
	 

	 

「簡単トレーニングと、自分探しの旅」	 
	 

【簡単トレーニング】	 

	 
・笑顔の練習	 

１日１分鏡の前で、笑顔のチェック。笑顔を毎日磨いていきましょう♪	 

	 

・うなづく練習	 

1 日 1 分、１人でうなづきながら、相づちを打つ練習をしましょう。シャドーボクシングだと思って！	 

	 

・明るい言葉の練習	 １日何回か、口に出してみよう。	 

「愛してます」「ついてる」「うれしい」「楽しい」「感謝してます」「しあわせ」「ありがとう」「ゆ

るします」	 

	 

・反対に暗い言葉とは？	 もし口にしてたら、少しずつ口にするのを減らしてみよう。	 

「恐れてる」「ついてない」「不平・不満」「愚痴・泣きごと」「悪口・文句」「心配ごと」「ゆるせな

い」	 

※明るい言葉とともに、目を左右に動かす運動がオススメ。気持ちが明るくなりますよ。	 

	 

【自分探しの旅】	 

	 
自分の嫌な過去を、あのことがあるから今がある、最高じゃん！って、言えるようにしちゃおう。過去を

変えちゃおう。	 

	 

「大学に行けなかった自分はダメだ。」	 

↓	 

「大学は自分には必要ないって見抜いてた、自分は天才だ。」	 

※大学に行った人は、行けて最高と思えば良いし、中学までしか行ってなかったら、人より早く社会に出

たから出世しちゃう、と思えば良いよ♪	 

	 

過去の自分を肯定し、今の自分を肯定できた時、今の自分にできることが見えてくる。	 

今の自分にできる、小さなことからはじめてみよう。	 

	 

例えば、自分は人と話しをするのが苦手で、嫌な思いをいっぱいしたとします。でも、苦手なことに挑戦

してた自分はすごいなって、最高じゃんって、肯定してあげましょう。	 

そして話が苦手だからこそ、そのことで悩んでいる人の気持ちをわかってあげられるんだ。って思うこと

ができます。	 

つらい思い出として話すのではなく、楽しい思い出として人に話したりすると、自分の気持ちも楽になる

し、聞いている人の気持ちも軽くなりますよね。	 

	 

さらに、少しずつ克服していくと、今度は、話しが苦手な人に、克服のしかたを伝えられるようになりま

す。話しが苦手だって人は多いから、すごく人の役に立てるんです。	 

	 

欠点は、欠点のままにしとくから欠点なんだよ。でも、ひとだびそれを乗り越えると、欠点が宝に変わる。

人は生まれてくる時、宝より、欠点の方を多く持ってるのかもしれない。もし神様がいるとしたら、神様

は、宝ではなく、宝に変えるべき物をくれるんだよ。そしてそれは、常に困難にそっくりなんだよ。嫌な

ことがあったら、それを宝に変える、知恵と勇気を持とう。	 

その知恵と勇気があるあなたには、良いことが山ほど起きて、必ず道が開けますよ。	 
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【心のコップ	 ※簡単トレーニングの補足】	 

	 

人の心に中に、コップがあるとします。マイナスの気持ちが多い時は、コップに泥水が沢山入っ

ているようなものです。そういうときは、不安や心配、恐怖が心に入っています。	 

	 

反対に、プラスの気持ちが多い時は、キレイな水が入っているのと同じです。安心や、穏やかさ、

優しさ、明るさが入っている状態です。	 

	 

マイナスの気持ちを減らしていくには、明るい言葉を言うのが、１番簡単な方法だと思います。	 

明るい言葉を言うたびに、コップの中にキレイな水を、ポタッ、ポタッと落としているのです。	 

そのぶん泥水が出て行ってくれます。最初のうちは、泥水が出ているので、嫌な気持ちが感じら

れてしまいますが、続けて行くと、必ず心が晴れやかになっていきます。安心して続けてみて下

さい。	 
	 

【優しくて明るい】	 

	 
問題が起きた時は、優しくて明るい解決方法を考えるといいですよ。愛があって上機嫌な解決方法ってな

んだろう？って考えるだけで、100 点なんですよ。	 

ちなみに、簡単トレーニングを続けていると、優しくて明るく考えられるようになりますよ。	 

または、「私は、愛と光と忍耐です」という言葉を言うのも効果的です。愛とは優しさ、光とは明るさ、

忍耐とは、優しくて明るくあり続けようとする覚悟・決意のことです。心の下に、刃物を持つくらいの気

持ちで、続けていくという意味です。	 

	 

	 
ここまで書いたことは、筋トレみたいなものです。続けるうちに、徐々に徐々に効果が出てきます。そし

て、やってみるとわかりますが、意外と続けるのが難しかったりします(笑)	 

でも、やった分は成果になるので、楽しいですよ♪	 

	 

	 

【経済の話	 ※付録】	 
	 

戦争の時代だった 20 世紀は、減らしっこしてました。これからの時代、21 世紀は、得させっこの時代に

なります。相手にどれだけ喜んでもらえたのかが、大切な時代になります。これからは、学歴の競争では

なく、人に喜んでもらえる力＝人としての魅力で競争する時代です。この時代は、人と比べないではない

んです。どうぞ比べて下さい、って言えることが大事です。人より魅力的な笑顔でしょ、魅力的なサービ

スでしょって。	 

	 

一説によると、2024 年には、会社という概念がなくなっていくそうです。個人の魅力で勝負する時代が本

格的に始まっていくためだと思われます。	 

そして今の不況は、2015 年までは続くという話もあります。その辺りから、人々の心が豊かになって、そ

れにともなって、景気が上向いていくのです。アメリカさんありがとう、中国さんありがとう、自分たち

日本人も、自分たちにやれることをがんばるよ。そのような考え方になることが、不況を脱出する鍵なん

ですね。	 
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【魅力の上げ方】	 

	 
これからは、魅力勝負の時代。魅力を上げるコツは、とにかく人に与えることです。反対に、奪う人は、

魅力がなくなってしまいます。give＆give の気持ちが、あなたの魅力を飛躍的に高めますよ！	 

	 

【人生が楽しくなるコツ】	 

	 
コツは自分だけが楽しもうと考えるのではなく、自分も人も楽しませようと思うことです。自分の今持っ

ている物で、人に喜んでもらえば良いのです。難しいことをする必要はなく、人に親切にしたり、笑顔で

人に接したり、明るい言葉、人の心を軽くする言葉を喋るだけでも十分です。そういうことを粘り強く続

けていくと、必ず、次の展開が起きてきます。自分の才能を活かせるようになっていくのです。	 

	 

それを、あなたが今いる場で、やるといいですよ。職場でも、何かの集まりでも、通院している病院でも、

家庭でも、どこでも大丈夫ですよ。自分自身も楽しみながら続けるのが効果的です。	 

	 

【そのままでいいんだよ】	 

	 
人は、あまりハードルの高いことを要求されると、動けなくなってしまいます。とくに、今色々あって立

ち止まってる人に高いことを望むと、ますます動けなくなるし、心も苦しくなっちゃう。だから、「その

ままでいいんだよ」と言ってあげましょう。人は、そのままでいいと言ったって、段々進歩して、成長し

ていくものなんです。	 

がんばれって言われるより、がんばってるねって、言われたほうが良いですよね。そうやって今の努力を

認めてもらえるから、また明日から、がんばろうって思えるんですよね。	 

この文章を読んでるあなたも、いつもがんばっていて、すごいですね。そのままでいいんだよ。	 

	 

【試してみてほしい口癖】	 

	 
(病気などが)今日から治った。	 

「幸せだなぁ。豊かだなぁ。ありがたいなぁ。	 

やってやれないことはない。やらずにできるわけがない。」←セット	 

今日はいい日だ。	 

（体調が 30％以上なら)絶好調です。	 

今日は人生で最高(最幸)にいいことがありそうな気がする。	 

威張っちゃいけない。なめられちゃいけない。	 

	 

【オススメのブログ】	 

とてもオススメのブログがあります。	 

「野口嘉則	 公式ブログ」	 (URL)http://coaching.livedoor.biz/	 
	 

この野口嘉則さんという方のブログの中に、	 

	 

「人生を飛躍させる３ヵ月間ワクワクチャレンジ！」	 

(URL)http://coaching-m.co.jp/blogmap.htm	 
	 

というコーナーがあるのですが、この記事を少しずつ読み進めることで、人間関係や、肯定的な物の捉え

方について、学んでいくことができます。１日 1 記事で、ちょうど 3 ヶ月で読むことができます。	 

僕はこのブログを読んだことが、今の自分を作る基礎になったのではないかと感じています。	 
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【顔のツヤ】	 

顔にツヤを出すことが大切です。イメージは、顔をキラキラ光らせる感じです。僕自身、ツヤの大切さを最近

まで理解していませんでした。でも、ツヤを出すようになってから、明らかに運勢が良くなってきています。

ここだけの話、不思議と元気が湧いて来て、食べたいと思ったものが自然に食べれたりしてきています。顔に

ツヤがあり福相な人は、絶対に不幸にはなれません。そのかわり、顔が貧相な人は、なにをやっても幸せには

なれません。	 

顔にツヤを出して、笑顔で過ごしましょう。	 

最高の笑顔とは、口に箸をくわえたくらいに口を開けて、目尻が下がって、顔に○(まる)ができた状態ですよ。	 

	 

【この世で最大のボランティアとは】	 

この世の中で、最大のボランティアとは、キゲン良くしていることなんだそうです。お店に行って、自分はお

客さんだからと横柄な態度をとるのではなく、ニコニコキゲンの良いお客さんでいようと思ったり、職場でも

キゲンが良く、家庭でもキゲン良く過ごしていると、すごく周りの人に喜ばれて、幸せに過ごすことができま

す。そうやって過ごしていると、色んな奇跡が起きてくると思うので、ぜひお試しください♪	 

	 

【悩んでいる人を理解するとは？】	 

例えば僕が、「電車に乗ると緊張します。」と言ったとき、「ああ、自分も東京の満員電車に乗った時は緊張

しましたよ、あれは嫌だよね。」とおっしゃる方がいます。この方は、僕の悩みをのことをあまりわかってい

るとはいえません。なぜなら僕は、極端な言い方をすると、函館の少し込んでいるくらいの電車ですら、東京

の満員電車と同じくらいに緊張し、東京の満員電車に乗ったら、普通の人の 10 倍緊張するからです。	 

	 

なので、悩みを理解するとは、「ああ、この人は、ちょっとした行動をするのにも、自分の 10 倍くらい緊張し

たり、大変な思いをするのだな。それほどがんばらなければ生きてこられなかったから、ひきこもってしまっ

たのだな。この人はすごいな、今もがんばっているのだな。」と思うことなのです。	 

悩んでいる人をそういう目で見て、接してあげると、元気を与えてあげれられるのではないでしょうか？	 

	 

【恩返しと托鉢の修行との関係】	 

悩んでいた人が、周りの人に本当の意味でわかってもらえたあとは、自分は弱いから助けてください、だけで

は、行き詰まってしまう気がします。最初は、色んな人に助けてもらったり、話をとにかく聞いてもらうこと

が必要かもしれません。でも、どこかのタイミングで、こんなに助けてもらったのだから、自分にできること

で、恩返しをしよう、という気持ちにもっていかないと、同じところで堂々巡りをして、人生が前に進んで行

かないのでは思うのです。本当にささいなことで良いので、自分が人にありがとうを言ってもらえること＝人

に喜んでもらうことを、少しずつはじめていきましょう。	 

自分には何もできることがない！という人でも、笑顔で、なるべく明るい言葉を口にするようにするだけでも、

周囲のためになるので、ぜひ実践してみてください。	 

	 

ところで、仏教に、家々を回ってご飯やお金をいただくという、托鉢の修行というものがあります。	 

仏教の開祖であるお釈迦様は、托鉢へ向かう弟子達に、貧しい家から回りなさいとおっしゃったそうです。豊

かな家だけではなく、あえて、貧しい家にも托鉢にいくように教えたのです。それはなぜかというと、貧しい

人は、貧しいが故に、「助けてください」と、もらうことばかりを考えてしまい、さらに貧しさを引き寄せて

しまうからです。でも本当は、自分が貧しくて、お茶碗一杯分しか食べ物がない中からでも、ほんの小さじ一

杯でも人に恵むようになると、貧しさから抜け出していくことができるのです。	 

	 

自分が大変なときこそ、自分にできることで人を助けたいと思うことが、困難から抜け出す鍵なのかもしれま

せんね。	 
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【劣等感を理解する】	 

多くの人の心の中には劣等感、いわゆるコンプレックスがあります。そのことに自分で気づいて

いないこともあります。ですので、そのことを自覚し、劣等感を解消できるとそれだけで、人は

格段に生きやすく、幸せになることができます。	 

劣等感は多くの場合、親や、自分を育ててくれた人、学校の先生などから植え付けられます。学

校の成績が良くないとダメだとか、字がうまくないとダメとか、こうじゃないとダメとか、いつ

も言われているうちに、劣等感を持たされて、自信を失ってしまいます。	 

ちなみに、イジメをする人も、劣等感を持っています。イジメられる人も、劣等感を持っていま

す。攻撃的な人が劣等感を持つと、人をイジメます。内向的な人が劣等感を持つと、イジメられ

たり、あるいは、ひきこもったりしてしまうこともあります。	 

劣等感とは、本来、持つ必要のないものです。劣等感の正体は、根拠のない「恐れ・不安・心

配」です。	 

恐れを上の世代から下の世代へ、代々受け継いでしまっているのです。なので、あなたの代で、

それを止めて下さい。もう恐れる必要はありません。あなたは、もう十分にがんばっています。

あなたは今のままで、大切な存在なのです。そんな大切で、重要なあなたが、一歩一歩、色んな

ことを改善しながら生きていけばいいだけです。心に、「優しさと明るさ」をもって、日々の生

活を送ればいいのです。	 

そのための方法として、笑顔と、明るい言葉、人の話はうなづいて聞いてあげる、そして、「私

は愛と光と忍耐です」と１日 100 回唱える。などがありますので、無理のない範囲で続けると良

いかもしれませんよ。	 

	 

【自己重要感とは】	 

自己重要感とは、いわゆる自己肯定感、言い換えると、自分のことを大切な人間だと思える状態

のことです。現代を生きる人々は、自己重要感や自己肯定感がとても低いので、それを与えてく

れる人を渇望しています。	 

	 

ですので、コミュニケーションがうまくなりたいと思ったら、人に自己重要感を持ってもらえる

ような在り方を意識することが大切です。それは例えば、笑顔でいることや、人の話をうなづい

て聞いてあげることや、明るい言葉を使って、人の心が軽くなるようなことを口にするのを実践

することです。そうやって、人に自己重要感を与えていると、人に好かれて、良い人間関係を築

いていけます。さらにそれだけではなく、自分自身の自己重要感も満たされていきます。つまり、

人の自己重要感を満たしてあげられる人は、自分自身の自己重要感も満たせるようになっていけ

るのです。	 

	 

さらにこれからの時代は、魅力勝負の時代です。学歴よりも、人柄が重視されるようになってき

ます。あなたは何をやっている人ですか？よりも、あなたはどんな人ですか？と問われる時代に

なります。	 

	 

そんな時代で最も大切な要素は、人に自己重要感を持たせてあげられる力です。なので、ぜひ、

人に自己重要感を持ってもらえる力を磨いていきましょう。	 

今まで書いてきた文章の内容を実践することで、自分の魅力があがり、人に自己重要感を与えら

れる力をつけていくことができますよ。	 

また、僕の文章よりもオススメなのが、D・カーネギー著「人を動かす」と、斎藤一人さんの

著作シリーズです。とても勉強になりますよ。	 
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【運勢を良くする方法】	 
顔のツヤと笑顔があると→話しかけられやすい、頼まれごとをされやすい→仕事をどんどん覚えていける

→人に信頼される→運勢が良くなる。これが、運勢が良いということです。なので、自分の力で、運勢を

良くすることができるんですよ。	 

	 

【威張っちゃいけない、なめられちゃいけない】	 
「威張っちゃいけない、なめられちゃいけない」と１日 100 回唱えると、良いですよ。	 

実は、「優しさと明るさ」を持って生きようと思った時に、それだけでは、闇＝恐れの多い人達に、負け

てしまうことがあります。自分が明るい言葉を言っていていも、否定的なことを言う人が周りに多かった

りすると、自分が間違っているような気がしてしまうのです。	 

でも、はっきり言って、笑顔で明るい言葉の方が、良いに決まってます。良いことをしている人が、闇に

負けちゃいけないんです。	 

だから、「威張っちゃいけない、なめられちゃいけない」という言葉を脳にインプットするのです。	 

そうすることで、人に馬鹿にされたり、なめられたりしなくなりますし、自分も人に威張ったりしない人

間になれますよ。	 

	 

【この人に全ての良きことが雪崩のごとく起きます】	 
「この人に全ての良きことが雪崩のごとく起きます」という言葉を、１日 10 人、心の中で言ってみましょ

う。	 

外を歩いていてすれ違う人や、もちろん身近な人に対しても、この言葉を心の中でいっていると、だんだ

ん周りに笑顔があふれるようになってきますよ。	 

	 

【簡単トレーニングは、道徳的な話ではない】	 
笑顔がいいとか、人の幸せを願うとか、明るい言葉とかは、道徳的な話ではないのです。もっと、目先の

利益を考えた話なんです。こういうのって大事だよね、でも、現実を生きるのには、あまり役立たないよ

ね、ってことではなくて、目先のお金を手に入れたり、目の前の生活を良くするためにも、実践すると効

果があるし、長い目で見て、人生も豊かになる話だと思って、ご紹介しています。	 

なので、ぜひ、実践していただきたいのです。	 

	 

【薩摩の示現流】	 
薩摩の示現流のように、チェストー！1 本で気合いで切り込んでいきましょう。簡単トレーニングのどれ

か１つだけでもいいですよ。笑顔だけとか、言葉でも「ツイてる」だけとか。人を誉めるなら、「いい笑

顔ですね」だけとか。あんまり難しいことをしようとすると、できないので、シンプルにできることをし

ましょう。１つずつやっていると、やがて、色んなことができるようになりますよ。	 

	 

【仲間がいると楽しい】	 
ひきこもっている時は、自分ひとりでやっていくイメージしか湧かないと思います。でも実際に動き出し

て、社会に入っていくと、同じような立場の仲間ができるものなのです。それはやがて、同じ志を持った

仲間へと成長していくかもしれません。	 

そうすると、自分ひとりではできないことや、やりたくないことでも、仲間がいると楽しくできるのです。

また、自分が苦手なことを得意な人がいたりして、案外簡単に乗り切ってしまったり。反対に、自分が苦

もなくできることが、他の人から見ると、やりたくないことで、自分がやってあげることで、想像以上に

喜んでもらえたりすることもあります。	 

なので、今自分が思っているより、楽しい世界が待っていると思った方がいいと思いますよ。	 
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【正しい欲の話】	 
男性は、女性にモテたいのです。女性は、いくらオシャレをしても飽きないものです。なので、人間が本

来もっている欲をなくさない方がいいのです。	 

人は、欲があるから、勇気がもてて、勇気があるから、挑戦ができるのです。まずは、正当なる欲を持ち

ましょう。欲があるから、がんばって働いたり、行動したりできるんですね。	 

ちなみに悪い欲とは、働いたり、行動は何もしないけどお金だけ欲しいとか、お金を支払わないで、靴を

お店から持ってきちゃうというような発想です。	 

	 

【覚悟の話】	 
一生続ける覚悟が持てると、良い結果がでるのが速いです。どうせ思うなら、最高に幸せになるとか、お

金持ちになるぞとか、女性にモテまくるぞとか、オシャレしまくるぞとか、最高を思って始めた方が良い

ですね。少しの成果でいいやと思っていると、覚悟が決まらず、なかなか行動できないですから。	 

	 

【for	 youで生きる】	 
僕が、がんばりつづけられるのには、理由があります。それは、皆さんに、元気な姿をお見せしたいから

です。良い報告をしたいと思うからです。	 

ひきこもりの親会では、厳しい状況のお話がたくさん出ます。不安の中にいて、長いトンネルの出口が見

えないという方も、いらっしゃると思います。そんな中で、明るい話題を提供したいんです。皆さんの心

が軽くなる話をしたいと思うのです。	 

だからこそ、月 1 の例会以外の時間に、今、少しだけ、努力しよう、もう１歩足を前に踏み出そうと思え

るんです。そうやって、がんばった結果、自分も成長できて嬉しいし、良い報告をした時に、皆さんにも

喜んでもらえてさらに嬉しいのです。	 

	 

だから、いつまでも、人に何かをしてほしいと思うのをやめましょう。人のために、自分になにができる

だろう。自分はまだ未熟だけど、そんな中で、微力ながら何ができるだろうと思うことが大切なんです。

そう思って行動していった時、想像もしなかった楽しい世界が、目の前に開かれていくことに気づくはず

です。	 

それが、for	 youで生きるということだと思っています。	 

	 

【愛と光で生きると自己重要感が満たされる】	 
あなたが愛と光で生きて、人の自己重要感を満たすようなったとき、あなた自身の自己重要感も、自ずと

満たされます。	 

	 

【誉めあうゲーム】	 
「いい感じですね」と、1 日 4 人に言うことにチャレンジしてみましょう。	 

	 

【親の気持ちがわかるコツ】	 
子どもが、親の立場を理解する方法を発見しました。それは、今自分に、自分と同い年の子どもができて、

その子どもの生活の面倒をみなければいけなくなった、と考えることです。今の自分の健康状態、経済状

態のまま、自分と同い年の子ども(というか大人)を持つのは、考えただけで、大変ですね。	 

	 

【真剣に幸せになることを考える】	 
自分が不幸だと人のためにもなりません。自分が不幸だと人は、人をいじめちゃうことがあります。自分

が幸せな時に、人をいじめることはないですよね。幸せな時は人に優しくなりますよね。だから、なんと

しても、自分という人間を幸せにしないといけません。本気で幸せになることを考えましょう。	 

人は、この世に生まれてくる時、幸せになります、と約束して生まれてきています。なのでよく、「人に

は幸せになる権利がある」という表現がありますが、実は人が幸せになるのは、義務なのです。人には、

幸せになる義務があり、必ず幸せに生きていなくてはいけないんです。ですから、自分の人生を幸せに生

きるということに、真剣になる必要があると思います。	 
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【成功の 4段階】	 

	 
1. ツイてると思う。上機嫌で過ごす。自分で自分の機嫌をとる。人の機嫌を取らない。	 

2. 出し切る。目の前のことに一生懸命に取り組む。出し惜しみをしない。	 

3. 徳を積む。人に親切にする。人の心を軽くしたり、明るくすること話す。	 

4. 魂=心や、人間力の向上をする。人間的な魅力を上げる。	 

	 

【人から応援される生き方】	 
自分の魅力をあげて、人から応援されるような生き方をすると、奇跡が起こせます。	 

例えば、僕が調理師になって、フランス料理屋を開店したいと思っているとします。	 

すると、まずは調理師の専門学校に行って、料理の勉強をします。その後、どこかのお店に就職して修行

をはじめます。そして将来の開店のために毎月、1 万円ずつ貯金をはじめます。	 

そうすると、普通なら１年で 12 万円、10 年で 120 万円貯まります。でも 120 万円では、開業資金には足

りないでしょう。10 年貯金しても、足りない…。普通に考えると、希望がないように思えますが、実は現

実は違います。	 

修業先のお店で一生懸命働いていれば、だんだん出世して、お給料が上がることがあります。そうなると、

月々1 万円しか貯金できなかったのが、2 万円貯金できるようになり、3 万円貯金できるようになり、と貯

金できる金額が増えていくのです。さらに、がんばって修行しながらお金を貯めて、お店を開店するのを

夢見ている若者を見た人が、「じゃ、今ウチの店空いているから、使いなよ」ってなったり、「開店資金、

出資してあげるよ」となることもあります。	 

目の前のことにがんばって取り組んでいると、目的地に向かう速度が速くなる、「加速の法則」

が働くのです。これが、現実なのです。	 

ただし、「加速の法則」を起こすには条件があります。それは、その人が、応援されるような人でなけれ

ばいけないということです。応援されるためには、明るく前向きに仕事に取り組んでいないといけないの

です。ふてくされて仕事をしてる人を応援しようという人は、あまりいませんからね。	 

ですから、目の前の仕事や、やるべきことを、笑顔で、明るくこなしましょうね。そして、自分の力を出

し切りましょう。さらに、周りの人に親切にするような生き方をすると、もっと良いですよ。	 

	 

そんな人になったなら、もし今仕事がなくたって、就職先くらいすぐに見つかると思いませんか？	 

	 

	 

【これからの時代の話】	 
これからの時代は、明るく生きて、人に親切に生きる。そうすると、その人の人生の道がはっきとわかっ

てくるから、その道で起きた楽しいことを話し合える場が必要になってきます。	 

フランスでも、昔、時代が成熟したとき、上流階級の人が必要としたのはサロンだった。マダムみたいな

人が人々の交流の場を提供していた。	 

	 

これからの時代の夢と希望は、もう物じゃないです。食べ物がない時代は、腹一杯食べるのが夢だった。

車がない時代は、車を買って乗るのが夢だった。今の若い人は、生まれた時から食べ物も車もあるから、

それを昔と同じように夢見ろというのは、無茶なんですよね。これからの夢は、心の豊かさを求めること。

何か世の中に良いことをして、役に立つことで、心が満たされたいという時代なんです。	 

そんな時代の生き方とは、明るくして、人に親切にしながら生きること。今生活している場、仕事をして

いる場で、明るく親切にする。そうしていると、自分の生きる道がだんだん見えてきて、どんどんその道

が楽しくなってきます。そして、その道を歩いていて起きた楽しい出来事を、皆で語り合うと、もっと楽

しくなります。	 

これからは、そんな良い時代になるんじゃないかなと思っています。	 

	 

これからは学校でも、明るく、人に親切にするための基本として、笑顔、明るい言葉、人を誉めること、

元気に挨拶すること、皆で助け合い、協力しあうことを教えていくといいかもしれませんね。	 
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【コミュニケーションを意図的に学ぶ】	 
本質的にコミュニケーションが苦手な人がいます。発達障害の診断を受けている人や、現在ひきこもって

いる人などです。そういう方々は、努力が足りなくてコミュニケーションが苦手なのではなく、元々生ま

れつきの苦手さを持っているのではないかと思います。	 

	 

本質的な苦手さを持っている人は、自然に生活する中では、コミュニケーションがなかなか上達しません。

なので意識的に、ある種の学問を学ぶくらいの気持ちで、コミュニケーションを学ぶことが効果的ではな

いかと思います。	 

	 

例えば、ワークショップ形式で、相手の話を聞く練習をしたり、うなずく首の振り方を練習したり、人の

誉め方や、笑顔で挨拶することを学ぶのです。こういう練習を定期的にしながら、日常生活で勉強の成果

を試していると、だんだんとコミュニケーション力が上達していくことでしょう。	 

	 

他にも本で学ぶということも、とても効果のある方法です。オススメの本は、D・カーネギーの「人を動か

す」です。この本から、人に自己重要感を与えることの大切さを学べば、コミュニケーション力が飛躍的

に向上すると思います。反対に、コミュニケーションが苦手な人は、無意識のうちに、人から自己重要感

を奪うような発言・行動をしていることが多いので、注意が必要です。	 

	 

	 

【短所が長所に変わるとき】	 

奥村隆「息子と僕のアスペルガー物語」	 

http://gendai.ismedia.jp/category/okumura	 

	 

この記事の中に、アスペルガー当事者である男性が就職活動をしたときの話があります。	 

男性は、こだわりが強く、記憶力が良いため、昔の「ザ・ベストテン」や「スポーツの記録集」を丸暗記

していましたが、メーカーや金融機関では、その長所は、気持ち悪がられたり、何の役に立つの？いわれ

てしまっていました。	 

ですが、テレビ局の面接では大絶賛され、企画のネタになると、誉められたのです。	 

	 

他にも TV 局の同僚が、「時間に細かい」「数字が好き」「些細なことにこだわる」「記憶力

がよい」「人の気持ちを考慮せず、事実関係のみに基づいて議論する」など、アスペ的な特

徴を持っていて、とても居心地が良く、働きやすかったそうです。 	 

	 

また、スクープをバンバンとれる人が、論理的な性格を活かして活躍しているそうです。 	 

（以下引用です） 	 

『「なぜ Fさんが取材を申し込むと、難攻不落だった人が次々と出てきてくれて、スク

ープネタをたくさん出せるんですか ?」 	 

「相手と論理的に話をすることさ。」 	 

「相手の感情ではなくて、論理に訴えるということですか」 	 

「俺は論理的に話すことしか考えていない。相手にとって、俺の取材に応えるメリット

とデメリットは何か。両者を差し引きするとメリットの方が大きくなるのはなぜか。俺

の取材に応えるとどういうことが起きて、そのメリットとデメリットは何か ･･･。そう

いうことを細かく、丁寧に、整理しながら説明していけば、だいたい相手はわかってく

れるものだ」』（引用ここまで） 	 

	 

僕自身もかなり論理的な性格なので、その部分を活かせる場があるのだと思うと、とて

も嬉しく思いました。ちなみに、今している経理の仕事は、その長所を活かせる仕事な

のではないかと考えています。このように、自分の特性が思わぬ所で活きてくることが

たくさんあると思います。 	 
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【自分の心を安心させ、安定させるためには】 	 

	 
	 

自分の心が暗くなって、不安の占める割合が多い時は、自分の心を明るくしたい

と考えると思います。 	 

	 

そういう時は、人に話を聞いてもらって、心を軽くするという方法があります。

それは、とてもいい方法だと思います。 	 

	 

ですが、その方法では、最初のうちは良いのだけれど、だんだん効果が少なくな

ってくる気がします。 	 

心が重くなっては人に話を聞いてもらって、また重くなっては聞いてもらってと

いう繰り返しが、ずっと続いてしまうことがあります。 	 

	 

なぜそうなるかというと、そもそも心が重くなる根本的な原因が解決していない

場合があるからです。 	 

その原因を解消するために、次のことを試してみていただきたです。 	 

それは「自分の心を軽くするだけではなく、人の心を軽くしてあげたいと考え

る」ことです。 	 

	 

まずは自分が、人の心を軽くしたり明るくしたりしようと思いながら、会話をし、

人に親切にすることをしていくのです。 	 

	 

そのことを続けていると、気がつくと自分の心が明るく軽くなっていて、その状

態をずっと保てるようになってきます。これが、自分の心を軽くするための、最

も効果的な方法だと思います。 	 

しかも、幸せを感じる力がついて、人生がとても楽しくなってきますので、一石

二鳥ですよ。 	 

	 
	 

【無現小の力で、無限大の力をかけて取り組む】	 
	 

アスファルトを突き破って出てくる草は、長い時間、じわじわと時間をかけて出てきます。	 

	 

草の力はとても弱いはずなのに、長い時間をかけながら、ゆっくりゆっくりアスファルトを押し

上げることで、ついにはアスファルトを突き破ることができるのです。	 

	 

何か物事を成す時は、草のように無限に小さい力で、無限に近い長い時間をかけるつもりで、じ

わじわと少しずつ行動を積み重ねていくのがコツです。	 

	 

そうしていると、気がついた時には、草がアスファルトを突き破るがごとく、とてつもない成果

を得ることができるのですね。	 
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【経済の話 2】	 

	 
これからの時代は、モノを売る時代ではないです。モノは世の中に十分行きわたっているからです。これ

からは、価値観やライフスタイルを売る時代です。ipad や iphone は製品そのものを売っているのではな

く、その製品のある生活、ライフスタイルの提案なのです。	 

	 

これからは、今あるモノや知識を使った、経験に重きが置かれるのです。あなたの人生の経験から得た知

恵を、人に伝えることが大切です。そしてその時は、どうやったらわかりやすく伝わるかを考えたり、何

を伝えたら相手にとって役立てるかを一生懸命に考える必要があります。	 

	 

これからの時代は、人々は使命感を求めています。戦後は、お腹いっぱい食べ物を食べることが目的でし

た。高度経済成長していた時は、モノを手に入れることが生き甲斐でした。今は、食べ物も、モノも溢れ

ているかわりに、目標や夢を見失ってしまい、生き甲斐を見つけられない人が多いのです。だから、使命

感を人に持たせてあげられると、人は元気になれます。	 

	 

	 

【前向きでいるとは】 	 

	 
僕は最近、前向きだねぇと言っていただくことがあります。 	 

でも中々前向きには考えられない人も多いようです。なので、前向きに考えることにつ

いて、書いてみようと思います。 	 

いつも前向きでいるためには、前向きということについて、少し違う見方をする必要が

あります。「前向き」とは、愛と光の多い時間を過ごし、自分を信じること。反対に

「後ろ向き」とは、恐れの多い時間を過ごして、自分を信じていないということです。 	 

	 

愛と光とは、優しく、明るい言葉（愛してます・ツイてる・嬉しい・楽しい・感謝して

ます・幸せ・ありがとう・許します）という言葉を話すことです。 	 

恐れとは、不安に思いすぎたり、怒ってしまったり、 (不平不満・愚痴・泣き言・悪

口・文句・心配事・許せない )などの、暗い言葉を言ってしまうことです。 	 

	 

前向きとは、意識的に、言葉や考えることを明るい方に持っていくことです。決して、

自然にまかせているのではありません。人の脳は、自然にしていると、不安な気持ちが

自動的に沸き上がってくるようにできています。 	 

なので、ついつい不安に考えてしまうというのは、ある意味考えていないということで

す。 	 

	 

明るい考えは、明るく考えようとしないと、出てこないのです。 	 

これは例えると、筋トレと同じです。筋肉をつけたいと思ったら筋トレしますよね。 	 

でも、筋肉をつけたいと言いながら、筋トレをしなかったら、いつまでも筋肉はつきま

せんよね。なので、明るく考えたかったら、意識して明るい言葉を口にしないといけな

いのです。 	 

	 

繰り返しになりますが、自然と前向きになるわけではありません。意識的に、自らの意

志で明るい状態にもっていくのです。 	 

	 

ちなみに怒りは、第 2 感情と言われていて、みじめな気持ちや不安な気持ち＝（恐れ）

を覆い隠すために現れるそうです。 	 

ですので、怒りたくなった時は、怒りが湧きあがってきた原因の感情を見極めることで、

冷静さを取り戻すきっかけになりますよ。 	 

	 

この文章は、田中が本を読んで学んで役に立ったことや、ぜひ多くの人に伝えたいと
思ったことをまとめたものです。皆さんに役立てることが１つでもあれば幸いです。 
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【聞き上手になるコツ】 	 

	 
会話において、例え自分と 180 度違う意見だとしても、その意見を楽しそうに聞けるか

どうか。自分の意見の方が正しいと思ったとしても、相手の話を最後まで聞けるかどう

か。そこが重要なポイントです。 	 

どちらが正しいかなんて、大した問題じゃないんです。正しさなんて、世の中にいっぱ

いあるものですよね。 	 

でも、相手の意見をひとしきり聞いて、「そうなんだ、わかるよ~」と言った後に、

「まあ、自分の考えはこうだよ」って軽くいうと、なぜか相手は自分の意見を尊重して

くれるものなんです。人は、話を一生懸命聞いてくれた人の考えは、受け入れたくなる

ものなんですね。 	 

	 

そして、ここまでの話だと、聞き上手とは一見テクニックのように思うかもしれません

が、このことを実行するには、実は乗り越えなくてはならない壁があります。 	 

それは、自分自身の劣等感 (コンプレックス )の克服です。自分に劣等感があると、自分

と違う意見に遭遇した時、自分を否定されたような気持ちになって、つい相手に反論し

たくなってしまうからです。だから、相手の意見を気持ちよく聞くためには、自分の劣

等感を解消して、色んな意見を受け入れられるように、自分の器を大きくする必要があ

ります。 	 

これは意識しないと中々できないことですが、取り組む価値は大いにあると思います。 	 

	 

	 

【コミュニケーションが苦手とは、どういうことか】	 
	 

コミュニケーションが苦手な人がいます。それは、数学が苦手なことと同じなんです。小中高と同じよう

に数学(算数)を学んでも、できる人とできない人がいますよね。	 

それと同じく、皆と同じだけ人と触れ合っていても、コミュニケーションがうまくできない人がいます。

発達障害がある場合もあります。	 

でも、数学ができないからダメではないのと同じように、コミュニケーションが苦手だからダメではない

ですよね。	 

それを理解した上で、コミュニケーションの練習をするのが大切ですね。	 

その練習法として、「簡単トレーニング」をオススメしています。	 

そして、コミュニケーションが苦手な分、得意なものもあると思いますので、それも伸ばしていきましょ

う。	 

さらに、最終的には心の成長＝人間としての成長をすると、色んな問題を解決できてくると思いますよ。	 

	 

	 

【発達障害のお子さんを持つ方へ】 	 
決して、将来を悲観して欲しくないです。むしろ未来は明るいと思っていただきたいの

です。発達障害を持つと言われる成功者、ビル・ゲイツ、アインシュタイン、エジソン

などは、発達障害を持っていて、その中でも特別な才能があった彼らだから、成功でき

たと言われています。ですが、実はそうではなく、発達障害を持っている人は、育ち方、

環境次第で、皆な成功者になる素質をもっているとも考えられるのではないでしょう

か？（もちろん、健常者の人も、成功者になる素質は皆なあるということですね） 	 

	 

良い人間関係の作り方と、前向きな、良い考え方を身につければ、皆な世の中で活躍で

きると、僕は信じています。 	 

この文章は、田中が本を読んで学んで役に立ったことや、ぜひ多くの人に伝えたいと
思ったことをまとめたものです。皆さんに役立てることが１つでもあれば幸いです。 No.12 
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