
断言しよう 人生は変えられるのだ。  
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（ はじめに ） 

人生の風景を変える鍵は自分の 「中」 にしかない。人生に悩み、苦しんでいるという

事は人生を本気で生きている証とも云えるのだ。世界を変える鍵は外にあるのではな

く、貴方の“中”にある 8 つの 「視点」 ① 感情力 ② 解釈力 ③ 感受力 ④ 対

話力 ⑤ 人脈力 ⑥ 時間力 ⑦ 読書力 ⑧ 選択力 を変える事で貴方の今迄

とこれからを転換させるきっかけとしてほしい。人生はとっても長く、一方で短いもので

ある。 ところが一度しかない大事な自分の人生に於いて自分自身が目指すゴール

を自分自身が明示的に理解していない人が殆どでは？～私の場合は 「絶対不可侵

の自己」 で自己の成長と平静な心だ、その為に必要なものとして 8 つの力を提唱し、

それを手に入れる為の方法を論じよう、さあ！出発だ！ 

第1章 感情力 

＊自分を苦しめる人に力を与えているのは自分である～常に穏やかでありながら自己

成長し続けられる人、これが私の理想とする人物像。 思想家のフーコは 「相手が

内面に土足で踏み込めない様に自分自身を守り抜く決意を持って自分を大きくする

事、そうすれば自分が悩むことはない」 と、内面世界の進化だ。 

＊自分を愛せなければ他人を愛せない～自分を素敵に幸せにすれば、相手を幸せに

素敵にすることが出来る。これを阻害するのがネガティブな感情で、それが生まれた

時に自らが気づいて認めてあげると自分の中で感情を客観化できそれは逃げていく 

＊悪意にも 1％の真実が隠されている～攻撃してくる人の未来の幸せを祈り関わらない

そこに 1 つの学ぶことに値する真実があるとすれば敵対ではなく感謝の言葉と受け止

める、悪意を持たないから自分は正しいと思ってはいけない、いじめている人を助け

ない事は自己を正当化していることに他ならない、中長期的には悪意となり得る。 

＊成功者は誰よりも心配性である～本当に一流の人の共通点は一見楽観的に見える

様で誰より心配性で 46 時中の情報処理で人生のカーナビを進化させている。 

＊他者の欠点は必ず自分の中にもある～“脳ある鷹は爪を隠す” 自ら知識を増やして

いくと知性や知恵になる一方実は自分は如何に物事を知らないかハッキリ見えてくる、

そして自分を進化させ内面世界を海のように大きくしていける、簡単に毒されなくなる、

他者の欠点が気にならなくなる、むしろ自分の中にもある欠点だと気づかせてくれる

と、感謝の源だ。 

＊感情を制御するには、飴とムチが必要～感情の乱れの恐ろしさ 「英国 BBC 放送の

ドキュメンタリーで、中国の死刑執行直前の人にインタビュー、           P １ 



印象的だったことは、いかにも極悪人という人はほとんどいなかった」 僅かな一時の

自分の感情の乱れで人生を破滅させた人が少なくなかった、自分の感情が悪い時に

はハッキリと自分の理性を主人にして感情を奴隷にする事、自分の中の暴走馬を躾

けるには時間をかける事、扱うのが難しい、その事を忘れずに、飴とムチの双方を、

自分の中に持つこと。 

＊人間の力量は当たり前のことを、やる事で測れる～自分の中で内面的な判断基準を

定める、最終的には自己評価の場を作り当たり前の事をやる、徹底的に追及する事、

比較が正当化できるのは昨日の自分と今日の自分との時系列的な比較である事を

肝に命じよう、他者との比較ではない。 

＊悩みは概念化する事で手放せる～本当に苦しい時に人間は精一杯の状態になって

周囲がまるで見えなくなる、その悩みを概念化していく事が本質を見抜く思考となっ

ていく、自然は慰めの天才だ、更に自分の精神的な次元を上げていく手助けとなる、

自然の力を借りる事、母なる大地に感謝！ 

＊人間の命は死ぬまでの借りものに過ぎない～いろんなものを決めつけ過ぎず、将来

に対する種を蒔き続け、同時に蒔いた種にも水をやる（読書・出会い） 

自分の命や人生は借り物と考え、借りたものを満喫しながら、最後に返却するのだ。

人生の充実は長さにあるのではなくて深さこそにある。将来も大事だが今の瞬間だ。 

第2章 解釈力 

＊失敗に落ち込んだ事は、失敗以上の失敗である～人生は如何に軌道修正が図れる

かが問われている、何が起きても切り替える事、自分の人生はゼロから出発している

のだ、メディアで伝えられているのは、ごく一部の誰かのフレームから見た風景だ。 

＊明日の為に、今日を犠牲にしない～全ての瞬間を大切にする事、とは自分を大切に

する、という事。 

＊ネガティブな要素を徹底的に洗い出す～環境も他者も自分でコントロールできない、

環境は事前にネガティブな結果の可能性要素を徹底的に洗い出しておくことだ。 

一度の失敗で人生は終わらない。 

＊読んだものを鵜呑みにしてはいけない～理解を踏まえ、自分の中でもう一つの石を

積むこと。 

＊何かを発想したい時はペンで文字を書く～キーボードは思慮の入るスキがない。 

＊思い出せない時は自分の記憶に対して尋問すると出てくるまで脳は探し続けている。 

＊無意識の中で考え続けた結果が直観である～脳に指令を出しておくと無意識で働

いてくれる。 

＊付加価値こそが自分の存在意義であると考えよ～何かのテーマに接するとかドキュ

メンタリー番組を見る時でも、自分の考えを書く事を習慣化する。 

＊レシピを沢山読んでも一流のセフにはなれない～知識を理解し、ある目的に向けて

組み立て、更に新たな知識を生み出すのが知性、                  P 2 



そして体験が加わる事で知恵になる、自己の解釈した思考を錬磨し、行動に移して、

その結果への、省察を心がけることで自己は成長する。 

第 3 章 感受力                                          

＊人間は裏で、感情 9 割、理性 1 割で動く、先ずは感情を客観的に冷静に見る、理性

を介在させ、感情を抑制、その上で重要なのが相手の感情を理解しようとしているか、

相手も感情と理性が分けられているか、を把握。 

＊理屈で納得させようとしても上手くいかない～相手の感情的な内面の状態を、相手

以上に深く理解しようという感受性を持つ必要がある。 

＊最悪の事態が起きた時の対処法を事前に考えておく～自分の悩みは決して自分だ

けが抱えているものではないと割り切りゆとりを心掛ける。米国とフランス人は感情を

表に出し気付き易いが、日本人には相手の感情を理解しようとする感受性が必要だ。 

＊絶対的な真実などそもそもない、又人間は感情的な動物である、実際に本当に何が

起きているのか、本当のことはその場にいなければわからない。真実に近づく謙虚さ

が必要と共に、対話が持つ価値を深く理解する事が重要。 

＊沈黙を恐れるな、間を置いて話しをさせよ～余裕と勇気がなければ間を置けない。 

＊人生の決定を焦らない～間を置くことは決断以上に勇気が必要だ。 

＊人と対立する事は無意味である～張り合わない、包み込む、くらいの感覚が必要。 

＊目の前の地道な仕事をこなすことが成長の近道。 

＊理不尽な事を学びに変えていく～敵の中から自分が学べることを探すと感謝の対象

に変わっていく。 

第 4 章 対話力 

＊出来るだけ自分からは、しゃべらない、重要な事は聞くことだ。 

＊相手の話を遮らない知ったかぶりをしない、2 割話して 8 割全身で聞き相手を感じる。 

＊どうでもいい事は云わない、聞く時は話を 3 つのポイントに構造化する、思考もメモも。 

＊言いたい事をワンフレーズで表現する～アリストテレスは 「真に知性のある人の証は、

複雑な現象をシンプルな命題に落とす事が出来る人だ」 と。300 頁を要約する時に

299 頁を捨てる覚悟が必要であり最終的にはワンフレーズになる。私は誰かに逢って

話を聞いたら直後に、その人から学んだものをメモカードに書き留めている。 

＊無知を装うくらいが丁度いい～本当に頭がいい人はどんなに難しいことでも、本質は

シンプルである事を知っている、知ったかぶりは貴重な学びの機会を失う事になる。 

＊議論するに値しない人とはぶつからない～相手は慎重に選ぶ。 

＊あえて語らない事も対話のひとつであるが唯のいい人になってはいけない、自立した

社会人として絶対不可侵の自己を確立する上でとても大切な事だ。 

第 5 章 人脈力  

＊期待された以上のものを相手に与えよ～与える事に徹すると、間接的な効果として

周囲に自分と同様な与える人が集まってくる、                     P ３ 



自分が期待した以上のことが返ってきた時に人は感動する。 

＊心の綺麗な人は汚れたエネルギーに敏感である。 

＊参加するコミュニティは厳選する、肌の合わない気がしたら即座に離れる。 

＊達成感を大事にすれば対人関係で間違わない、言語だけで物事を考えない。 

＊本当の強さを手に入れなければ自然体になれない、自分の強さが分かっている人は

他者に対して何かを見せびらかすようなことはしない余裕と風格がある。 

＊敵対する人が現れたら幸せを祈ってあげる～常に敵を許す平常心を保つ。 

＊大切な人から見返りを求めてはならない～人間関係では初対面で心をキチンと開き

フェァな姿勢で接する、しかし 2 回目はよく考慮したうえで厳選する事、自分が大切だ

と思う人に対してはフォローを心掛ける、善意とピュア―な心で見返りは求めない。 

＊いい人になろうとしない～人脈には 2 つの目的があり、一つは成長の為に、二つ目は

愛情、それ以外はシビアに見極める、一生で付き合える人は限られている。 

＊誰もがパワーストーンの様な存在になれる～但し対人関係において自分に合わない

人に迄、自分の心の中のエネルギーを使い過ぎるのは禁物だ。 

＊伝えたかどうかではなくて、伝わったかどうか、親子関係でもしかりだ！ 

＊自分に嘘をついてはいけない、自慢をしない事は勿論、自虐もしない事、そして仕事

上での人脈作りは感動を与える事、超一流の人は期待を超えて何か+αを、と考える 

＊相手の目を見てサイレントギフト（メッセージ）を与え続ける、相手に主役を譲り脇役

を演じ続ける盟友となる事が器の大きな人になれる第 1 歩だ、体験は大事だが体験

しなければ学べない人は愚かだ。 

第 6 章 時間力  

＊人生は時間の使い方で作られている～時間をどうマネージメントするのか、それは即

ち命をどうマネージメントするかという事だ、時間への緊張感は人生への緊張感でも

ある、お金を稼ぐことは出来ても時間を稼ぐ事はできない、お金以上にマネージメント

が必要だ。 

＊人生を短くしているのは自分自身だ～ローマ時代の思想家セネカは 「生の短さにつ

いて」 という有名な著作の中で 「人生は決して短くない、短くしているのは自分自身

である」 と、この著作は私にとって、これまで読んできた本の中で珠玉の 1 冊である。

終わりに向かっていく、という意識が人生のあらゆる瞬間に、かけがえなない意味を与

えてくれるのだ。 

＊理想の時間の使い方を徹底的に意識する～ダラダラする時間も決心して選択、どん

な心構えで時間を過ごしているかが重要だ、やっていけないのは時間の垂れ流しだ。

自分の時間の中で幸せを感じる時間は何かリストアップしランキング付け配分する。

自分が一番幸せな時間は成長できる時間、愛情や感謝の気持ちを抱ける理想の配

分を書いてみる、自分の時間の使い方を可視化し理想の時間の使い方と比較して

みて現状を理想に近づける。                               P ４ 



＊大事な 2 割を見極め先ず考える時間を作る～自分の時間を配分する事は自分の命

を配分する事と同じだと、強烈に意識する、大事な 2 割に 8 割の時間をかける。 

＊もう少し時間があったなら、という言葉は使わない～20 分しかなくても 1 時間の仕事を

こなすと決意するのが心構え、仕事の捉え方、そして時間の配分だ。 

＊止める、捨てる、断る、離れる勇気を持つ～全てのどうでもいい事に時間を使わない。 

＊ネットを遮断する時間を獲得する～長期計画は核となるイメージが最も大事だ、細か

く考えない。200 頁の執筆でも 10 頁を 20 本書くと思えば気が楽になる。イチロー選手

も大きなものに到着するには日々小さな事に集中する事が大事だと！日々実行だ。 

＊忙しいという言葉を使うのは悲しい～毎日新しいスタートをする意識を持って 20～30

リストアップしてやってみる。今一つは 1 日 1 時間でも 90 分でも仕事以外の事に自己

投資する、全ての時間は自分の選択の産物としてある、という意識で時間を使うこと。 

第 7 章 読書力 

＊何を読むかは、どう読むかよりはるかに大事～自分が信頼する人、尊敬する人からの

推薦してもらう本がいい。 

＊頂上を 1cm 更新するつもりで本を読む～本を書く時には、私は文字の一つひとつを

自分の魂の結晶だと思って書いている。従って読み手としては書き手の魂と対話する

感覚で読む、本当に深く没頭して読むと著者との間の境界線が消え混ざっていくよう

な気持ちになる。 

＊我々が本を選ぶように、本が我々を選んでいる～著者が最終的に到着した所から見

える風景を本の中で書いている、読者はあたかも自分が頂上に立った気持になる、

しかし著者が見た全てが書かれてはいない、イマジネーションを働かせ立体的に読

み、読む前と、後でどう自分が変わったか？が本の価値だ、著者が考えもしなかった

思考の羽を伸ばし、楽しむ。 

＊魂を傷つける読書はしない～本を選ぶ際は事前に本当に精神と体にいいかチェック

し厳しく選ぶ事、キーワードは古典で私は学生に岩波文庫だけ読むアドバイスをした。 

＊本は貸すのではなく贈りなさい～もし素敵な本で相手の人にピッタリだと思ったら贈る。 

＊人生の羅針盤になる名著はこれだ～ゴッホの手紙・テオドル宛、ゲーテとの対話、自

省録、フランクリン自伝、幸福論、ベートーベンの生涯、知性について、怒りについて、

君主論、人生談義、眠れぬ夜の為に（いずれも岩波文庫、P210～212 に 31 冊紹介） 

第 8 章 選択力  

＊人は選択を通じて人生をいつでも軌道修正できる～我々が軌道修正するのは未来

が不確実だから選択を求められる、今の自分は過去の自分の選択の結果だ、失敗

は成功の原材料であり、常に選択は繰り返されるとの認識が必要だ。 

＊結果ではなく最善を尽くす事を目的とする～一つの心がけは最悪の状況を想定して

おくこと、リスクをリストアップして一つずつ消去するのも方法、後は最善を尽くすのみ。 

＊回り道に見えたことが最短距離の場合もある～自分の人生に関わる事は     P ５ 



自分の決意で下す事、最終的な結果は自分で全責任を取る決意がある事、更にそ

の選択は他者の幸せに・社会の幸せに繋がるか？つまり主体性・責任感・使命感だ。 

人生はいつでも軌道修正できる選択はその為にあり自由に自分の意思で変えられる 

＊人生の醍醐味は正解を自分で決める事にある～好きな事は簡単には見つからない、

真剣に向き合い見つけるしかない、好き嫌いの感覚をどれくらい磨き、自分自身と対

話してきたのか？と問われ、自信を持って言い切れる人がどれ位いるだろうか・・・・・ 

＊自分の信念を貫いた非常識は美しい～選択する前に情報を集め、様々な要素につ

いて熟考した上での決断後は強引な位の実行がいい、納得した道だと考えて、価値

を伝える努力をする。 

＊背負っている荷物を下ろし、スペースを作る～人生の棚卸をする、不要なものは持

たない、旅行に出かける際も私はペンとメモ帳、財布、iphone、数冊の本で十分だ。

重い荷物を持って歩き続けることはない、脳にも体にも休憩を与える事だ。 

＊選択とは、その他を全て捨てる事、極めて禁欲的な行為である～自分の人生は誰に

も侵すことのできない、絶対不可侵のものなのだ！自分の人生は自分で守り抜く、と

いう意識で人生を確立する決意が人生に夢と希望と自由を与えてくれる。 

断言しよう！ “人生は変えられるのだ” と。 

                                                 （ 完 ） 


