
かしこい生活の実践 １８１ 

 日々の生活を冷静に過ごせないほど悔しさがジャマするなら 

 もう一度受験動機を練り直してみてください 

 

 

かしこい生活の実践 １８２ 

 資格を持たなくなっても働ける生き方 

 今のあなたで勝負できるものがあるか冷静に振り返ってみませんか 

 

 

かしこい生活の実践 １８３ 

 残念な人が受験勉強をして惜しい結果になる 

 惜しいと残念は同じ英単語 日本語に騙されないでください 

 

 

かしこい生活の実践 １８４ 

 資格試験の詳細分野を勉強以外の視点で分析して 

 異業種で結果を出す方法を 模索してみませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 １８５ 

 資格が欲しい自分が好きを卒業するために 

 本当は何がしたい？という質問に答え続けると好きが変わります 

 

 

かしこい生活の実践 １８６ 

 頑張っている自分がスキを過去にして 

 中途半端で変わり切れないことを受け入れ続ける自分を卒業しよう 

 

 

かしこい生活の実践 １８７ 

 本命外にのめり込んでも罪はない！？ 

 自分も相手も世間もよし！と冷静な結論が出れば解決します 

 

 

 



かしこい生活の実践 １８８ 

 資格を履歴書の飾りにしないために 

 自分ならどの立ち位置まで行けるか学習中にメドを立ててみませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 １８９ 

 合格すれば何とか という視野をムリに広げて 

 受験目的の時点から信念をもって時間の流れを速くしてみて 

 

 

かしこい生活の実践 １９０ 

 勉強を１年忘れて働いてみて 違う日常習慣を取り入れ 

 受験勉強を繰り返す硬直に慣れた自分を卒業しよう 

 

 

かしこい生活の実践 １９１ 

 諦める降りる・諦めない降りないを判別するため 

 強制的に自分自身の感情にフタをしてみませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 １９２ 

 ごねる度合いが大きい取り組みほど 

 達成感も大きいはずなので最後の抵抗は スンナリやり過ごして 

 

 

かしこい生活の実践 １９３ 

 取り組みから逃げ苦しくなったとき 

 だってしょうがないじゃないズルいんだから 許すとラクになります 

 

 

かしこい生活の実践 １９４ 

 少しずつ変わっていくことに疑念を持たないから 

 多くを望んでないうちに 大きく変わっていくんです 

 

 

 



かしこい生活の実践 １９５ 

 わざわざ何かを壊して新しく踏み出すのではないので 

 一歩踏み出すのは 実は何ともなかったりします 

 

 

かしこい生活の実践 １９６ 

 持ち時間をムダに消すと意識の外で後悔するので 

 時間を余らせて決めて使う！とムリ決めしましょう 

 

 

かしこい生活の実践 １９７ 

 大きな目標に取り組む最中は付き合いをやめた方がいいと 

 勘づいた時点でバッサリ斬り落としていきましょ 

 

 

かしこい生活の実践 １９８ 

 時間があり過ぎてこころのウラがやましい状態を消すために 

 ２４時間の使い方を一から考えてみませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 １９９ 

 自分のために時間を余らせるには自分の未来のために 

 無限に予定をつくるだけ 没頭する何かを見つけよう 

 

 

かしこい生活の実践 ２００ 

 目標達成したければ 誰にも宣言せず 

 いつか着いてると落ち着いて構えて取り組めば勝手に到達してます 

 

 

かしこい生活の実践 ２０１ 

 自分のココロが雑音だらけのときは集中できていない証拠 

 自信まで失いそうになってませんか？ 

 

 

 



かしこい生活の実践 ２０２ 

 失敗して恥ずかしい想いをしたくなければ 大々的に宣言せず 

 コッソリ成功すればいいんです 

 

 

かしこい生活の実践 ２０３ 

 目標設定と達成感を絶妙にするために 後には引けない 

 ギリギリした課題をガッツリさがしてみませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 ２０４ 

 目標を小さく数多くするだけで達成できない悩みや自己嫌悪がなくなる 

 単位変えで大きく進歩できますよ 

 

 

かしこい生活の実践 ２０５ 

 自己満足でいい認識で始め他人にも理解されたら大満足です 

 まずは毎日の自己満足達成から始めません？ 

 

 

かしこい生活の実践 ２０６ 

 今おまえがムダにしているその時間を今すぐくれよ！ 

 未来のあなたに言われる前にどうにかしましょうね 

 

 

かしこい生活の実践 ２０７ 

 軽いけど少しだけ勇気が必要な本当に大切な行動 

 後悔しないよう本心と向き合ってみて実行しませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 ２０８ 

 書き出してリストをつくるだけで 

 やらないでどうする？に気持ちが入れ替わる 当然！書き出しますよね？ 

 

 

 



かしこい生活の実践 ２０９ 

 公開して周囲を巻き込んで 

 行動を無理やり継続させることも 手段の一つになります 

 

 

かしこい生活の実践 ２１０ 

 続きがどうこう考えず始める 

 始めてみたら 何とかなりそうなことに手を付けたら 何とかなるもんです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 １８１ 

 日々の生活を冷静に過ごせないほど悔しさがジャマするなら 

 もう一度受験動機を練り直してみてください 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 勉強を続けるという 今にかじりつく 

 必死になっていれば 冷静に今を振り返らなくていい 

 

  合格して何したい？ 

  合格が手に入りますけど 何したいですか？ 

 

 本来なら合格してから じっくり考えることなのですが 

 本当の受験動機は どこにありました？ 

 

  日々の生活を冷静に過ごせないほど 

  悔しさがジャマをするなら もう一度 

  受験動機を練り直してみてください 

 

 

かしこい生活の実践 １８２ 

 資格を持たなくなっても働ける生き方 

 今のあなたで勝負できるものがあるか冷静に振り返ってみませんか 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 資格が本当に必要なのか？ 

 という命題にぶつかると混乱します 

 

  生活の大半が勉強に費やされている状況で 

  混乱が起きると 本末転倒生活に入ります 

 

 資格の中身を解体して 本当の興味をエグり取る 

 資格の中の要素に 自分の強みを見つける 

 

 



  強みを生かして身の保全が保証されると 

  資格への気持ちが昇華されます 

 

 資格を持たなくなっても働ける生き方 

 今のあなた自身で勝負できるものがあるか 

 冷静に振り返ってみませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 １８３ 

 残念な人が受験勉強をして惜しい結果になる 

 惜しいと残念は同じ英単語 日本語に騙されないでください 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 『 惜しいなぁ あと少しで合格だったのに 』 

 その惜しい 半端なく 遠いんです 

 

  最終的な惜しいの原因は 

  最初の緩みに あるかもしれない 

 

 本当の残念な部分を抉（えぐ）り取ると 

 単なる生活の惰性化だったと結論がつくかも？ 

 

 残念な人が受験勉強をして惜しい結果になる 

 惜しいと残念は同じ英単語です 

 日本語にダマされないでください 

 

 

かしこい生活の実践 １８４ 

 資格試験の詳細分野を勉強以外の視点で分析して 

 異業種で結果を出す方法を 模索してみませんか？ 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 興味の根元は 

 資格試験の詳細分野にあると踏む 



 学習しているなら 使いこなす知識は備わっているので 

 別の資格や知識を生かす将来の道を見つけ直す 

 

 異業種への転出は 不安と勇気の問題なのですが 

 元々極めたい何かがあって 資格へ向いたという 

 自分の興味に戻ると結果につながる方法も見つかります 

 

  資格試験の詳細分野を勉強以外の視点で分析して 

  異業種で結果を出す方法を模索してみませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 １８５ 

 資格が欲しい自分が好きを卒業するために 

 本当は何がしたい？という質問に答え続けると好きが変わります 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

  本当は何がしたい？ 

 

 資格の勉強をしている限り 

 勉強という行動を続ければ 

 一時の感情は満足します 

 

 本当の感情への答えではなく 

 今したいことだけで 毎日が消えます 

 

 資格の勉強に打ち込む時間が 

 無茶な私生活に変わっていませんか？ 

 

 一時の感情を優先し続けるのではなく 

 実現可能性と現実との距離を考えて 

 現実生活との調和を図るのが 一番の課題です 

 

  資格が欲しい自分が好きを卒業するために 

  本当は何がしたい？という質問に答え続けてみる 

  好きの中身が大きく変わるかも？ 



かしこい生活の実践 １８６ 

 頑張っている自分がスキを過去にして 

 中途半端で変わり切れないことを受け入れ続ける自分を卒業しよう 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 資格が欲しくなったとき 資格ガイドなどで 

 資格の名称・資格の内訳を見ると思います 

 

  もっともっと じっくり診てほしい 

 

 ホントに自分が欲しい資格を診断する 

 

  なぜ その資格に決めたのか 

  もう一度 ながめ返してみる 

 

 ほかに気になったものも 

 気になる部分を書き留めてみる 

 

  この資格の この部分が 気になった 

  この資格の この部分を 使ってみたい 

 

 気になった部分 使ってみたい部分から 

 使いこなしたいものごとを さぐってみる 

 

  どう使いこなして 誰にどう活かす？ 

  ここまで掘り込むのが理想です 

 

 ここまで掘り込んでから学習に入っても 

 学習に入ってからの時間より浪費は小さいはずです 

 

  まず生き方を決め直してみる 

  生き方優先で資格を二の次においてみる 

 

 生き方を決めた上で その中に 

 資格取得を取り組み 生活そのものを組み換える 



  激変を望んでいるようで 

  それほど 激変を望んではいません 

 

 激変を望んでいても 毎日がそれほど変わらないので 

 激変な毎日についていけず 普通に戻ってしまいます 

 

  ちょうどいいのが資格取得を 

  新しい生き方の拠点にすること 

 

 変わり切らない 中途半端がちょうどいい 

 不安定が最適でしょ？と指摘されても ムッとできない 

 宙ぶらりんで中途半端な自分に気付かないといけません 

 

 頑張っている自分がスキを過去にして 

 中途半端で 変わり切れないことを受け入れ続ける 

 自分を卒業しよう 

 

 

かしこい生活の実践 １８７ 

 本命外にのめり込んでも罪はない！？ 

 自分も相手も世間もよし！と冷静な結論が出れば解決します 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 頑張っている自分が好きを過去にできれば 

 別の資格で気分転換を図って そのまま方向転換！ 

 でも 何も思われないと思います 

 

  迷惑かけてないから 

  どう思われても よくない？ 

 

 本命資格から外れた よそ見で取った資格でも 

 その資格を命懸けで取得している人も居るわけです 

 

  のめり込んでも罪はない！？ 

 



 自分も相手も世間もよければ 解決します 

 

 こだわり・とらわれを冷静に見つめる機会を持って 

 結論を出したなら それで大丈夫だと思いますよ 

 

 

 

かしこい生活の実践 １８８ 

 資格を履歴書の飾りにしないために 

 自分ならどの立ち位置まで行けるか学習中にメドを立ててみませんか？ 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 業界全体の動向を知ってからの資格取得 

 

 「 この資格業界全体はどう動くのだろう？ 」 

 「 資格を取った人は どう資格を活かしている？ 」 

 

 合格体験記の付録ではなく 自分で調べてみます 

 

 ・ 生きた業界か枯れる業界かを判別 

 ・ 自分を活かすためだけに都合よく利用 

 

 取得してから履歴書の飾りだけにしか 

 ならないのも もったいないので 

 躍進しているのは男女どちら？ 年代層は？ 

 

  年齢・性別の偏り具合 

  自分なら どの立ち位置まで行ける？ 

 

 考えながら学習を続けても いいと思います 

 

 資格を履歴書の飾りにしないために 

 自分ならどの立ち位置まで行けるか 

 学習中にメドを立ててみませんか？ 

 



かしこい生活の実践 １８９ 

 合格すれば何とか という視野をムリに広げて 

 受験目的の時点から信念をもって時間の流れを速くしてみて 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

  受験目的 変わってません？ 

  受験目的 忘れてませんよね？ 

 

 初回時の受験目的を思い出してみて 

 今と変わっていないかを確認する 

 

 もし忘れていたら もう一度受験目的を考え直す 

 

  十回資格受験すると 初回と直近で 

  今と昔ほど世の中が変わり １０年ひと昔 

  会社を興し潰してを繰り返す人も居ます 

 

 合格すれば何とか という視野を無理に広げて 

 受験目的の時点から自分の信念を持って 

 時間の流れを自力で速くしてみてください 

 

 

かしこい生活の実践 １９０ 

 勉強を１年忘れて働いてみて 違う日常習慣を取り入れ 

 受験勉強を繰り返す硬直に慣れた自分を卒業しよう 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

 受験そのものを １回放棄したことあります？ 

 

 １年間勉強を忘れて 受験そのものも忘れて 

 何かに気付くまで 働いてみて 気分を新鮮にする 

 

  勉強している自分が最も安心できる 

  という自分を取り除いて欲しいんですね 



 できなければ日常生活に労働を取り入れてみて 

 徐々に別の自分を取り入れるという変遷行動を試みてほしい 

 

 まったく違う日常習慣を取り入れて 

 不安と恐怖を取り込んで！ （ 実際は怖くないです ） 

 

  勉強を１年忘れて働いてみて 

  受験勉強という行動を繰り返す 

  硬直に慣れた自分を卒業しよう 

 

 

かしこい生活の実践 １９１ 

 諦める降りる・諦めない降りないを判別するため 

 強制的に自分自身の感情にフタをしてみませんか？ 

 

 【 主に 資格試験に落ち続ける方へ向けての内容です 】 

 

  強制的に受験をあきらめてみる 

 

 諦められなければ 再度受験に挑戦するわけですが 

 いったん 諦めないと分からないことがあります 

 

  案外 どうとでもなる かもしれないし 

  どうにもならない かもしれません 

 

 諦めきれない場合は 諦めきれない 

 降り切れない理由が必ず見つかります 

 

  諦めるのか 降りるのか 

  諦めないのか 降りないのか 

 

 実際に判別するために 強制的に 

 自分自身の感情にフタをしてみませんか？ 

 

 

 



かしこい生活の実践 １９２ 

 ごねる度合いが大きい取り組みほど 

 達成感も大きいはずなので最後の抵抗は スンナリやり過ごして 

 

 

キリがいいところまで なかなか進まない 

大きな取り組みごとを抱え ・ ・ ・ 

 

 ・ 時間や気持ちを持って行かれる 

 ・ 続けるのがめんどくさい 

 

「 あー やりたくない ・ ・ ・ 」 という最後の抵抗 

この気持ちには勝てません 

 

 勝てないことを分かり切った上で 行動を分けるしかない 

 「 あー やりたくないけど やってみるか 」 

 

 自分で自分に甘えて ごねても 

 結局 何も変わらないんですよね 

 

ごねる度合いが大きい取り組みほど 

こなした後の達成感も大きいはずなので 

最後の抵抗は スンナリやり過ごしてください 

 

 

かしこい生活の実践 １９３ 

 取り組みから逃げ苦しくなったとき 

 だってしょうがないじゃないズルいんだから 許すとラクになります 

 

 

「 お前は どうやねん！？ 」 問題 

 

 他人に対して 自分に対して 甘口 辛口 激辛 

 比べてしまうから 自分や他人と モメてしまう 

 

  『 誰でも持っているから しょうがない 』 



 そう考えられると 他人や自分のズルさを理解できます 

 

「 ズル過ぎる！！ 俺（私）が！！！ 」 

 言い切ってしまうと 後ろめたさがなくなります 

 

「 ズルい！ 逃げてる！！ 分かってる！！！ 」 

 後ろめたさがやってくるごとに 毎回 消してしまいます 

 

  自分の中に同居してるから 

  真後ろに居て いつも突然やってきます 

 

 『 まいどー おなじみ～ 』 

（ このくらい頻繁に やってきます ） 

 

  やりたくない自分 頑張る自分 

  ズルい自分 ズルくない自分 

 

 どれも自分だから ぜんぶ許すしかないよね 

 

  取り組みから逃げて苦しくなったとき 

  だって しょうがないじゃない ズルいんだから 

  許すとラクになります 

 

 

かしこい生活の実践 １９４ 

 少しずつ変わっていくことに疑念を持たないから 

 多くを望んでないうちに 大きく変わっていくんです 

 

 

 いつまで経っても変われないことを 

 嘆いていてもその時間は まったく変われません 

 

  他人に 変わらないね と言われると 

  もっとモヤモヤします 

 

 



 待ってもらうしかないのに モヤモヤを乗せられる 

 クビを長くして待っててくれれば 期待に応えます！ 

 

  そう言っちゃえばいいんです 

 

 少しずつ変わり続けて大きく変わったとき 

 モヤモヤも消えて 関係性も消えています 

 

 いつの間にか大きく変わっているはず！ と 多くを望まず 

 少しずつ変わっていくことに疑念を持たないでください 

 

 

かしこい生活の実践 １９５ 

 わざわざ何かを壊して新しく踏み出すのではないので 

 一歩踏み出すのは 実は何ともなかったりします 

 

 

 踏み出せない 踏み出さない どっち？ 

 

  踏み出しても 踏み出す前と 

  そんなに変わらないよ 

 

 リスクがまったくない一歩を 

 踏み出せばいいんですけど 

 

 リスクがある一歩って 

 そうそうない気がするんですよね 

 

 「 踏み出すために なんか壊した？ 」 

 

 わざわざ何かを壊してまで 

 新しく踏み出すわけではないので 

 一歩踏み出すくらいは 実は 何ともなかったりします 

 

 

 



かしこい生活の実践 １９６ 

 持ち時間をムダに消すと意識の外で後悔するので 

 時間を余らせて決めて使う！とムリ決めしましょう 

 

 

 余った時間を失った ・ ・ ・ 

 後ろめたさを生んでしまいます 

 

 ・ 本当に役に立つことをする 

 ・ おもしろくて好きなことしかしない 

 ・ 余った時間以上には のめりこまない 

 

 未来の自分のために 

 おもしろくて好きなことをすれば 

 余った時間が どこまでも充実します 

 

  違いはどこ？ 

 

 先が見えにくいものに時間を奪われて 

 奪われたことを 奪われた後に気付く 

 

 ・ 余った時間を失ってしまったか 

 ・ 余った時間を自分の意思で使ったか 

 

  コレが違いとして浮き上がってきます 

 

 持ち時間をムダに消してしまうと 意識の外で後悔するので 

 時間を余らせて決めて使う！と無理やり意識しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 １９７ 

 大きな目標に取り組む最中は付き合いをやめた方がいいと 

 勘づいた時点でバッサリ斬り落としていきましょ 

 

 

 イライラの根元は思い通りにいかないから 

 

  思い通りにいかないから 

  イライラモヤモヤする 

 

 私生活でもそうですが 目標を立てて 

 行動するときも同じですよね？ 

 

  目標をたくさん立てて すべて思い通りになり 

  決めた半分の期間で ぜんぶ達成できた！ 

 

 理想的な展開ですが 実際は 

 その半分以下の成果に思い憂う ・ ・ ・ 

 

  ひとつ目標を立てて達成すること自体が 

  ムリなんだから？イライラしなくても ねー 

 

 たくさん立てたら 到底達成できそうもなく 

 描いた壮大な構図に太刀打ちできないことに凹む 

 

  達成できなくても 途中でココロが折れても 

  取り組む過程で成長は見込めない？ 

 

 たくさん目標を立てて最優先に達成したいものを決めて 

 真っ先に取り組みのですが 欲張らず 必ず 達成させる 

（ でも 達成できなくても 気にしない ） 

 

 目標達成できないことを ヤイヤイ言われても 

 「 そういう毒って大っ嫌いなんだわ！！ 」 で いい 

 

 



 大きな目標に取り組むとき 折れることにしか興味がない 

 理解力も待つ力もない人を気にすることも 

 相手にする必要もありません 

 

  大きな目標に取り組む最中は 

  付き合いをやめた方がいいと勘づいた時点で 

  バッサリ斬り落としていきましょう 

 

 

かしこい生活の実践 １９８ 

 時間があり過ぎてこころのウラがやましい状態を消すために 

 ２４時間の使い方を一から考えてみませんか？ 

 

 

 私生活の充実に全力を傾けると 

 仕事も充実してきません？ 

 

  実生活（仕事による生産活動）と私生活（日常行動）を 

  組み合わせて日常生活が出来上がっています 

 

 日常行動時間が限りなくある ヒマ人 

 私生活の充実度はどのくらいなのでしょう？ 

 

 － 充実の私生活 － 

 私生活が不足なくたっぷり実りあるものになっている 

 

 － ヒマ人（ 悪意の定義 ） － 

 ・ やりたいことを つくる時間がない 

 ・ 時間をつくってまで やりたいことがない 

 ・ 持ち時間がないことに 不平不満を言って何もしない 

 ・ 持ち時間がないことを理解して対策を考える 

 

 ※ やりたいことがないのではなく やってみたいことがない ※ 

 

 時間をつくってまで やってみたいことが見つかると 

 持ち時間がない状況を切り抜けるという課題が生まれます 



  ヒマすぎて 時間を持ち過ぎて 

  余ってこぼれて どうしていいか分からない 

 

 時間の使い方が分からず 使うための切り口が見えない 

 大きな時間の小さな時間も どんどん漏れて 消えてなくなる 

 

  こんなのイヤでしょ？ 

 

 時間と自分という言葉を入れ替えると 

 あることに気付きます 

 

  自分自身の使い方が分からず 自分自身を持て余して 

  意味がない生活を送って 日々を過ごしてしまう 

 

 課題は 時間をどうするかではなく 

 自分自身をどうしていけばいいかです 

 

  時間があり過ぎて こころのウラが 

  やましい状態を消すために ２４時間の使い方を 

  マイナス思考にならず 一から考えてみませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 １９９ 

 自分のために時間を余らせるには自分の未来のために 

 無限に予定をつくるだけ 没頭する何かを見つけよう 

 

 

 未来の自分以外のことに 

 余っている時間が使われていて 

 誰にも自分にも 前向きに評価されない 

 

  『 やさぐれ 』 としか言いようがない 

 

 みんなで時間を浪費しよう！という輪の中で 

 自分だけが時間をつくろうとしてみます  

 



「（ 自分の未来のために時間を余らせるから ）輪から離れるわ 」 

「（ 一緒に時間を浪費する気がないなら ）勝手にしたら？ 」 

 

  ・ ・ ・ 寂しい？ 

 

  はめ込む予定がない人に どうこう言われてもね 

 

 時間が有効に使える人は 元から 

 入れる予定が立っていて 時間だけがない状態 

 時間が見つかれば 予定をどんどん押し込んでいきます 

 

  自分のために時間を余らせるには 

  自分の未来のために無限に予定をつくるだけ 

  没頭する何かを すぐにでも見つけてくださいね 

 

 

かしこい生活の実践 ２００ 

 目標達成したければ 誰にも宣言せず 

 いつか着いてると落ち着いて構えて取り組めば勝手に到達してます 

 

 

 目標達成をとにかく焦らない 

 

  早くしなければならないと思わない 

  イライラしない。気をもまない。落ち着きを失わない。急がない。 

 

 目標達成や行動を 

 早くしなければならない理由ってナニ？ 

 

  意欲が消える？ 

  愛想尽かされる？ 

  解放されたい？ 

 

 焦って空回りしたペースで挫折して 

 忍耐力やら辛抱が足りないと叱責されて 

 二度と取り組まなくなるなんてイヤじゃないですか？ 



  焦らなければよく 誰にも言わなければいい 

  急がない 落ち着いたペースで取り組む 

  先に段取りをつくっておいて 気を揉まない 

 

 ここまで先に構えて続けていれば 

 目標点には いつか到着しています 

 

 

かしこい生活の実践 ２０１ 

 自分のココロが雑音だらけのときは集中できていない証拠 

 自信まで失いそうになってませんか？ 

 

 

 『 あなたのために言っているのよ 』 

 最も大きな雑音 最も耳障りです 

 

  あなたと呼びかけることで 強烈に意識させて 

  力技で動かそうとする強烈な狡猾さが入っています 

 

 実際はどのくらい ためになっているのでしょう？ 

 

  あなたに強烈に意識させて 

  善意の私を押し売りしなければならない 

  しかも後々に成果を上げさせなければならない状況 

 

 「 あなたのために 私が言っているのに 」 

 「 どうしてあなたは 私の思い通りにならないの？ 」 

（ どうしても 思い通りにしたいだけ ） 

 

  「 あなたのためは わたしのため 」 

  「 わたしのためは わたしのため 」 

 

  「 おまえのもの は オレのもの 」 

  「 オレ のもの も オレのもの 」 

 

雑音を気にしていると、上のような人に巻き込まれます 



 周囲の感情が雑音 ・ ・ ・ は 失礼ですか？ 

 

色々なものが聞こえすぎているときは 

集中できない自分のこころが雑音だらけ 

と 思った方がいいのかもしれないですね 

 

 

かしこい生活の実践 ２０２ 

 失敗して恥ずかしい想いをしたくなければ 大々的に宣言せず 

 コッソリ成功すればいいんです 

 

 

 成功恐怖や失敗恐怖という自分の中の雑音 

 

  完成してから公表すると 

  あれこれ悩む感情も入りません 

 

 初めの初め 誰も見ていない状態から 

 目一杯繊細に手を入れる 

 

  完成してから小出しにする 

 

 失敗してはいけないことは 

 他言公表しませんよね 

 

  全体構造や全体の構図が見えてから 

  最後の完成図なのに「 今から始めまーす 」 

 

 あ ・ ・ ・ 相当めんどくさいですよ 

 

  言いたくてしょうがない 

  失敗の連続でも愚痴を吐けない 

 

 失敗したら めんどくさいし 

 成功しても 絡みつかれてめんどくさい？ 

 



  成功してから打ち明ければ 

  巻き込まれる面倒からは逃げられます 

 

 失敗して恥ずかしい想いをしたくなければ 

 大々的に宣言せず コッソリ成功すればいいんです 

 

  成功したいことを 

  失敗してはいけないことに変換しよう 

 

 

かしこい生活の実践 ２０３ 

 目標設定と達成感を絶妙にするために 後には引けない 

 ギリギリした課題をガッツリさがしてみませんか？ 

 

 

 絶妙な目標を考えてみる 

 

  自力ではホンの少しだけ届かない 

  ギリギリの ギリギリする目標 

 

 最後の最後は 人に助けてもらわないとチョット無理 

 でも 一人ででも どうしても達成したい目標 

 

  飽きない 熱量が引かない 

  そんな対象ないですか？ 

 

 今すぐ いつまでも やっていたいこと   

 コンサルティングが必要なくらいのこと 

 

  目標設定と達成感を絶妙にするために 

  後には引けないギリギリした課題を 

  ガッツリ さがしてみませんか？ 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 ２０４ 

 目標を小さく数多くするだけで達成できない悩みや自己嫌悪がなくなる 

 単位変えで大きく進歩できますよ 

 

 

 間に合わないからやらない 

 

  目標達成したいのに 他人が設定した締め切り 

  達成したい人がダレで 達成させたい人はダレ？ 

 

 間に合わないと何もしなくなり 

 十二分に間に合うと 何もしなくなる 

 

  自分自身の都合って ホント勝手ですよねー 

 （ 他人は もっともっと 勝手です ） 

 

 必ず目標達成できるように プチ目標をたくさんつくる 

 短期間で達成できて成長できるように 定義を変えます 

 

  間に合う目標 小さな目標 守れる目標 

  自分との約束を次々と守れるように塗りかえます 

 

 目標を小さく 数多くするだけで 

 達成できないと悩むことも自己嫌悪もなくなります 

 

  単位を変えると大きく進歩できますよ 

 

 

かしこい生活の実践 ２０５ 

 自己満足でいい認識で始め他人にも理解されたら大満足です 

 まずは毎日の自己満足達成から始めません？ 

 

 

 満足と不足 

 

 



  ゼロから考えると満足なのに 

  ゴールから考えると不満になってしまう 

 

 期待するから 足りなくて 

 取り組んだから 満足とはいかず 

 

  気分はいつも 「 達成！ 」 なので 

  過程をどれだけ踏んでも モヤモヤが消えない 

 

 取り組んで 初めて分かる 地味加減 

 踏んでる過程が 多すぎて 遠すぎて 

 

  とにかく退屈 当事者としての感覚です 

 

 ０から１００ 勝ち以外はぜんぶ負け 

 黒か白という感覚に支配されているかもしれません 

 

  でも これまで誰も手を付けなかった分野  

  誰も手を付けなかった取り組みに手を付けた 

 

 この場合は？ 

 自分の中ではプラスにならないですか？ 

 

  はじめて 自分が手を付けて 

  自分をを変えるきっかけをつくった 

 

 他人の意思や意識を気にせず 

 自分だけの満足に ひたれば よくないですか？ 

 

 自己満足でいいという認識で始めて 

 他人にも分かってもらえたら大満足です 

 まずは毎日の自己満足達成から始めません？ 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 ２０６ 

 今おまえがムダにしているその時間を今すぐくれよ！ 

 未来のあなたに言われる前にどうにかしましょうね 

 

 

 モンモン・ウジウジ時間は浪費？ 

 

  立ち止まる時間をゼロに近づけるように意識して 

  実行に移すとモンモン・ウジウジ時間が自然に削られます 

 

 ムダでしかない！と言われると 

 落ち込む時間や反省時間は要らないのかと 

 反発したくなりません？ 

 

  必要ないのは落ち込む時間と後悔時間で 

  反省して修正する時間は 必要になります 

 

 新しいことをするとき 取り組むと決めたらやめない 

 取り組むと決めるまでの時間を 最小限にして 

 決めたら後は 実行に移して 修正を続けるだけ 

 

  立ち止まらないようにするだけで 前に進めます 

 

 『 今と未来は変えられる 』 

 

 未来のあなたが 今のあなたでなくなれば・・・ 

 変わった後のあなたが時間を欲しがってます 

 

  今おまえがムダにしている その時間を今すぐくれよ！ 

  未来のあなたにハッキリ言われる前に どうにかしましょうね 

 

 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 ２０７ 

 軽いけど少しだけ勇気が必要な本当に大切な行動 

 後悔しないよう本心と向き合ってみて実行しませんか？ 

 

 

 今すぐコレをしなければ 後悔することって ありません？ 

 

  何も思い付かないかもしれません 

  このままだったら 絶対に後悔すること 

 

 何を思い付けばいいのか？ 何が正解なのか？ 

 

  間違っててもいい 立ち止まっているともったいないこと 

  このままではダメなこと 後々まで引きずること 

 

 好きに考えてみてください 

 

 「 少しだけ勇気をもって コレができていれば 」 

 「 せめて手を付けるだけで 自分が納得できれば 」 

 

 日常私生活が ふつうに回って入れば 

 なかなか考えられないですが 軽いことでいいんです 

 

  軽いけど本当に大切な行動 

  自分の本心と向き合って出たもの ありませんか？ 

 

 

かしこい生活の実践 ２０８ 

 書き出してリストをつくるだけで 

 やらないでどうする？に気持ちが入れ替わる 当然！書き出しますよね？ 

 

 

 失敗してもいいからやってみたいこと 

 どのようなことを思い浮かべますか？ 

 

 



  書いて目の前に出さない限り 次も見えてこないので 

  書き出して見える形にしておきます 

 

 リストを仕上げて 順位付けをすると 

 やってみたいことランキング が 完成します 

 

  やってみたいことが最上位から並んでて 

  しかも失敗してもいい！ やらないでどうする？ 

 

 

かしこい生活の実践 ２０９ 

 公開して周囲を巻き込んで 

 行動を無理やり継続させることも 手段の一つになります 

 

 

 やってみたいことリストを公開する 

 

  宣言したい 公開したいのに 

  ナイショにしておかなければならない 

 

 そんな対象ありませんか？ 

 

  公開して周囲を巻き込んで 

  行動を無理やり継続させることも 

  一つの手段になります 

 

 秘密にしてもいいけど 公開してもいい 

 公開を基準にしてやりたいことを整えてませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 



かしこい生活の実践 ２１０ 

 続きがどうこう考えず始める 

 始めてみたら 何とかなりそうなことに手を付けたら 何とかなるもんです 

 

 

 やりたいことが できない 

 やってみたいことなのに できない 

 

  足りない理由を足してみません？ 

 

 やりたいこと やってみたいことで 

 始めてみたら 何とかなりそうなこと 

 

  始めてみたら 何とかなりそうなことって 

  始めてみたら 何とかなりますよね？ 

 

 どうもこうも何もしていない状況から 

 抜け出したければ 何とかなりません？ 

 

  続きがどうのこうのは考えなくていいです 

 

 続きがどうこう考えず始める 

 始めてみたら何とかなりそうなことに 

 手を付けたら なんとでもなるんです 

 

 

 


