことは避けてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５１２ 

● 他人と比べるから不甲斐なさや悔しさを味わってしまい自分が苦しむ 

 

どこまで行っても自分は自分で他人と比べても意味がありません 

本当は何の意味もないのに較べるから悔しさや不甲斐なさを味わってしまいます 

見劣りしないように較べられない唯一無二の価値をつくりだしてください 

 

起業準備時間の増やし方－５１３ 

● 悔しさは羨望の裏返し 羨望（うらのやましさ）を消すと己が見え始める 

 

自分が出せない ホンネを言えない 好きに生きられない お金がない 

自分を出したい ホンネを言いたい 好きに生きたい お金が欲しい 

出してみる 言ってみる 生きてみる お金を貯める できないものはどれですか？  

 

 

起業準備時間の増やし方－５１４ 

● カネ・ゆめ・時間の徹底管理こそが自己実現のためのしあわせ管理 

 

できないからこそ徹底管理しなければならないことばかりです 

しかも自己管理という分類に入る自由選択な対象ばかりです 

自己実現のためのしあわせ管理をしていると思ってみませんか？ 

 

起業準備時間の増やし方－５１５ 

● 心づもりさえ整えれば自然と行き先・生き先が見えてくる 

 

この生き方でこの仕事で行こうと決めてしまう 

決めた生き方で生き抜くにはどうすればいいのかを決める 

仮決めで好いので具体的に決めてしまってください 



起業準備時間の増やし方－５１６ 

● 自分の想いが強過ぎて為し得た結果が自己満足にならぬよう熟慮する 

 

冷徹な勝算がなければ参入しない方が好い分野もあります 

どうしても自分がやらなければならないことで収益性があることに目をつける 

収益性がなければ個人活動家として名を広める選択をしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５１７ 

● 時間が余り過ぎると余計なことを考え足りないと何も思い付かなくなる 

 

時間があるにもかかわらず予定を組まない生活を送るとやさぐれていきます 

時間が足りなくなってしまうと何をしても意味がないと本末転倒生活に入ります 

感情を抜いて小さな時間の使い方と大きな時間の使い方を双方計画立ててください 

 

起業準備時間の増やし方－５１８ 

● 打算で成果をもぎ取った場合 計算外の事象が起きるとすぐ折れてしまう 

 

根底に理念や信念につながる想いがないとすぐ折れてしまいます 

成果が出てもありがたみを感じないため学習効果に厚みがありません 

自分自身が厚みを増すことにつながる分野に挑戦してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５１９ 

● 上司の面目（メンツ）と言い出したら上司として終わり 

 

立ててもらえる人にとって威厳が仕事に必要なのかどうかです 

大切にしてもらえていることが分かればそれでいいと感じます 

肩書きや上下関係で背負った苦しい想いも意識しないようにしてください 

 

起業準備時間の増やし方－５２０ 

● 逃げているのに逃げていないかのように見せる狡猾な生き方をしない 

 

勇気がなく物事に正面から取り組まない人を卑怯者と言います 

ちょっとしたことにも怖がったり尻ごみしたりする人を臆病者と言います 

勇気と尻込みを消して踏み込むだけで狡猾さとは縁遠くなっていきます 



起業準備時間の増やし方－５２１ 

● 悩みは個々別々なので対応をパターン化することなどできるわけがない 

 

累積していくことにより系統立てられますが画一化はできません 

悩みは個別なので対応も個別で通り一遍の返答もできません 

慣れないといけないですが慣れ過ぎないようにしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５２２ 

● ロクな大人が居ないと不平を漏らす間に少数の好い大人になればいい 

 

ロクな大人が居ないと文句を言うだけの大人にならないでください 

今の時代は大人の責任ですがその大人の中の一名様です 

隣の人から一人ずつ変えていくように少しずつ巻き込んでください 

 

起業準備時間の増やし方－５２３ 

● 自分自身の仕事選びの水準にある「 こころ 」が濁っていませんか？ 

 

動機がなくてもどのような仕事でも勤勉に頑張り続けられる人は稀です 

お金や今の境遇に関係なく最終的になっていたいものを決めて仕事を選ぶ 

お金も時間もこころにも余裕がありそれでも続けたい仕事を見つけてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５２４ 

● 自分自身のこころが安かろう悪かろうを生み出していることがある 

 

困窮が続くと今の今だけを抜け出せればいいと考え方が変わっていきます 

安物買いの銭失いのように安かろう悪かろうの悪循環に入らないでください 

今の今だけどうにかしたい気持ちを遠くに追いやってください 

 

起業準備時間の増やし方－５２５ 

● 望みと我慢の限界調整ラインを必ず事前に持っておく 

 

望む道から降りる時期と我慢の限界ラインを事前に決めておいてください 

どれだけ予見していても想定外しか起こらないのが起業後の生活です 

ギリギリラインを踏み割ってまで取り組む時期も含めて調整してください 



起業準備時間の増やし方－５２６ 

● 心静かに考察するために環境を整え正当な成果を為すため動機を整える 

 

何をしていきたいのかを雑音が入らない状況で動機を整える 

次に精神的に落ち着ける場所を見つけて環境を整える 

心を静かに取り組めるよう考察時間を大きく確保できる状況をつくり出してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５２７ 

● 成果までの距離を最短にするために準備に最大の手間をかける 

 

準備不足が最も不足感を背負う後悔になると考えています 

ですが準備にどこまで手間を掛けるかにも神経を尖らせる必要があります 

成果を最短にするために構図が鮮明になるよう最大の手間を掛けてください 

 

起業準備時間の増やし方－５２８ 

● 後ろめたさを感じないように休息・緩み部分を含めながら計画作成する 

 

休みなくキチキチに組み込んで突然緊張の糸が切れて何もしなくなる 

本末転倒生活に入り込んで後ろめたさを感じて焦りながら修正を掛ける 

悪びれず前もって休息を大きめに入れて計画作成してゆとりを持ってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５２９ 

● 締め付け過ぎず緩め過ぎない『 大丈夫 』のラインを知っておく 

 

毎日全力で頑張れるために大丈夫な余力を計算する 

ギリギリ設定の少し手前を基準に予定を組んでいきます 

何度か限界を測ってから少し緩めて決めてくださいね 

 

起業準備時間の増やし方－５３０ 

● のほほんとした生き方をしていると突然まとめてツケを支払わされる 

 

いつか突然まとめて支払いの督促がやってきます 

生き方に対してのツケなので生き方そのものを省みないといけません 

心当たりがあるなら抜けがないか確認しながら少しずつ締め直してください 



起業準備時間の増やし方－５３１ 

● 都合のいいことだけにプライドを持ち都合の悪いことから逃げようとしない 

 

プライドの持ち方を間違えると意固地で逃げグセが付いた人と思われます 

都合が悪いことに対しては謙虚に都合がいいことに対しても謙虚に振る舞う 

逃げグセを振り払うことをクセにして都合のいい生き方と向き合い続けてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５３２ 

● 保身とは自分の身を守ることだけに専念して何もしていないこと 

 

変わるためには今までとは違うことに次々と挑戦することが課題になります 

何となく変わりたいから今までとは少しだけ違うことを一回だけやってみて折れる 

自分の身を守ることばかり考えていると見抜かれているつもりで過ごしてください 

 

起業準備時間の増やし方－５３３ 

● 期待すればするほど現実・事実とは逆方向に心と行動が動いてしまう 

 

期待するから失望して絶望するそして絶望したくないから別の行動を取る 

失敗したくない 変化したくない 忙しくなりたくない ちょうどいい今が好い 

空いた時間で余裕を持ってどんどん失敗する恥のかき方をしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５３４ 

● 見栄がすべてを壊すので何があろうと見栄を張らない 

 

小さな自分を認める 器が大きくなっても小さな自分でいいと思い続ける 

見栄を張るから本当の自分から自分が離れていき調整ができなくなります 

分相応 無いなりに そして あるなりに質素に暮らしてください 

 

起業準備時間の増やし方－５３５ 

● お金をつくることができる人はこれ以上ないくらいお金を大切にする 

 

お金が大切だと感じるから使う前にどう使えば最善なのかをじっくり考える 

それ以外のときは使う必要がないので余計な運用をせず貯めておく 

金持ちになる資格のある人だけが金持ちになれることも何となく理解できませんか？ 



起業準備時間の増やし方－５３６ 

● 自分完結して割り切っているのなら分かって欲しいと思ってはいけない 

 

認めてもらえないから割り切っていることにして自己完結していませんか？ 

割り切っているのに諦められなくて割り切れず分かって欲しいという矛盾 

あきらめたくないことを諦めた気持ちで見つめ直してみませんか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－５３７ 

● 目的のない生き方をすることは自分の人生をタダ働きさせていることと同じ 

 

目的はないよりある方がいい 目的があるなら達成した方が楽しみが大きい 

後悔しないように目的をつくって流れ流れる生き方を自分のために堰きとめる 

人生は有限なので楽しみに使う時間を最大限にして過ごしてみませんか？ 

 

起業準備時間の増やし方－５３８ 

● 自他共に認める得意なものをつくり１分間で要約説明できるようにする 

 

勝手な得意は自己満足ですので他に認めてもらう必要があります 

そのために本当に得意かどうかを１分間に押し込んで言葉にして証明する 

忘れてしまうことも加味して３００文字程度で独自の得意を要約してみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５３９ 

● 足りない『何か』に気付こうともしない自分に気付かなければならない 

 

不測の事態は不足の事態 事前の準備が足りなかっただけかもしれません 

余裕をつくって不足に気付きさらに余裕があるときに気付いている不足を埋める 

ふとしたときに足りないものはないか考えるクセをつけて整理してみてください 

 

起業準備時間の増やし方－５４０ 

● 大きく結実させるために過去に小さく自己完結したことを全力で練り直す 

 

一度諦めたことは本当に諦めていいものだったのかどうか考え直す 

当時の失敗の後悔が反省に変わり修正・改善した善後策が次々に浮かびます 

元々折っていたことなので別の足場で結実させる目的のために練り直してください 



【 起業準備時間の増やし方 ５４１－５７０ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－５４１ 

 願望で終わっているものを後先考えず実行に移したり行動したりしない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５４２ 

 なれないものになるには『時間が掛かる』と言い訳していませんか？  

 

 

起業準備時間の増やし方－５４３ 

 毎日１０分間 疲れ切って時間切れになるまで自分自身について考える  

 

 

起業準備時間の増やし方－５４４ 

 ホンの少し上の最適を何度も何度も積み重ねたものが最終目的地  

 

 

起業準備時間の増やし方－５４５ 

 夢の終着点と夢の執着点 解体すべきは自分自身が持っている執着心  

 

 

起業準備時間の増やし方－５４６ 

 夢のゴール／夢の破綻条件／夢へのこだわり の ３つを設定する  

 

 

起業準備時間の増やし方－５４７ 

 ワーク・ライフ・バランスよりもまず自分の向かう先の出口を決める  

 

 

起業準備時間の増やし方－５４８ 

 先が見えないことだけを拠り所にして絶望的な色付けをしない  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－５４９ 

 貧困が根元にある心の困窮を夢で覆い隠すような心の埋め方をしない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５５０ 

 現実を見据えない人にまっすぐな成果は訪れない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５５１ 

 不確かな人が不確かな人に不確かなことを押し付ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－５５２ 

 理不尽な人が不安定な状況の人に不遇なことを押し付ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－５５３ 

 言葉で他人はごまかせるが自分の心は納得させられない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５５４ 

 向上心を持てない環境にハマり込まない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５５５ 

 お金を貯めるときは運用・殖やすなど余計なことを考えない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５５６ 

 資格は得意を明確にするもの すがり付くためのものではない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５５７ 

 余力が薄いと理路整然となりにくく未来・今後がバラけやすくなる  



 

 

起業準備時間の増やし方－５５８ 

 資格試験は得意の確認と得意を定着させるもの  

 

 

起業準備時間の増やし方－５５９ 

 何がしたいのかをハッキリさせてから一歩目を踏み出す  

 

 

起業準備時間の増やし方－５６０ 

 考えなさ過ぎの段階から一気に悩み過ぎというところまで飛躍しない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５６１ 

 妥協・あきらめ・忍耐の生活を生涯送りたいですか？  

 

 

起業準備時間の増やし方－５６２ 

 一歩も踏み出さずとどまっていることを耐えていると誤変換しない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５６３ 

 数多くある救いの言葉を巧みに利用して自分を棚上げしない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５６４ 

 無理難題であっても解決したいのなら自分を問題点の中心に据える  

 

 

起業準備時間の増やし方－５６５ 

 全力から余力を差し引いた遊びの部分を最大利用して今後を設計する  

 

 

起業準備時間の増やし方－５６６ 

 活動記録の作成が目標から現在地までの距離の理解を深める  



 

 

起業準備時間の増やし方－５６７ 

 指標がなければムダに壁にぶつかりムダに凹んでしまうだけになる  

 

 

起業準備時間の増やし方－５６８ 

 自分をつくり上げる時間を毎日少しずつ日常生活の中に強引に捻じ込む  

 

 

起業準備時間の増やし方－５６９ 

 無策に過ごして枯れないように毎日蓄積のための宿題を出す  

 

 

起業準備時間の増やし方－５７０ 

 自分が抱えている不都合と真正面から向き合う  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－５４１ 

● 願望で終わっているものを後先考えず実行に移したり行動したりしない 

 

現状が辛過ぎて夢の続きが見たいと願望をつい口からこぼしてしまう 

夢を実現するために実際に何をこなすのかを考えて現状に戻ってきてください 

日常生活を捨てずに日常生活の上乗せとして夢を見積もってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５４２ 

● なれないものになるには『時間が掛かる』と言い訳していませんか？ 

 

最終目標が大きいほど達成するためには時間が掛かります 

なれないものをなりたいものとすり替えても違いが分かりません 

細分化する意思と細分化した達成計画を立ててみてください 

 

起業準備時間の増やし方－５４３ 

● 毎日１０分間 疲れ切って時間切れになるまで自分自身について考える 

 

１日１０分を１年積み上げると３６５０分ですので総計６１時間使うことができます 

過去のこと 現在のこと 未来のこと 気になったこと 何でもいいです  

毎日１０分自分自身について考えたことをノートに書き留めて蓄積してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５４４ 

● ホンの少し上の最適を何度も何度も積み重ねたものが最終目的地 

 

５年を１０分割すると半年で半年を１０分割すると１８日です 

４日の予備を持った２週間ごとの目標を１００回積み上げると５年計画が完成です 

ホンの少し上の最適を５０回や３０回積み上げても相当な位置に居ませんか？ 

 

起業準備時間の増やし方－５４５ 

● 夢の終着点と夢の執着点 解体すべきは自分自身が持っている執着心 

 

本当に夢を叶えたいのか単なる願望を口にし続けているだけなのか 

実現するための労苦をはね返す意思は本人の心の中にしかありません 

どこまで冷静に実現に向けて執着しているかを解体してみてください 



起業準備時間の増やし方－５４６ 

● 夢のゴール／夢の破綻条件／夢へのこだわり の ３つを設定する 

 

実現に向けて動き出すとその時点で夢という言葉ではなくなります 

最終目標と完全に諦めてしまう破綻条件どうしても達成したい想いの強さ 

お金と時間とこころの余裕と向き合って精神的な均衡を保ってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５４７ 

● ワーク・ライフ・バランスよりもまず自分の向かう先の出口を決める 

 

ワーク・ライフ・バランスと提唱するのはワーク・ライフ・アンバランスだから 

憤慨するほど崩れ乱れているならアンバランスの出口をさがさなければなりません 

あなたの出口だけでいいので大義は気にせずどのように向かうかを決めてください 

 

起業準備時間の増やし方－５４８ 

● 先が見えないことだけを拠り所にして絶望的な色付けをしない 

 

先行きが見えないなら積極的に考えると自由に設計していいことになります 

認めてもらえず時間が掛かるものは認めてもらえるまで時間を掛ける 

過去現在は未来への単なる参照資料ですので今から自由につくりかえてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５４９ 

● 貧困が根元にある心の困窮を夢で覆い隠すような心の埋め方をしない 

 

貧困を突き放すと生き方への困窮を考えていなかったことに気付きます 

余裕ができて夢の現実性とこころの困窮との葛藤が次の段階で起きます 

貧困を突き放す過程に居候してお金の余裕をつくりながら次を追ってください 

 

起業準備時間の増やし方－５５０ 

● 現実を見据えない人にまっすぐな成果は訪れない 

 

常に現実を見据えていれば必然的対策をとり続けることになります 

回避や逃避手段を執ったとしても実際に起きることが現実となります 

結局は現実からは避けられようもないのでまっすぐ見据えて積み上げてください 



起業準備時間の増やし方－５５１ 

● 不確かな人が不確かな人に不確かなことを押し付ける 

 

不確かでない人は黙っていて押し付けません 

確かな人は確かなことを確かな人にだけ伝えようとしています 

確かなものを自分の中から見つけて確かな人にだけ自信を持って伝えてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５５２ 

● 理不尽な人が不安定な状況の人に不遇なことを押し付ける 

 

タテ社会の不思議そして年齢と年功を加味した上下関係の不思議です 

不遇が無いところに行くとそれが当たり前ではなかったと分かります 

本当にどういった仕事が好きかどうかを基準に生き方を考えてみてください 

 

起業準備時間の増やし方－５５３ 

● 言葉で他人はごまかせるが自分の心は納得させられない 

 

使う言葉を増やすとたくさんの人から自分を守ることができます 

言葉を増やして表現力を磨くほどに本心から遠ざかることもできてしまいます 

あなたのこころを納得させる本心・ホンネはどこにありますか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－５５４ 

● 向上心を持てない環境にハマり込まない 

 

仕事や仕事以外の趣味など何でもいいので向上心を持つ環境を見つけてください 

上には上が居てカンタンには胡坐をかけないことに気付いてください 

順位付けや競争意識に転嫁されない向上心を持ち続けてください 

 

起業準備時間の増やし方－５５５ 

● お金を貯めるときは運用・殖やすなど余計なことを考えない 

 

お金を貯めるときはお金を貯めることに専念する 

使わないためには効率的に使うにはどうすればいいのかだけ考えます 

効率的に使うことと使わないために過ごすことだけでも本当に難しいですよ 



起業準備時間の増やし方－５５６ 

● 資格は得意を明確にするもの すがり付くためのものではない 

 

無いよりはあった方がいい あるなら効率よく使った方が好い 

効率よく使えたなら武器として磨きあげた方が好い それが資格です 

持つ前から使いこなすにはどうすればいいのかを考えていてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５５７ 

● 余力が薄いと理路整然となりにくく未来・今後がバラけやすくなる 

 

余力があるから時間を掛けて深く重い考え方を提示することができます 

余力が薄いと散らかった際に自分自身の言動まで収拾がつかなくなってしまいます 

時間を掛けて未来や今後をじっくり考えて底の深い論拠をつくり上げてください 

 

起業準備時間の増やし方－５５８ 

● 資格試験は得意の確認と得意を定着させるもの 

 

得意であることの確認と定着の証明試験が資格試験です 

合格不合格問わず試験を通すことで定着の証明ができます 

その後定着した得意を自力でどこまでも練り上げてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５５９ 

● 何がしたいのかをハッキリさせてから一歩目を踏み出す 

 

一歩目を踏み出す前にすることがあります 

何がしたいのかをこれ以上ないくらいハッキリさせる 

視界となる前がどこまでも見えるように広げてください 

 

起業準備時間の増やし方－５６０ 

● 考えなさ過ぎの段階から一気に悩み過ぎというところまで飛躍しない 

 

考え続けることから避けると考えることが苦手になってしまいます 

考えなさ過ぎる状態から考えることを通り過ぎて考えることなく悩み始めてしまう 

時間を掛けてアタマの中で間違えて修正してどんどん改善してください 



起業準備時間の増やし方－５６１ 

● 妥協・あきらめ・忍耐の生活を生涯送りたいですか？ 

 

一生涯のテーマを決めてその実現に本当に一生を費やす 

諦めるから妥協して忍耐しなければならない生活に入り込みます 

別の意味での忍耐が必要なストレスのない諦めない生活をしてみませんか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－５６２ 

● 一歩も踏み出さずとどまっていることを耐えていると誤変換しない 

 

踏み出せないのではなく変わるのが怖くて踏み出したくない 

踏み込むと怖いとめんどくさいが重なってイヤ過ぎて動きたくない 

耐えている状態が気持ち悪くなるようにもう一度単語を脳内変換してください 

 

起業準備時間の増やし方－５６３ 

● 数多くある救いの言葉を巧みに利用して自分を棚上げしない 

 

助けて欲しい人にとって助けてもらえる言葉は本当に助かります 

つむぐ人は本当に上手につなぎ合わせてどこまでも逃げ道をつくってしまいます 

救いの言葉に流されて都合のいい自分をつくり上げない意識づくりをしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５６４ 

● 無理難題であっても解決したいのなら自分を問題点の中心に据える 

 

無理難題に直面すると問題を棚上げするか本人が退出するかしてしまいます 

今できることと考え続ければできることを消化して少しずつ時間を掛けて切り崩す 

本人以外が解決するのは不可能だと覚悟を決めて問題点の中心に自分を据えてください 

 

起業準備時間の増やし方－５６５ 

● 全力から余力を差し引いた遊びの部分を最大利用して今後を設計する 

 

義務と感じる日常生活に遊びと余力を上乗せすると全力になります（よね？） 

全力から余力を差し引いた残りの遊びの部分が本当の自己活用時間です 

個人の感覚が最も差が出る遊び時間の最大活用をして自己再形成してください 



起業準備時間の増やし方－５６６ 

● 活動記録の作成が目標から現在地までの距離の理解を深める 

 

書き上げていくから記録を基に記憶も定着していきます 

目標を書いて現在地までの道順を書きそして現在からの道順を書きつづる 

余計なマイナス感情を捨てるために書き落として自分から切り離してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５６７ 

● 指標がなければムダに壁にぶつかりムダに凹んでしまうだけになる 

 

自分がプラスマイナス極右極左がないフラットな状態になる指標をつくる 

その指標ができてしまえば目指すところに向けて大きくブレないで済みます 

壁にぶつかってムダに気落ちしたくないなら先に指標をつくってみてください 

 

起業準備時間の増やし方－５６８ 

● 自分をつくり上げる時間を毎日少しずつ日常生活の中に強引に捻じ込む 

 

いきなり自分を変えようとしても変えることが前提でない場合すぐに疲れます 

変えるのではなく元々持っている自分自身に上乗せとしてつくり上げていく 

つくり上げながら余計な部分を少しずつ抜き入れ換えるように捻じ込んでください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５６９ 

● 無策に過ごして枯れないように毎日蓄積のための宿題を出す 

 

無策な毎日を積み重ねると徐々に枯れていきます 

蓄積のための宿題を持っていると蓄積を残すことができるようになります 

代わりに何もせずに一日が終わった日も無策の日として蓄積してください 

 

起業準備時間の増やし方－５７０ 

● 自分が抱えている不都合と真正面から向き合う 

 

不都合と正面から向き合うから不都合が消えていきます 

当たり前に辛いですが向き合わない限りいつまで経っても消えません 

本当に不都合がない人は不都合を昇華させたと思い込んでみてください 



【 起業準備時間の増やし方 ５７１－６００ 】 

 

 

 

起業準備時間の増やし方－５７１ 

 今後の道筋を明確にし徹底的な準備を行ない実現するまで続ける  

 

 

起業準備時間の増やし方－５７２ 

 選択肢が限りなく少ないことを選択肢がない！と決めつけてしまわない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５７３ 

 行動に移す／考える／心を整理する お金・時間・環境足りてますか？  

 

 

起業準備時間の増やし方－５７４ 

 猶予期間は自分でつくって自分で切り拓いていかなければならない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５７５ 

 自分をごまかすことと向き合っていると次第に後ろめたさが薄れていく  

 

 

起業準備時間の増やし方－５７６ 

 細切れの時間を大きく集めて大きくした時間で自分自身の将来を考える  

 

 

起業準備時間の増やし方－５７７ 

 理性で分かっていても感情が反発するので強制に強制力は利かない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５７８ 

 自分への究極の質問に充てる最も都合の好い時機を事前準備しておく  

 

 



 

 

起業準備時間の増やし方－５７９ 

 自分自身をごまかさない限り決して身の錆が出ることはない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５８０ 

 ３０年間で全員が３０年分成長して実力者にはなっていない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５８１ 

 自分を変えるために【自分で決める・自分で見つける・自分を信じる】  

 

 

起業準備時間の増やし方－５８２ 

 強くなりたいなら自分自身も客観的に冷徹に突き放す  

 

 

起業準備時間の増やし方－５８３ 

 どうにかしないといけない部分をどうにかくぐり抜けたら何とでもなる  

 

 

起業準備時間の増やし方－５８４ 

 コツコツ積み上げた５年分に１ヶ月で対抗するには６０倍の努力が必要  

 

 

起業準備時間の増やし方－５８５ 

 分析ばかりに終始していても一切解決にはつながらない  

 

 

起業準備時間の増やし方－５８６ 

 何かをしたいなら何をしていいか分からない人との関係を断絶する  

 

 

起業準備時間の増やし方－５８７ 

 準備の準備期間にある人は準備する対象を見つけることに専念する  



 

 

起業準備時間の増やし方－５８８ 

 どれだけ考えてもゴミみたいな案しか出ない初期があることを把握する  

 

 

起業準備時間の増やし方－５８９ 

 時間がどうしても欲しくなるくらいの対象を見つける  

 

 

起業準備時間の増やし方－５９０ 

 まとまった時間を自分を変えたいタイミングで上手くつかまえる  

 

 

起業準備時間の増やし方－５９１ 

 残り時間の概念は自分が苦労して余らせて残した時間とは異なる  

 

 

起業準備時間の増やし方－５９２ 

 自分のことは逃げ込まない限り自分が一番知っている  

 

 

起業準備時間の増やし方－５９３ 

 時間・お金が貯まらない心の癖を抜きストレスがたまる心のクセを抜く  

 

 

起業準備時間の増やし方－５９４ 

 時間・お金が貯まらない行動の癖を抜きストレス蓄積行動の癖を抜く  

 

 

起業準備時間の増やし方－５９５ 

 現状を最上級とすると後ろも断てず前もつくれずどこにも進めなくなる  

 

 

起業準備時間の増やし方－５９６ 

 他人の薄っぺらさだけが見えてしまうのは自分自身に厚みがない証拠  



 

 

起業準備時間の増やし方－５９７ 

 押し付け論理は相手の話を聴かずに済ませる逃げの悪癖  

 

 

起業準備時間の増やし方－５９８ 

 話すは聴く・聞く・訊くの繰り返し  

 

 

起業準備時間の増やし方－５９９ 

 初志貫徹したいなら最初から最後まで貫徹できるだけの構図をつくる  

 

 

起業準備時間の増やし方－６００ 

 時間も気持ちもない状態を無理やり引き出してくるところから始める  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起業準備時間の増やし方－５７１ 

● 今後の道筋を明確にし徹底的な準備を行ない実現するまで続ける 

 

実現する人は実現するまで続けています 

徹底的に準備して道筋を明確にして空白をなくす 

感情を入れたくなければ感情を入れなくていいハコをつくってください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５７２ 

● 選択肢が限りなく少ないことを選択肢がない！と決めつけてしまわない 

 

分野によっては貧弱過ぎて選べないくらい細い選択肢しかないことがあります 

細い選択肢を束ねて眺めて見て つくりかえられないかどうかを考える 

選択肢そのものが使い物にならないときは新しい選択肢をつくってみてください 

 

起業準備時間の増やし方－５７３ 

● 行動に移す／ものを考える／心を整理する お金・時間・環境足りてますか 

 

落とし込みの精度が高ければ高いほど自働化が進みます 

自働化のためにお金と時間を掛けて環境を仕上げ直していきます 

行動に移る前の環境整備と思考錯誤そして大きな時間を確保しましたか？ 

 

 

起業準備時間の増やし方－５７４ 

● 猶予期間は自分でつくって自分で切り拓いていかなければならない 

 

猶予期間は締切りが到達するまでの延命期間と考えれば納得がいきます 

振り返るまでの期間が短い人は砂時計が小さいので戻ってくるまでの期間も短い 

何をどう切り拓けば猶予期間が長くなり戻ってこずに済むのかを考えてみてください 

 

起業準備時間の増やし方－５７５ 

● 自分をごまかすことと向き合っていると次第に後ろめたさが薄れていく 

 

誰も衝いてくるわけではないですが後ろめたさのために押しが弱くなります 

自分をごまかしていると感じることを微細な部分まで調べて消すと落ち着いてきます 

最後のひと押しが弱くなる原因を徹底追及してウイークポイントを消してください 



起業準備時間の増やし方－５７６ 

● 細切れの時間を大きく集めて大きくした時間で自分自身の将来を考える 

 

自分自身のことを考え尽くすには本当に大きな時間を必要とします 

そして意識していないと小さな時間をどんどん取りこぼして持ち時間も失います 

大きな時間をつかまえるために小さな時間を数多くつかまえるようにしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５７７ 

● 理性で分かっていても感情が反発するので強制に強制力は利かない 

 

強制には強制されたという感情面での歪みが生じます 

いくら理性では理解できていても納得がいかなければ遺恨を残してしまいます 

自己を強制をしないような矯正手段を思い付いて実行に移してください 

 

起業準備時間の増やし方－５７８ 

● 自分への究極の質問に充てる最も都合の好い時機を事前準備しておく 

 

あなたは一生涯を掛けてどのように生きていきたいですか？ 

実際に考え始めると理論理屈ではどうにもならない事象や気持ちに包まれます 

最も都合のいい時機を事前に準備して全力で浸かり込んでください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５７９ 

● 自分自身をごまかさない限り決して身の錆が出ることはない 

 

自分をごまかす理由ごまかしたくなるときはどのような場合ですか？ 

理由と時期を先回りしてすべてを先に吐き書き出して整理してしまいます 

身から出た錆と言われないために錆びは先にすべて出してしまってください 

 

起業準備時間の増やし方－５８０ 

● ３０年間で全員が３０年分成長して実力者にはなっていない 

 

１日を１単位としても３６５日を３０回なので１０９５０日分の成長があります 

それだけの長い間に組織も個人も紆余曲折があり栄枯盛衰を繰り返します 

３０年分積み重ねてもいいほどの対象を見つけて毎日自力を積み上げてください 



起業準備時間の増やし方－５８１ 

● 自分を変えるために 【 自分で決める・自分で見つける・自分を信じる 】 

 

未来は自分で変えられるのは変えると決めて変えることをし続けるからです 

変わった後の自分の実力を信じられる自分自身を見つけて方向性を決める 

変わった後を基準にするので今が最もつらいつくり込みの時期と把握してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５８２ 

● 強くなりたいなら自分自身も客観的に冷徹に突き放す 

 

強くなるのではなく弱さをなくしていくことで堂々とできるようになります 

晒してもいい弱い部分は晒して 大丈夫と感じる部分は中和の工夫をする 

過去は仕方なく未来は分からないそして現状の感情を冷徹に突き放してください 

 

起業準備時間の増やし方－５８３ 

● どうにかしないといけない部分をどうにかくぐり抜けた後なら何とでもなる 

 

どうにかなるのではなく どうにかして何とかなるようにする 

行き詰まりの根幹を解体して抜け出すとあとは枝と葉が残るだけになります 

どうにかしないといけない部分を放置せず解体のため常に脇に置いていてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５８４ 

● コツコツと積み上げた５年分に１ヶ月で対抗するには６０倍の努力が必要 

 

助走の効果には助走期間がそのまま準備期間として計算できる利点があります 

地道に積み上げるという行為そのものに対しての対抗策は地道しかありません 

下積み５年の人は分野を変えても下積み５年ですので堂々と公表してください 

 

起業準備時間の増やし方－５８５ 

● 分析ばかりに終始していても一切解決にはつながらない 

 

分析のための分析を続けて悟りを開いても外向けの価値は生まれません 

外向けに価値を伝えたいなら外向けに分かりやすく価値を伝える必要があります 

誰のために最も役に立ち最も刺さる価値を伝えたいのかを浮き上がらせてください 



起業準備時間の増やし方－５８６ 

● 何かをしたいなら何をしていいか分からない人との関係を断絶する 

 

何をしたいのかが決まれば提供を待っている人に向けて意識を傾倒する 

人生も時間も有限でその中に馴れ合いが含まれていいかどうか熟慮する 

聞き耳も立てない何をしていいか分からない人と共有する時間を減らしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５８７ 

● 準備の準備期間にある人は準備する対象を見つけることに専念する 

 

何もしていなくても準備中になり準備という言葉は本当に広い意味で使われます 

準備期間中の方には準備期間のまま何もせず枯れていく人たちも含まれています 

準備の準備期間にある人は安心せず準備する対象を見つけることに専念してください 

 

起業準備時間の増やし方－５８８ 

● どれだけ考えてもゴミみたいな案しか出ない初期があることを把握する 

 

初めは誰でもヘタクソですがヘタを受け入れられるかどうかは気持ち次第です 

一人前を超える人は一人前になる期間は陰で恥をかいてコッソリ積み上げます 

格好も付かない価値のない恥ずかしい期間は陰で積み上げるようにしてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５８９ 

● 時間がどうしても欲しくなるくらいの対象を見つける 

 

時間をムダにするのは時間を無駄にしたくない対象を見つけていないからです 

見つからないのではなく見つけ方が分からないか見つけた後が怖いからです 

一生涯を掛けて取り組めるどうしても時間が欲しくなる対象を見つけてください 

 

起業準備時間の増やし方－５９０ 

● まとまった時間を自分を変えたいタイミングで上手くつかまえる 

 

自分を上手に短期間で変えるにはタイミングが必要です 

まとまった時間を準備が終わった時期に合わせて用意します 

自分を変えたい時期に合わせて準備も含めた段取りを整えてください 



起業準備時間の増やし方－５９１ 

● 残り時間の概念は自分が苦労して余らせて残した時間とは異なる 

 

残り時間は減っていく時間概念で残した時間は目的のための浮かした時間です 

余った時間でこなすことと時間を余らせて取り組み続けることでは意味合いも異なります 

敢えて時間をつくり出して課題をこなしてみて時間の大切さを味わってみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５９２ 

● 自分のことは逃げ込まない限り自分が一番知っている 

 

自分がかわいいことを超えて逃げ込まないようにすると本当に気付きます 

自分がかわいいことがジャマをして人のためになれないことに気付いてしまいます 

我が身を捨てる凄さは誰もが分かっていないということにも気付かされます 

 

起業準備時間の増やし方－５９３ 

● 時間・お金が貯まらない心のクセを抜きストレスがたまる心のクセを抜く 

 

時間もお金も強く意識しないと貯まらない方に流れます 

時間もお金も貯まらないのが普通なのでそれでストレスを貯めることに矛盾があります 

時間とお金が貯まっている状態とその後を想像して楽しみながら実践してください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５９４ 

● 時間・お金が貯まらない行動の癖を抜きストレスがたまる行動の癖を抜く 

 

時間とお金が貯まらない行動を書き尽くして行動を目で把握します 

貯まらないことに対するストレス行動を予見して書き尽くしていきます 

悪いクセに気付いて悪いクセを抜き少しずつ逆の体質をつくり上げてください 

 

起業準備時間の増やし方－５９５ 

● 現状を最上級とすると後ろも断てず前もつくれずどこにも進めなくなる 

 

現状が最適と感じていると後ろも断てず前もつくれずどこにも進めなくなります 

最適を外すにはそれを上回る実現可能な最適をつくり上げて可視化する必要があります 

変化したい自分の居心地が変化したくない自分の居心地を上回るよう仕立て上げてください 



起業準備時間の増やし方－５９６ 

● 他人の薄っぺらさだけが見えてしまうのは自分自身に厚みがない証拠 

 

他人の薄さが見えるのは薄いところしか意識して見ていないからです 

他人の薄さを指摘して自分の厚みを提示してもらえた場合恥ずかしくなります 

自分の厚みを意識するために他人の厚みを見抜くように訓練してみてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５９７ 

● 押し付け論理は相手の話を聴かずに済ませる逃げの悪癖 

 

詰まりを出したい人に上から論を乗せたり押し付けても浸透しません 

新しい気付きを押し付けても余裕がないので定着せず活用できません 

話を聴くことで詰まった栓を取り除いて不安心の不も取り除いてください 

 

起業準備時間の増やし方－５９８ 

● 話すは聴く・聞く・訊くの繰り返し 

 

一方的に話したいことを話しても一対一での解決にはつながりません 

まず聴いてそして力を抜いて聞いて気付いたことを訊き直す作業を繰り返します 

話す余裕より訊く余裕より聞く余裕と聴く余裕を持つための心の余裕を備えてください 

 

 

起業準備時間の増やし方－５９９ 

● 初志貫徹したいなら最初から最後まで貫徹できるだけの構図をつくる 

 

初志貫徹したいなら何度失敗しても完遂するだけの構図を仕上げてください 

完遂できるように最後から最初まで紆余曲折も織り込んだ戻し構図を仕上げます 

入口での失敗から途中で差し戻される挫折も現実的に織り込んでください 

 

起業準備時間の増やし方－６００ 

● 時間も気持ちも『ない』状態 これを無理やり引き出してくるところから始める 

 

すべての原点は何もないところから始まっています 

無いものを無理やりつくる尊大な抵抗からムチャを始めていきます 

時間も気持ちもない状態から当事者も尊大な抵抗を始めてください 


