
かしこい生活の実践 １２１ 

 恥の整理が終わると また新たに前を向いてゴーサインを出すだけでいい？ 

 新たな『恥？』の始まりです 

 

 

かしこい生活の実践 １２２ 

 目標を達成したい 一日でも早く目標ラインに到達したい人への 

 気持ちがざわつく余計なおせっかい 

 

 

かしこい生活の実践 １２３ 

 目標に少し足りなくても 足りないことに変わらないので 

 惜しさを捨ててしまいましょう 

 

 

かしこい生活の実践 １２４ 

 惜しすぎて自分に念が残り 最後の最後で自分に腹が立ってしまう 

 実は初めに問題を抱えてませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 １２５ 

 意志が弱くても 必要に迫られても 

 最初はラクなところから入ると 存分に継続できますよね 

 

 

かしこい生活の実践 １２６ 

 ザ・温泉気分！を捨てる さて どこから なおせばいいのでしょうか？ 

 

 

かしこい生活の実践 １２７ 

 変わりたくないけど変わりたい人へ 

 こうすれば変われそう！という考え方を ポツンと置いてみた 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 １２８ 

 未来の自分を信頼できることだけで寸暇を詰め込まないと 

 行動することそのものがもったいなくなります 

 

 

かしこい生活の実践 １２９ 

 能力が高い激辛な人になったとしても 

 優しい人と認めてもらえるなら 怖がらずにそうなってみない？ 

 

 

かしこい生活の実践 １３０ 

 自分のダラけ具合いを知って立て直すために 

 カッコつけた１週間の全行動を記録してみません？ 

 

 

かしこい生活の実践 １３１ 

 最高の成果を出したければ自分では統制と抑止が利かないと覚悟して 

 他人に厳しく管理してもらいましょ 

 

 

かしこい生活の実践 １３２ 

 手を借りて 託すところを錬り込んで決めてから 

 能力を超えることを達成するために 動き始めましょう 

 

 

かしこい生活の実践 １３３ 

 新しく取り組むとき 理解は得られないといい意味で諦 

 広量の世界をさがし求め行動を増やしましょう 

 

 

かしこい生活の実践 １３４ 

 人間関係が壊れた固まった状態が続くくらいなら 

 自分が外々へ動いてココロを柔らかくした方がいいよね 

 

 

 



かしこい生活の実践 １３５ 

 必死でさがした後 自然体に見える軽い気持ちで 

 １０年意図的に続けて取り組むから 胸を張れるんです 

 

 

かしこい生活の実践 １３６ 

 中途半端を超えるため 一心不乱に打ち込むも通過して 

 心中という言葉を使ってもいい対象見つけません？ 

 

 

かしこい生活の実践 １３７ 

 護りが堅くて攻めに弱い私は 変わりたくないの！ 

 突き進んでる人もみんな そうだと思うんだけどなぁ 

 

 

かしこい生活の実践 １３８ 

 イケばいいのに グジグジしている人には 

 モジモジしてんじゃないよ！と ドーンと押してみてください 

 

 

かしこい生活の実践 １３９ 

 自分を好きになりたいなら コッソリ 携帯やＰＣのメモ帳に 

 自分をどんどん好きになることを書いてみて 

 

 

かしこい生活の実践 １４０ 

 めんどくさくても 解決するしかないのなら踏み込むしかない 

 どれだけの勇気が必要だったとしてもね 

 

 

かしこい生活の実践 １４１ 

 忙しさの限界に挑戦するために 何でも遠慮なく乗せてもらえるような 

 引き受け体質になってみませんか？ 

 

 

 



かしこい生活の実践 １４２ 

 理想の生き方図面は一度描いてから何度も修正して 

 他人の雑音・ノイズは完全無視して仕上げましょう 

 

 

かしこい生活の実践 １４３ 

 考える重点は頭ではなくココロの満足 

 満足できる気持ちと状況を考え抜けば やさぐれなくて済みますよ 

 

 

かしこい生活の実践 １４４ 

 結果的に変わらなくてもいいから変わってみる 

 失敗しても自分を笑う覚悟ができていればいいだけです 

 

 

かしこい生活の実践 １４５ 

 どうしても達成したいことを一つだけ決めると 

 勝手に最善を尽くすとしたら そこに全力を注げばよくない？ 

 

 

かしこい生活の実践 １４６ 

 結果が出なくても自信を失わない対象を見つけて 

 堂々と宣言して真剣に取り組めば 失敗しても報われます 

 

 

かしこい生活の実践 １４７ 

 資格試験関連：複数回受験者特有が消す必要がある甘さは 

 一度こなした部分は通過していいという思い込み 

 

 

かしこい生活の実践 １４８ 

 資格試験合格後の動機と具体的行動の用意があった方が 

 受験勉強時の毎日の本気度が高くなります 

 

 

 



かしこい生活の実践 １４９ 

 資格取得後に実際の生き方の幅の広げ方を再考すると 

 資格を手にする前より将来を見据えやすくなります 

 

 

かしこい生活の実践 １５０ 

 束の間の余裕と安堵感 序盤のリードから来るココロのスキマは 

 一瞬で拡大されるので用心してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 １２１ 

 恥の整理が終わると また新たに前を向いてゴーサインを出すだけでいい？ 

 新たな『恥？』の始まりです 

 

 

「 失うものは何もない！ 」 

 

そう言うために 過去整理を 

ひたすら続けていたのですが終わらない 

 

 ぜんぜん終わらない ・ ・ ・ 

（ 何をどれだけ引っ付かんどる？ ） 

 

後ろには見る必要もないものしか残していない 

だから後ろをもう向く必要もない！となるとラクですよね 

 

これからする取り組みが どれだけ勇気が必要で 

どれだけ恥ずかしくても 前を向いてゴーサインを出すだけ 

 

ココまで行くと 恥の整理だけをすればいい 

と 気持ちが新たになります 

 

 前に出ることだけを意識 ・ ・ ・ 

 一歩前へ もっと踏み出して もっと前へ 

 

 あとは 恥を捨て続けるだけ？ 

 

 

かしこい生活の実践 １２２ 

 目標を達成したい 一日でも早く目標ラインに到達したい人への 

 気持ちがざわつく余計なおせっかい 

 

 

毎日目標をガン見できるようにしたいけど 

できない場合って どうします？ 

 



 毎日デジタル公表しているだけでも効果ありそう？ 

 

引っ込みがつかなくなっている状態に し続けていれば 

自分だけでなく 誰もがその目標を気にしている状態ですよね 

 

 やっぱり晒すのが一番ですよね 

（ 言葉が悪すぎます？ ） 

 

 引っ込みがつかなくなるように 何を晒します？ 

 

 

かしこい生活の実践 １２３ 

 目標に少し足りなくても 足りないことに変わらないので 

 惜しさを捨ててしまいましょう 

 

 

目標に少し足りない 目標に大きく足りない 

どちらにしても 足りないことには変わらない 

 

 それなら目標に大差をつける意気込みに変えてみる 

 

ゴール設定への見積もりが低くなっていないか 

ついつい逃げ腰になってしまっていないか 

 

 手を抜いているつもりでなくても 

 気が抜けていないか 振り返ってみる 

 

計画を立てたときの予測・計測を大きく短縮して 

余裕を持って 今後を加速させませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 １２４ 

 惜しすぎて自分に念が残り 最後の最後で自分に腹が立ってしまう 

 実は初めに問題を抱えてませんか？ 

 

 

できる人ほど手を抜かず繊細に行動している 

達成に近すぎる未達成の人ほど詰めが甘いかもしれません 

 

 細部への徹底性 こだわり 自分との違い 

 

惜し過ぎて念が残り腹が立つ余裕を抱えているのは 

苦しさという感情からくる 手抜きだったとしたら ・ ・ ・ 

 

 気持ちの詰めを どのようにして埋めていきますか？ 

 

 

かしこい生活の実践 １２５ 

 意志が弱くても 必要に迫られても 

 最初はラクなところから入ると 存分に継続できますよね 

 

 

意志が強い人がうらやましいと 

何もせずに思っていたのですが 

 

意志が強い弱い関係なく 

必要なことがあれば実行できてしまいます 

 

腰痛予防のために 体重を減らさなければならなくなって 

腹筋を鍛えるしかなくなって いつのまにか体重が大幅減で 

出ていたおなかが 完全に引っ込みました 

 

 ジーパンのサイズが５つダウン 

（ それ以上 下のサイズは同じ型ではなかった ） 

 

 

 思い立って ダメでもやってみて 効果が出た 



この場合は たまたまだったのですが 

結果が出てから 維持のために 決めて管理しています 

 

意志が弱いことを分かっているから 

いい結果が出たときに いい意味で すがる 

 

 同じことを続ける 少しずつ負荷をかける 

 少しずつ回数を増やし 時間を伸ばす 

 

決めごとに少しずつ負荷をかけて無理に守ろうとする 

無理をしない程度に 無理をして 抵抗力をつけていく 

 

 必要に迫られても 最初はラクなところから 

 で 十分ですよね 

 

 

かしこい生活の実践 １２６ 

 ザ・温泉気分！を捨てる さて どこから なおせばいいのでしょうか？ 

 

 

『 詰めが甘いのは はじめが甘いから 』 

 

はじめのタメの余裕が引き起こす 

温泉気分でふやけて 最後まとまらない 

 

惜しいは惜しくなく 考え方が ただ残念過ぎるだけ 

 

はじめも ツメも 甘ければ 

何もかも ぜんぶぜんぶ 甘々じゃないか 

 

・ ・ ・ どこをなおす？ 

 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 １２７ 

 変わりたくないけど変わりたい人へ 

 

 

 こうすれば変われそう！という考え方を ポツンと置いてみた 

 

変わりたくないのがふつう 

大きく変わるって 文字の通りタイヘンだから 

どう考えても変わりたくないよね 

 

自分が今までと全然違うところに行くことなんて 

考えたくないから 無理に変わろうとすると勇気が必要になってしまう 

 

 一気に奮い立たせて少しずつ変わる 

 ぜんぜん進まないけど 少しずつ進みます 

 

変わるのではなく 今を維持しながら新しいものを積み上げて 

自分自身を刷新しながら 必要のない自分を捨てていく 

 

 変わるのがツライ 変わりたくなければ 

 積み上げながら 捨てていけばいいんじゃない？ 

 

 

かしこい生活の実践 １２８ 

 未来の自分を信頼できることだけで寸暇を詰め込まないと 

 行動することそのものがもったいなくなります 

 

 

行動しないホンネを知ろうとしてますか？ 

 

 行動したくなることを書き出して 

 行動したくなることを 次々に実行する 

 

実行しようとしているのに できない ・ ・ ・ 

 

  できない理由は？ 



『 ホントは こんなことしたくない 』 

 

 コレを実行すると 自分を好きになれる 

 コレを実行すると 自分を信じ切ることができる 

 

自分の時間を持つこと自体が幸せな時代 

自分を信頼できることだけで 寸暇を詰め込ないと 

自分の未来がもったいないですよね 

 

 

かしこい生活の実践 １２９ 

 能力が高い激辛な人になったとしても 

 優しい人と認めてもらえるなら 怖がらずにそうなってみない？ 

 

 

 能力が高い激辛な人にはなりたくない 

 

  嫌われるわけじゃないけど畏怖される 

 （ 怖がられるのって イヤじゃない？ ） 

 

 でも なってみたくない？ 

 

 間延び行動を書き出して 整理して 

 間延びをすべて取り除いて 余白を無くす 

 

  スキマ時間ができても 計画や課題を押し込んで 

  どんどん新しい自分に入れ換えて 過去を捨てていく 

 

 半年前に会った人と再会してみると 

 ゆったり余裕をもって接することができていた 

（ と 後になって気付きます ） 

 

  周りの人は アレ？ ちょっと変わった？ 

  どこかで 一回り 成長した？ 

 

 



 現場・現段階で接する人だけが 

 「（ この人コワい スキがない ）」 と感じるだけで 

 

 一歩離れれば 優しい人として認めてもらえるとしたら 

 ・ ・ ・ それでもなりたくない？ 

 

  この人は ・ ・ ・ と  

  怖がられることへの恐怖心を捨てましょう 

 

 

かしこい生活の実践 １３０ 

 自分のダラけ具合いを知って立て直すために 

 カッコつけた１週間の全行動を記録してみません？ 

 

 

 レコーディングダイエットの行動版 

 ・ １週間分の全行動を書き出す 

 

  めんどくさいから 

  記録できることしか やらなくならない？ 

 

 １週間だけでいいので 記録を続けてみてください 

 普通に生活するのではなく 記録するためにカッコつけて 

 

 （ かなりカッコつけて 行動したとしても ） 

  自分なりの行動記録帳ができあがります 

 

  見えてくるものは 生活上の誤差と背信行動 

 

 自分がダラけた姿を見たくなければやらない 

 ダラけ具合を知って 立て直したければ実行 

 

  あなたはどちらを選びますか？ 

 

 

 



かしこい生活の実践 １３１ 

 最高の成果を出したければ自分では統制と抑止が利かないと覚悟して 

 他人に厳しく管理してもらいましょ 

 

 

 自己管理は ホントに難しくて 

 思い切って 他人に徹底管理してもらう方 

 成果につながります 

 

  決めちゃったほうがラクです 

 

 コレと コレと コレは 人に頼んで 

 お礼付きで 管理してもらう 

 

  充当なところだけ 思い切って振る 

  だって今まで 結果出せなかったんだもん！ 

 

 「 ダレか管理してくれー 」 

 

 恥ずかしくても 覚悟を共有してって 

 きちんと打ち明けたら 受け入れてくれます 

 

  自己統制 と 自己抑止って 

  ホントに 修業並みにキツくて苦しいんです 

 

 最高の成果を出したければ 

 自分では 統制と抑止が利かない と 

 覚悟を決めて 他人に 厳しく管理してもらいましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 １３２ 

 手を借りて 託すところを錬り込んで決めてから 

 能力を超えることを達成するために 動き始めましょう 

 

 

 疑心暗鬼で埋め尽くされると 

 自分の能力を超えた成果を出す人に 頼れなくなる 

 

  巻かれればいいんだけど 怖くて できない 

 

 自分の能力を超えた成果を出したいときに 

 自分ですべてをやろうとしても 立ち往生するだけです 

 

  「 あー もう ・ ・ ・ イヤ！！！ 」 

 

 自分の能力を超えている部分は どこ？ 

 能力を超えてまで 成果を出したい部分は どこ？ 

 

  何を頼り どれを頼り 誰を頼り どう託す？ 

 

 どこで 立ち往生しそう？ 

 

 立ち往生したときに 大丈夫！と言ってくれる人はダレ？ 

 詰めの部分で詰まりの部分だけ 取り除いてくれる人はダレ？ 

 

  自分で全部やろうとしない と 割り切ってしまいます 

 （ 決して 丸投げではないことは 忘れないください ） 

 

 能力を超えることを しようとしていることを 

 いつの間にか忘れて 壊れちゃうのって アホらしいです 

 

  手を借りて託すところ を 錬り込んで決めてから  

  能力を超えることを達成するために 動き始めましょう 

 

 

 



かしこい生活の実践 １３３ 

 新しく取り組むとき 理解は得られないといい意味で諦め 

 広量の世界をさがし求め行動を増やしましょう 

 

 

 新しいことをするとき 理解者の１人目は自分自身 

 忘れがちなんですけど 大事ですよね 

 

  もう１人の理解者（ ２人目 ）をつくるときに 

  大切なことは 相手をさがし続けて 理解してもらうこと 

 

 さがし続けて理解してもらうことが大事で 

 理解する気がない人・環境で 承認は求めないことです 

 

  新しいことをするのだから 今居る場所は古い場所 

  もしかしたら 広量ではなく 狭量の世界かもしれない 

 

 はじめから狭量の世界に居たと思えば 

 周囲が無理解で不承認 と いい意味で 諦めがつきます 

 

  新しいことに取り組むとき 理解は得られないと いい意味で諦めて  

  行動を増やし 広量の世界をさがし求めましょう 

 

 

かしこい生活の実践 １３４ 

 人間関係が壊れた固まった状態が続くくらいなら 

 自分が外々へ動いてココロを柔らかくした方がいいよね 

 

 

 人間関係で悩む 

 うーん 悩みたくないよね 

 

 社会生活で悩むなら 

 私生活で 人間関係をどんどん増やしていく 

 

 



 どんどん新しい人間関係が増えていくと 

 古い人間関係は ちょっとお休み になります 

 

  悩むってことは 悩む人間関係の中に 

  自分自身が居ることになるので ・ ・ ・ 

  悩まないところに行く （ だけでよくない？ ） 

 

 人間関係で悩まないように変わりたい 

 でも 今とは変わるから 違和感があって気持ち悪い 

 今と変わらない限り 人間関係で悩み続けるかもしれない 

 

  続けるしかないよね？ 

 

 人間関係が壊れて固まった状態が続くくらいなら 

 自分から外へ外へ動いて ココロを柔らかくした方がいいよね 

 

 

かしこい生活の実践 １３５ 

 必死でさがした後 自然体に見える軽い気持ちで 

 １０年意図的に続けて取り組むから 胸を張れるんです 

 

 

 １０年以上 続いているものって ありますか？ 

 １０年以上 意識的に 続けているものって ありますか？ 

 

  上と下で意味が違いそうです 

 

 趣味と嗜好は 自然体で始めて 

 切り捨てるときに苦労しそう 

 

 やらなくていいことを この際全部捨てて やることだけを残す 

 やることの中での 不要そうなものも捨てる 

 何があってもやめないつもりの 軽く取り組めるものをねじ込む 

 

  このねじ込むものを考察して実践すると 

  自信がつくかもしれません 



 必死でさがした後 自然体に見える軽い気持ちで取り組んで 

 意図的に１０年続けたと１０年後に胸を張りましょう 

 

 

かしこい生活の実践 １３６ 

 中途半端を超えるため 一心不乱に打ち込むも通過して 

 心中という言葉を使ってもいい対象見つけません？ 

 

 

 中途半端を全部捨てる 

 

 

 文字通りになれば 宙ぶらりんが全部捨てられます 

 心身ともに軽くなり 絶大な自信の根元だけが残ります 

 

  何も残らなければこれからつくる 

  中途半端にしておきたくないものだけを残す 

 

 これを定期的に繰り返すだけで 

 生き方がまるごと変わっていくと思いません？ 

 

  中途半端を超えるために 一心不乱に打ち込むことも通過して 

  心中という言葉を使ってもいい対象を見つけませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 １３７ 

 護りが堅くて攻めに弱い私は 変わりたくないの！ 

 突き進んでる人もみんな そうだと思うんだけどなぁ 

 

 

 自分を守りたい ・ ・ ・ 何から？ 

 攻めている人は強いの？ 攻めてくるの？ 

 

  相手にされてなければ 

  攻めてくることは まったくありません 

 



 うーん ・ ・ ・ 守るだけムダだったね 

 

  自分を守りたくなる理由ってナニ？ 

 

 殻をかたくすればするほど 

 ダレも突き破ろうと近寄ってこなくなります 

 

  護りが堅い私は 攻め（責め）に弱いと 

  言ってるような気がしますが 気のせい？ 

 

 護りが堅くて攻めに弱い私は変わりたくないの！ 

 突き進んでる人も みんなそうだと思うんだけどなぁ 

 

 

かしこい生活の実践 １３８ 

 イケばいいのに グジグジしている人には 

 モジモジしてんじゃないよ！と ドーンと押してみてください 

 

 

 「 ダレか 勇気のない 私の背中を蹴ってください 」 

 

  思い切りたいけど 思い切れないから 

  グチったり グジグジするんですよね 

 

 「 言っていい？ やっていい？ 」 

 「 思い切って 前に進んでいい？ 」 

 

  ドーン！！ どうだった？ 

 

 責任とってほしいのよね 何かあったときにね 

 （ とらないけど やっちゃいまーす ） 

 

 イケばいいのに グジグジしている人には 

 モジモジしてんじゃないよ！ と ドーンと押してみてください 

 

  「よし！がんばろ！！」の前に ただ甘えたいだけだと思うから 



かしこい生活の実践 １３９ 

 自分を好きになりたいなら コッソリ 携帯やＰＣのメモ帳に 

 自分をどんどん好きになることを書いてみて 

 

 

 紙と筆記具があれば 

 いくらでも自分が好きになれます 

 

  今の自分を好きになることから始めて 

  もっと好きになるにはどうすればいいか？ 

 

 今の自分が嫌いだったとしても 

 これから自分を好きになるには 

 どうすればいいのかを書き出してみる 

 

  書くだけで自分がどんどん好きになれるんだから 

  書かないなんて もったいないですよね 

 

 見られるのがイヤなら 携帯メモやＰＣメモ帳に 

 自分をどんどん好きになることを書いてみてー 

 

  自分を好きになることが 

  恥ずかしい ・ ・ ・ は 超えられるはず 

 

 

かしこい生活の実践 １４０ 

 めんどくさくても 解決するしかないのなら踏み込むしかない 

 どれだけの勇気が必要だったとしてもね 

 

 

 「 めんどくさいことになったなぁ・・・ 」 

 

  何だろうこの気持ち ・ ・ ・ を 解体します 

 

 案外 手こずらないですけど 

 万が一 反応がよくなかったら どうする？ 



  先が見えない 出口が見えない 

  でも 解決するしかない 放っておけない 

 

 いい結論を信じて 手を付けない限り 片付かない 

 誰かが勝手にやってくれたらいいのに（ ダレもしない ） 

 

  やるしかなければ 踏み込むしかない 

  どれだけの勇気が必要だったしてもね 

 

 踏み込む気持ちがあれば 

 めんどくさいこと でも すぐ片付きますよ 

 （ すぐでも ない？ ） 

 

 

かしこい生活の実践 １４１ 

 忙しさの限界に挑戦するために 何でも遠慮なく乗せてもらえるような 

 引き受け体質になってみませんか？ 

 

 

 ヒマだといえるほど忙しくすると 

 時間整理ができるようになります 

 

  時間整理しないと ヒマになれず 

  どんどん忙しくなりますからね 

 

 言えないのは 片付けることに不慣れで 

 思わず 「 忙しい！ 」 と 出てしまうから 

 

  これ以上 乗せてほしくないですからねー 

 

 忙しいけど ヒマですよ （ そっか じゃあ仕事を振ろう ） 

 ヒマですけど 忙しいです （ そっか じゃあそっとしておこう ） 

 

  忙しさの限界に挑戦するために 

  何でも遠慮なく乗せてもらえるような 

  引き受け体質になってみませんか？ 



かしこい生活の実践 １４２ 

 理想の生き方図面は一度描いてから何度も修正して 

 他人の雑音・ノイズは完全無視して仕上げましょう 

 

 

 理想の生き方図面  

 描いてみたくないですか？ 

 

 一気に描けるわけがないので 一度描いてから 

 修正を繰り返して 理想図に仕上げていきます 

 

  もちろん カンタンには描けないので 

  寝言は寝て言え とか どうせ無理！ とか 

  描かせない人は無視してください 

 

 理想の生き方図面は一度描いてから 

 何度も修正して 雑音・ノイズは無視して 仕上げましょう 

 

 

かしこい生活の実践 １４３ 

 考える重点は頭ではなくココロの満足 

 満足できる気持ちと状況を考え抜けば やさぐれなくて済みますよ 

 

 

 前に進むためだけに 頭を働かせる 

 反省しないのではなく 満足できる信頼できる状況を見つけ出す 

 

  ジャマをされても（ されたとしても ） 

  余計なことはすべてカットします 

 

 ジャマが入ってアタマを抱えることも読みに入れて 

 それを切り抜けて進むことを先に考えておきます 

 

  考える重点は アタマではなくココロの満足 

  満足できる気持ちと状況を考え抜けば 

  やさぐれなくて済みますよ 



かしこい生活の実践 １４４ 

 結果的に変わらなくてもいいから変わってみる 

 失敗しても自分を笑う覚悟ができていればいいだけです 

 

 

 変わりたければ ハッキリ言い切る！ 

 言わされ ではなく 自分の意思で断言する 

 

  失敗してもいい！ と 

  覚悟を決めて 堂々と開き直る 

 

 「 あなたのため・・・ 」「 あなたを想って 」 

 「 頑張るって言ったのに 」 

 

  成果まで強要されると根元から折れますよね 

 

 だからなおさら 自分で 

 意思表示をしないといけないのですが 

 イケないんですよねー 怖すぎて 

 

  変わりたいのではなく 変わる 

  願望ではなく 現実として変わる 

  それなら お試し的に 変わってみればよくない？ 

 

 結果的に変わらなくてもいいから 変わってみる 

 失敗しても笑う覚悟ができていればいいだけです 

 

 

かしこい生活の実践 １４５ 

 どうしても達成したいことを一つだけ決めると 

 勝手に最善を尽くすとしたら そこに全力を注げばよくない？ 

 

 

 どうしても達成したいことってありますか？ 

 

 



  どうしても達成したいことを 一つだけ決めて 

  必ず 守るために 最善を尽くす 

 

 最善を尽くす が どうも重苦しい 

 どうしても達成したいことだから 

 実際の行動については どうでもよくないですか？ 

 

  だって どうしても達成したいこと なんだし 

 

 どうしても達成したいことがらを一つだけ決めると 

 勝手に最善を尽くすのだったら そこに全力を注げばよくない？ 

 

 

かしこい生活の実践 １４６ 

 結果が出なくても自信を失わない対象を見つけて 

 堂々と宣言して真剣に取り組めば 失敗しても報われます 

 

 

 失敗して自信をなくす 

 自信をなくしたくないから 何もしない 

 何もしなければ 安心だけど 何もない 

 

  失敗しても 自信を失わないことをすれば？ 

 

 実現困難 ・ 前例がない ・ 誰もが挑戦して散った 

 先人ができていないのだから 価値はありますよね？ 

 

  それはそれは 真剣に 取り組んでみてほしい 

 

 達成までに 幾多のノウハウや知識の集積が 

 自分だけの成果として 一生涯残りますから 

 

  自信をなくすという個人的な理由で 

  即断で斬り落とす勘違いは してほくしくない 

 

 



 結果が出なくても 自信を失わない対象を見つけて 

 堂々と宣言して 真剣に取り組めば 失敗しても報われます 

 

 

かしこい生活の実践 １４７ 

 資格試験関連：複数回受験者特有が消す必要がある甘さは 

 一度こなした部分は通過していいという思い込み 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 合格ラインと納得ラインを自分で区分けする 

 

 自己中心的な納得ラインは 合格ラインに届かないので 

 合格ラインとなるカリキュラムを超える予定を自分でくみ上げる 

 

  １回と書いているところを２回・４回 

  解答標準３０分と書いているところは６０分 

  解答標準３０分と書いているところを１５分 

 

 正答との照らし合わせる吟味時間を 

 ふつうの人がしそうな時間の ２倍・４倍・１０倍にする 

 

  自分でカスタマイズしてはいけない 

  とは どこにも書いてませんよね 

 

・ 複数回受験者特有の甘さ 

 一度こなした部分は通過していいという思い込み 

 

 カリキュラムも通過していいんですけど 

 自分自身が激辛になれば その甘さを消して 

 どこかで 時間をかけないと！ となりますよね 

 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 １４８ 

 資格試験合格後の動機と具体的行動の用意があった方が 

 受験勉強時の毎日の本気度が高くなります 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 受験者の環境は 未合格者の環境 

 合格していない人の雰囲気・空気です 

 

 向き合うものは 周囲は環境ではなく自分自身の本気度で 

 合わせる位置は 周囲や周囲の環境ではなく合格後の自分 

 

  なぜ （ 複数回受験者として ）もう一度受験するのか 

  どこまで本気なのか 動機を完成させてみてください 

 

 合格後の動機と具体的行動の用意があった方が 

 受験勉強時の毎日の本気度が高くなりますよ 

 

 

かしこい生活の実践 １４９ 

 資格取得後に実際の生き方の幅の広げ方を再考すると 

 資格を手にする前より将来を見据えやすくなります 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 変われないのが当たり前の人ばかりの中で 

 自分だけが変わるのだから 苦労はすると決めつける 

 

  生き方を変えるために 

  生き方の幅を資格を使って広げる 

 

 今までの自分では 納得がいかないから 

 武器かも？と感じて資格を手に入れるんですよね 

 

  再考するのは 武器を手に入れてからですが 

  一度は なぜ武器を手にするのかを考えているはずです 



 資格取得後に実際の生き方の幅の広げ方を再考すると 

 資格を手にする前よりも 将来を見据えやすくなります 

 

 

かしこい生活の実践 １５０ 

 束の間の余裕と安堵感 序盤のリードから来るココロのスキマは 

 一瞬で拡大されるので用心してください 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 

 序盤のリードという複数回受験者特有の甘さ 

 温泉気分が本末転倒生活を呼び起こします 

 

 束の間の余裕と安堵感が後の不安へと変貌 

 再不合格後のやさぐれ と スキマだらけの荒廃生活 

 自分を緩め切ってしまうと本末転倒生活の次元まで陥ります 

 

  ヒマつぶしに慣れると 

  ココロのスキマがどんどん開いていきます 

 

 序盤のリードから来るココロのスキマは 

 一瞬で最大にまで拡大すると用心してくださいね 

 

 

 


