
ブレない・折れない



両親や上司などから否定や批判され、⾃分は無価値な⼈間だと⾃信が全くなるとか、、、

やりたいことがあっても諦め忘れ、⽬標を設定してもすぐに諦め挫折を味わうとか、、、

誰かと⽐べて⾃分は劣っていると感じ⾃分にウンザリしたりとか、、、

何かをやるにしても周りにどう思われるのか気になって結局やらずじまいで終わったりとか、、、

誰かに褒められないと⾃分を保てず褒められてもすぐに⾃信がなくなったりとか、、、

結果を出さないと⾃信が⼿に⼊らないと思うが、いつまでも結果が出ずセンスや才能を憎んだりとか、、

失敗やミスをしてこれまであったはずの⾃信が喪失してモチベがいつまでもあがらずパフォーマンスが低下したりとか、、、

あなたは今までこんな⾵に感じた事はありませんか？

 もしあなたが、こんな症状を感じているのならば、この本はあなたにピッタリだと思います。この本を読み終わることによっ

て、なぜ、こんな症状が延々と続いて逃れることができないのか？原因と対策がわかるはずです。

僕も経験したことがありますが、こういう状態って、何をやっても無駄だと思い、やってみようと本気になってもスグに⼼が折

れ、毎⽇が楽しくなくストレスがたまり落ち込みイライラして精神的にキツいんですよね。

とはいっても、やらなきゃいけないことはやらなきゃいけないわけですから、それでも⽇々⽣きていくしかありません。

でも・・・毎⽇が⾟く苦しいはずです。

はじめに
ブレない・折れない３つの条件



もちろん、この本を読んだだけで、そういった問題が、⼀切な

くなって今⽇から⾃⼰肯定感があがって⾃信がついて・・

前向きに最⾼のパフォーマンスを出しどんな障害も乗り越えら

れる！という約束はしません。しかし、約束できるのは、この

本を読み終わるころには、その⾃⼰肯定感の低さや⾃信がない

状態の原因と対策をすることができます。

たとえて⾔うなら、なんとなく体の調⼦が悪い時に病院に⾔っ

たら「これが原因です」「こういう⽣活習慣に変えてくださ

い。」と診療してもらえるようなものです。

もちろん、精神安定剤を飲みましょう！

みたいなアドバイスはしません。しかし、原因が分かり対処法

がわかれば、たとえ今あなたが⾃信ゼロ・⾃⼰肯定感ゼロでも

着実に⾃信をつけていくことができるでしょう。

今は、何をやればいいか？何をやってはダメか？がよくわから

なくて、モヤモヤしている状態だと思います。まるで濃い霧の

中を歩いているような状態ではないでしょうか？

その霧が晴れて、⾃⼰肯定感をあげ⾃信をつける道のりが⾒え

たら、後は迷うことなく⼀気に突き進める事ができるでしょ

う。



世の中には、沢⼭の成功した⼈がいます。テレビなどのメディアでも、YoutubeやＳＮＳなどでも現代は成功者と⾔われる⼈達

との距離はかなり近くなりました。

でも、彼らは本当に成功した⼈達なのか？と⾔われたら彼らは彼らであってあなたはあなたの成功があるはずです。

ある⼈は結婚して深いつながりをもつことが成功だという⼈もいれば、毎⽇写真を加⼯して皆に喜んでもらえることが成功だと

いう⼈もいるわけで成功というのは⼈それぞれ違うわけです。

しかし、⼈⽣の質の概念であるＱＯＬ（クオリティーオブライフ）によると、⼈⽣の成功には基本的に３つの条件があると⾔わ

れています。

・⼼と体の健康

・⽣活環境

・⼈とのつながりと⽣きがい

１つ⽬は⼼と体の健康です。⼼⾝共に健康的な状態は全ての基盤になりますよね。これは説明不要だと思います。

次に⽣活環境。⽣きる活動をする上での環境は良いほうがいいに決まっています。

そして、もう⼀つは⼈と繋がりや⽣きがいを持つこと。どうせ⽣きているのですから、その中で信頼しあえる⼈間関係を持って

いることは⽣きがいをもっている⼈のほうが、何があってもなくても豊かに⽣きることができます。

人生の成功条件とは？
たった３つの条件を満たせば⼈は幸せになれる



そして、この中で最も影響を与えるのが⼼⾝の健康です。その

中でも⼼の健康というのは⾏動を起こすガソリンのようなもの

でこれがないと廃⼈のようにただ⽣きていくだけになってしま

います。

⽣活環境を変えようとも思わないし、今の環境をよりよくした

いとも思えなくなり⼈に対しても警戒し⽣きがいなんていうの

はどんどん失われていってしまいます。

そして、学習性無⼒感（どうせ⾃分は何をやっても無駄だか

ら）となってただ⽣きているだけになってしまいかねません。

ＱＯＬは下がる⼀⽅です。私達の⼈⽣はこの３つの条件がなけ

れば、成功をつかむことはできません。それがどんな成功であ

ったとしてもです。多くの⼈は成功者達の表⾯だけを⾒て彼ら

を成功者だとほめたたえます。

しかし、彼らの中にもＱＯＬを⾼めずにいたり⼼の健康を無視

して突き進み転落する⼈は沢⼭います。

そして、そのほとんどの⼈達は、昔は⾃信があって楽しかった

けど、「何らかの出来事・事件・失敗・環境・誰かからのレッ

テル貼り」によって⾃信が低下していった。またはドカンとあ

がってあとは低下。という⼈が多い。

そして中には⼤きな結果を出して⾃信満々になった⼈でも、そ

こだけが⾃信の⽀えになっていて実際には全く⾃信がなく何を

やってもうまくいかない⼈・いくとも思っていない⼈が沢⼭い

ます。

⾃⼰肯定感も低く⾃信がない⼈を⾒かけたら喜んで彼らにアド

バイスをして⾃信満々なふりをして、その瞬間だけ⾃信に満ち

満ちているけど、現実に向き合うとすぐに諦め誰かのせいにす

る。

これは逆にＱＯＬそのものを低下させてしまってる代表例で

す。精神の不健康から体も不調になり⼈間関係も壊れて、⽣活

さえ危うくなっていくのです。

多くの⼈にとって⾃信・⾃⼰肯定感というのは現実の出来事と

結びついているものですが最近の研究では必ずしもそうではな

いことがわかってきました。確かに⼈は「何らかの出来事・事

件・失敗・環境」がポジティブかネガティブかにより⾃信は上

下します。

しかし、そんな中でも⾃信を完全喪失することなく、回復させ

逆に⼒に変えて困難を乗り越えて求めている現実を⼿に⼊れて

いく⼈がいるのです。



その決定的な違いとは何か？

メンタルトレーナー＆⽬標達成コーチとして、そういった⾃信

を喪失した⼈達が１カ⽉以内に折れない・ぶれない⾃信を⼿に

⼊れるトレーニングを⾏ってきた経験。

それまでに経験した数々の失敗とテストを繰り返してきてわか

った秘密を今ここで解説していきます。

しかし、ここでお話するのは

「こうすれば⾃⼰肯定感があがり⾃信がつきますよ！」

というものではありません。

そういったものは沢⼭ありますし僕も⾃ら⾊々テストしクライ

アントさんに試したこともあります。

でも、あるポイントを押さえていないと簡単に⾃⼰肯定感が低

下し⾃信も失われていくのです。

この書籍でお話するのはそのポイントです。

そのため、永続的な⾃信・⾃⼰肯定感が欲しいのならば是⾮最

後まで読んでみてください。



� ある公共事業の社⻑をしていた⽅のお話なんですけども、その⽅はもともと

は個⼈事業主で年商億を達成しその後、あるおじいちゃんの公共事業をやり、

その結果8000万もの借⾦を背負いました。

なんとか⾃⼰破産することはなく⾃分のペースで返⾦をすることになったので

すが全てを失い⾃殺さえ考え⾃信も全て失ったのです。

なんとか地道に稼げるようにと周囲の社⻑さん達が⼿助けをするがどれもこれ

もうまくいかず伸び悩む。常にお⾦と仕事におわれ、何か新しいことを始めよ

うにもできない。勧められてスキルを⾝に着けようとしてもできない理由ばか

り並び⽴てて⼀切⾝につかない。

仕事ではミスをするわで年下の上司につめられ、彼のことを本気で⼼配し何と

か⽴ち直ってほしいと思っているため本気で彼と向き合おうとするが結局最後

は説教される。

そんな時に運よく彼が勧められ新しく学んだスキルを⾝に着ける環境は⾮常に

肯定的だったため、気分がよく⾃信も上がった気でいたのですが全く⾔い訳は

相変わらずで何も変化がなかったのです。

結果を出そうとするが⾃分本来の⼒も出せず、新しいことを始めても出来ない

理由ばかり並び⽴てる。説教されたらただただ落ち込むだけで愚痴を⾔う。

全ては⾃信・⾃⼰肯定感にあった

Capter.1

騙されて借金8000万を抱えた45歳



彼のケースでは、「⼤きな失敗による借⾦」で⾃信を失い⾃⼰肯

定感を低下させていったわけです。これまではイケイケだったそ

うですが、現実的に全てを失ったことによって、今まで⾃分の⽀

えになっていたものが全て崩壊したのです。

しかし、なんとかしたいと思っているのでまた新しいことを始め

ます。誰かのアドバイスで・・・⾃分の選択に⾃信さえもてない

ので⾃分では何も選べないのです。

そして、新しいことを始めるにしても⾔い訳しか出てこず、今⽬

の前の仕事に対するパフォーマンスも低下して、やればやるほど

「何もできない」という思い込みを強化していったのです。

更にこの⽅には⼤きな問題がありました。

それは、年齢を重ねて経験値があるからこそ⾃信がない⼈に対し

て「俺はこれだけやってきた」という武勇伝を語って「俺なんて

騙されて8000万借⾦してるのに⽣きてるんだぞ！」という不幸⾃

慢をしていたのです。

こういう⾏動は、全て”⾃分に⾃信がない事を上塗りしている”⾏

動になります。このサイクルにはいると抜け出せないためにまず

は”過去の失敗を素直に認め今あるものに⽬を向ける事”なのにそ

れとは真逆のことをしてしまっているわけです。



� そして、そんなおじさんに⾃信を持ってとかこんなの学ぶといい

ですよ！というアドバイスをしていた起業家がいます。この⽅は年

５億もの売上を叩き出すイケイケの起業家です。

そんな彼も僕のもとに相談にきました。

それだけ儲かってるんだから⾃信だってあるだろうし、どっちかっ

ていうと笑いが⽌まらなくて仕⽅ないだろうと思ったんですが彼の

相談は・・・

「とにかく不安・・・」

という内容でした。年５億も稼ぎ、ついてくるスタッフもいて⼈脈

も増えて順⾵満帆に⾒えるわけですから意味がわからいですよね？

でも、不安になるのです。

 なぜなら、今はよくても来⽉はどうなっているかわからない。⼈

が離れていくかもしれない。新しいプロジェクトがうまくいくかわ

からない。⽀出も考えたら来年の事なんてお先真っ暗で何も⾒えな

い・・。

年商５億を稼ぐ起業家
たった３つの条件を満たせば⼈は幸せになれる

今年は５億いったけど来年はどうなのか？減るかもしれないしゼロ

かもしれない。⼈も今はついてくるけど離れていくかもしれな

い・・・うまくいかなければ税⾦で収⼊もゼロになってしまう。

だからと⾔って他の経営者さんにいいところを⾒せないといけない

し、接待などを出費をやめるわけにはいかない。

いつもいつも夜も眠れないし誰にも相談できない・・・どうすれば

安定するか？このまま⼀⽣不安定なままなのか？と悩んでいるわけ

です。最初は将来に⼤きな夢をもって起業をしたけど、今は将来の

ことを考えると不安で仕⽅なくなってしまう。

まるで、いつ戦⼒外通告をされてもおかしくないプロ野球選⼿のよ

うな⼼地でしょう・・・。

将来も安定して安⼼しているなんていうのは何をやるにしても保証

はないのはわかっている。予測をしても必ずしもうまくいくわけで

はない。そんなのはわかっている。



そんな中で、何もチャレンジもしてないのに⾃分に⾃信がないと

か後ろ向きな奴を⾒るとムカつくと同時に前向けよ！と⾔いたく

なる。

だからって何でもできますよ！とかすごいですね！とか⾔われて

気分もよくて⾃信がつくけど家に帰ったら「実はそんなことはな

い・・」と落ち込む。

忘れるために酒を飲むけど朝思い出してまた落ちる。

あくまで確率論なのもわかっている。

でも、同じ状況の中でも⾃信満々にやっている⼈もいる。

その違いは⼀体何なのか？

この話は信じられないかもしれませんが、本当の社⻑さんの話で

す。確かに彼はブームにのっかりいい⼈と出会ってうまく波にの

った部分はあります。つまり、⾃分の中で何の根拠をもつことが

できなかったんです。



またこのケースは、よくある事例だと思います。誰しも幼少の頃は

⾃信なんて⾔葉なんて考えることもなかった。若いころはただただ

前を向いて勧めたはずです。

この⽅はその勢いで学⽣の頃はサッカーで選抜に選ばれたエースで

した。⾃分にも⾃信があってチームを引っ張っていき、チームに貢

献をしてきました。

そんな中で⾃分の技術を磨いて仕事をしたい。

と思って電気⼯事の会社に就職し、それなりに仕事はやっていたけ

ど、憧れの匠の技を持つ社⻑さんと出会って

「こんな⼈になりたい！」「こんな匠の技を⾝に着けたい。」

と思って転職を決意。

しかし、そこでこれまでの⾃信は全て崩壊。

技術⼒も⾼くイケイケ・ゴリゴリのストイックな少数精鋭のその企

業では、全然ついていけずはや５年。

パワハラの恐怖に苛まれた元選抜選手
たった３つの条件を満たせば⼈は幸せになれる

同じ年にはいってきた、この⼈には勝てるだろうと思っていたその

業界は始めてのおじさんは、その会社で既に馴染み役員クラスに認

められているのにも関わらず。

毎⽇毎⽇怒られ責められている役にたたない。

愚痴を⾔った⽇もあった。

褒められたこともあった。

同僚も気にかけてくれる。

しかし、結局会社にも迷惑をかけていて、いつ⾒捨てられるかわか

らず気付いたら上司の前にたったらガチガチになるようになってし

まった。

怒られないように毎⽇毎⽇怯えていて「〇〇やったのか！？」と⾔

われてやってないのに「やりました！」と⾔ってしまい嘘をついて

しまう。

「どうせできない！」と⾔われてムカッとするけど、実際にできな

いからどんどん⾃信を失いダメな⼈材とレッテルを貼られてしま

う。



 対策を考えてくれた同僚にも迷惑をかけていつ⾒捨てられない

か？⾃分なりに仕事は精⼀杯頑張っていて同級⽣よりも働いてい

る⾃信はあるけど頑張れば頑張るほどにドツボにはまってしま

う。

なぜなんだ？

だからなんとか結果を出さないといけないとしているけど全然頑

張っても頑張っても結果がついてこないどころか迷惑をかけてし

まっている。

このままでは⾃分はもう捨てられるだろう・・と。

だから最近では今⽇はまだクビにならなかった、今⽉はなんとか

乗り切った・・ああ、良かった乗り切ったと。でも、結局同じよ

うな毎⽇を送っている⾃分に絶望しか感じなくなってきたので

す・・・。



�このような３⼈の問題は、それぞれ違う状況で違う問題に⾒えるのですが結構よ

くある問題です。そして、この３⼈のケースは⼀⾒全く違う現象ですよね。

でも、ルーツは全く同じなのです。もしかしたら、あなたも同じような症状が出

ているかもしれません。例えば・・・

・何をやるにしてもできない理由しか出てこない。

・ちょっとやって失敗したら落ち込み諦める。

・何か学んでみても全然頭に⼊ってこない。

・⾃分の選択を信じることができない。

・結果が出ても⾃分に⾃信をもてない

・⾃信を感じる瞬間は⾃分より下の⼈がいるとき

・否定や批判をされる環境にいある

・失敗やミスをして⾃信を失ってしまった

などなど、こうなると精神的にも⾟い・・・結果もついてこないし、周囲からも

否定や批判されて、繰り返していく事で「どうせ⾃分なんて何をやってもダメ

だ。」と⼈⽣に⼀切の希望ももてなくなる。

⾃信をもてとか⾔われてももてるわけがない。

運良く結果が出ててそれを周囲に褒められたとしても、嬉しいがまたすぐに⾃信

をなくしてしまい受け取れない。

全く違う症状・共通する原因



って思うかもしれません。「結果が出れば⾃信はついてくるだろ！？」と思っ

てる⼈や「根拠なんてなくても⾃信があるフリをすることが⼤事だ！」みたい

なことを思っている⼈も多いですがそれでも⾃信はついていない⼈は多いで

す。

�

また、アファーメーションとかアンカリング、周囲からの承認される環境など

のような⼼理学やスピリチュアルなどのようなものも確かに効果はないわけで

はないものもあります。

�

しかしこれらは断⽚的な情報でしかなくやって効果がある⼈とない⼈がいるの

です。⾃信や⾃⼰肯定感の全体像を体系的に理解せず部品・部品だけやってい

るからなのです。

�

喩えるのならば、ハンドル・ギア・タイヤ・ペダルなどについては知ってるけ

ど、⾃転⾞の設計図は知らない。なぜ漕ぐと動くのか？ギアを変えると軽くな

ったり重くなったりするのか？だから、故障をしたときに何もできないので

す。

�

そして、部品であるペダルについて「最⾼のペダルはこれだ！」みたいな情報

を真に受けてやってみる。でも、⼀瞬⾃信がついたような気がするけど翌⽇に

はもう落ちている。

どれだけ⽅法を学んでも⾃⼰肯定感を

あげる⽅法も仕組みがなければ元通り

Capter.2

は？自信に仕組があるの？



そして、この中で最も他に影響を与えるのが⼼⾝の健康です。

その中でも⼼の健康というのは⾏動を起こすガソリンのような

ものでこれがないと廃⼈のようにただ⽣きていくだけになって

しまいます。

⽣活環境を変えようとも思わないし、今の環境をよりよくした

いとも思えなくなり、⼈に対して警戒し⽣きがいなんていうの

はどんどん失われていってしまいます。

そして、学習性無⼒感（どうせ⾃分は何をやっても無駄だか

ら）となってただ⽣きているだけになってしまいかねません。

ＱＯＬは下がる⼀⽅です。私達の⼈⽣はこの３つの条件がなけ

れば、成功をつかむことはできません。それがどんな成功であ

ったとしてもです。多くの⼈は成功者達の表⾯だけを⾒て彼ら

を成功者だとほめたたえます。

しかし、彼らの中にもＱＯＬを⾼めずにいたり⼼の健康を無視

して突き進み転落する⼈は沢⼭います。

そして、そのほとんどの⼈達は、昔は⾃信があって楽しかった

けど、「何らかの出来事・事件・失敗・環境」によって⾃信が

低下していった。またはドカンとあがってあとは低下。という

⼈が多い。

医者で例えるのであるのならば、原因が全くわからない状況で

すよね。そこで診察をしてここがいいとかここが悪いとか原因

を⾒つけて「この治療法がいいですよ！」と治療⽅針がきまる

のです。

�

ということは、むやみやたらに⾃信をつけようとしたり⾃⼰肯

定感をあげようとするのは、ギャンブルに近いんですよね。そ

もそも治療法そのものが違う可能性があるわけですから。

�

⾃信や⾃⼰肯定感も同じで、何が調⼦を悪くしてるのか？が⼤

事なわけです。⾃信がないと、何か問題を解決できないし⽬標

も達成できないし、⾃⼰肯定感が低いとそもそも⾃分は存在す

る価値があるのか？まで考えてしまいます。

�

でも、「最近、体がだるいです・・」と⾔ってるようなもので

す。病気だったりホルモンバランスだったり、運動しすぎだっ

たり・・・。

�

そしたら診察で「どこがだるい？」「いつから？」「なぜ？」

「熱は？」などなど聞かれるわけですよね。⾃信も⼀緒なので

す。

�

元気がないのにも沢⼭の原因があるじゃないですか？それと同

じで⾃分⾃⾝を信じられるようになる（元気になる）のにも原

因を⾒つけ出して治療をする必要があるわけですよ。



あなたは最近ちょっとブレーキの効きが悪くなってきた！？だっ

たらブレーキを修理するために・・という感じで。

�

しかし、漠然と⾃転⾞の調⼦が悪いんですよ。という状態でむや

みやたら修理をしても原因がわかってないと誤った修理をしてし

まうのです。

�

壊れたところはそのままなので余計に壊れるだけになる。

�

同じように⾃信がありません・・⾃⼰肯定感が低いですと⾔って

も、そもそも仕組みの中のどれが壊れているのかという原因がわ

かってなければ・・・余計に⾃信を失ってしまいかねないんで

す。



つまり、仕組みがわかっていない状態・原因がわかってない状態で

⾃⼰啓発セミナーとか成功法則。はたまたスピリチュアルや⼼理学

などを使ってもギャンブルと変わらないんですよね。

�

体がだるい⼈に胃薬を渡しても、それが効果あるのかはわかりはし

ないのです。無意味になることもあれば、下⼿すれば処⽅してはい

けない薬を処⽅してしまって病気が酷くなることだってありえる

し、別の病気にかかることだってあるのです。

�

だから医者は医療ミスをしないために診察・診療をしっかりとやる

のです。そして、原因を突き⽌めるためには体の仕組みをしっかり

と熟知していないといけないのです。

�

それと⼀緒で、僕たち⼈間の⼈⽣にとって「⾃分というものを動か

すために」は⾃分を信じる事ができるかどうかは最も重要です。ど

んなノウハウやテクニックや知識、たとえ才能があったとして

も・・・⾃信がなければ活かすことさえできません。

�

そんな⼈⽣を左右する⾃信・⾃⼰肯定感。その⾃信の付け⽅とか⾃

⼰肯定感の上げ⽅とかを知っているだけではダメなんです。

ギャンブルと一緒！しかしギャン
ブル以上に人生を破滅に導く。

それを知らずして「⾃⼰肯定感をあげる⽅法」とか「⾃信をつける

⽅法」「思考は現実化する」「引き寄せの法則」なんて学んでも使

い⽅を誤ってしまうのは⾔うまでもありません。

�

下⼿をすれば・・・⾃分⾃⾝だけじゃなく⼈間に絶望をする可能性

さえあるのです。

�

そんな中で結果を出せば⾃信がつくなんて思っていたってそもそも

結果なんて出せる状態じゃないなんてよくある話なんです。

�

でも、⾯⽩いようにそういう焦っている時や絶望していると

き・・・どうでもいいやとなった時ほど。



なぜか魔法の薬みたいに⾒えるものに出会います。なんか⽬新しい

ものに⽬がいってしまうのです・・。それが新しいテクニックとか

⼈とか・・それはわかりませんが、あなたにとってそんな魔法の薬

に⾒えるものに出会うのです。

�

⾃信がない⾃分とすぐにさよならできる！今のこの困難な状態が翌

朝になったらなくなっているように⾒える！これさえあれば⼤丈夫

だと思えるものが現れるのです。

�

そういうものを信じるのもいいでしょう。

�

⼈は何も信じられないよりも信じられるほうが⼈⽣の充実度は⾼い

ですから・・・でも、だからってそれはあなたがあなた⾃⾝を信じ

られているわけではありません。本当の意味で。折れない⾃信・⾃

⼰肯定感を⼿に⼊れられたわけでもないし、それであなたが抱えて

いた問題が解決するわけでも⽬的・⽬標を達成できるわけではない

のです。

�

⾃⼰啓発とかスピリチュアルとかになると環境によってはもう最悪

です。その場所では承認をされるわけですから、実際に参加したら

快楽という刺激を得られるでしょう。

魔法の薬に注意しよう！

やめようにもやめられない。承認依存症になってしまいかねませ

ん。そうなるともう禁断症状が出て参加をしないと不安を感じイラ

イラしてもっともっと刺激を求めてしまうのです。その結果何千万

も搾取された⼈もいるはずです。

�

要するに魔法の薬を⼿に⼊れるみたいなものはやらないほうがいい

です。その結果、折れない⾃信を⼿に⼊れられるわけではないです

し・・。結果を⼿に⼊れたら⾃信になる！とか思って何年もたって

全く成⻑も成果も出ていない・・ただただ毎⽇頑張ってるだけで周

囲の評価も何も変わっていないのと変わらないように。

そういう負のサイクルにはまってハムスターのようにクルクル回っ

ている⼈・・沢⼭います。そしてどんどんうまくいかない⽅法をた

だ続けるという無謀なことなのにも関わらず依存症になっていくの

です。

�

そして、⾃ら⾃⼰肯定感を低下させ⾃信を完全に喪失されていって

いるのです。つまり、⾃分なりのやり⽅で⾃信をつけてもダメだし

変に知識をいれても学べば学ぶほどドツボにはまっていってしまっ

ているという罠にはまってしまっている。



なぜこんなことが起きているのかと⾔うと、実は裏の理由もありま

す。それは、カウンセラー・⾃⼰啓発・スピリチュアルをやってる

⼈からすればあまり知られたくない理由なんです。

�

そういった情報で商売をしている⽅からすると・・。

�

というのは、実は魔法の薬とかは⾮常に簡単で誰でもできそうなも

のなのです。昔、悟るためには数ある修⾏を延々と続けなかったの

が「祈るだけで悟ることができる」になったかのように簡単に⾒せ

てるんです。

�

考えてみてください。ギャンブル依存症の⼈に、⼀緒にパチンコい

かない？だけで連れていけるくらい簡単ですよね。

�

 やっちゃダメだよ！そんなことをしてる暇があるならまともに働

こうよ！運動しにに⾏こう！筋トレとジョギングしよう！と⾔って

もギャンブルをイメージしてしまうので⾮常に難しくないですか？

�

仕事をしたほうが確実に収⼊になるし、筋トレやスポーツをしたほ

うが明らかに⼼⾝ともに健康になれるわけで明らかにいいのはわか

っていてもやっぱり簡単じゃないですよね。

自信を自ら喪失にしている本当の理由

ところが⼀緒にギャンブル⾏こうよ！と⾔う⽅が簡単なんです。

�

つまり、依存症を引き起こす裏の理由とは、そういった仕事をして

いる⼈からしても、めちゃくちゃラクなんですよね。

�

「私達は承認します！」とアピールするだけですからね。

�

だからこそ、そういったものに依存している⼈は⽿障りのいい⾔葉

や簡単に⾃信がつく！あなたならばできる！私達は肯定します！み

たいな環境に依存をし続けるのです。

�

だから「これさえやれば！これさえ学べば！」みたいは話が多いわ

けですね。しかし、そういったものの９割は全体を知らず⼀部だけ

しか⾒てない⽅がほとんどです。

�

「この薬がきいた！」という話を聞いて、それがあなたに効くとは

限らないのは当然ですよね。でも、マインドやメンタルって⽬に⾒

えないので勘違いしがちだし、そういった情報はいつまでもなくな

ることはないでしょう。



そして、いつまでたっても仕組みがわかってないので、原因は何か？⾃分が今何を

すべきか？がわからないので結局そういった魔法を信じてしまうのです。

�

だからこそ、こういった依存症のサイクルとループが始まってしまっているんです

ね。だから魔法の薬を探し断⽚的なノウハウとかテクニックを実践して、瞬間的に

⾃信がつくけど結局それは後の絶望につながるのです。

�

そして何をやればいいのかもわからなくなり・・また次の魔法の薬に⼿を出す。そ

して依存症を強くして⾃信は完全に喪失し学習性無⼒感に苛まれてしまうのです。

�

それはそうなんですよ。ラーメンは美味しいし酒があればストレス発散できますか

らね。でも、過剰にやれば体に悪いですよね。

�

それを毎⽇毎⽇続けたら糖尿病になる確率が上がるだけだし、脳の報酬系を刺激さ

れラーメンの看板をみれば⾷べたいと思うわけです。体に悪いと思っておきながら

も欲するようになる。

⽬標を設定した瞬間になんか達成したような興奮を得られたり、⾃信のある素振り

を⾒せたらなんか優越感に浸った気がするとか、承認されたら認められたと思って

嬉しいって思うのです。

だから、その本能に従ったままだと体はどんどん悪くなって本能に従ったままだと

あなた⾃⾝があなたをどんどん⾒失ってしまって状況は悪化するだけなのです。



だから本当の原因というのは、⾃分にとっての⾃信というものがわかっていな

い。あなたがいつまでたっても⾃分⾃⾝を信じることができないのは、そもそ

も⾃信というものがどういうものか？どういう種類があるのか？がわかってな

い。

�

あなたがいつまでたっても⾃信をつけることができないのは、そもそも⾃信と

は何か？がわかってないということです。

�

そもそも、体の仕組みがわかってない。だから患者がきて症状を訴えても何し

ていいのかわからない。とりあえず⾃分が持ってる⾵邪薬を飲んでおけ！しか

できないわけです。

�

だから⾃信を失っても・・理解できていないから原因がよくわからない。だか

ら、とりあえず気合とか根性！結果を出せば！褒められれば！みたいになる

し、アファーメーションとか環境を変えたり⼼理学とかやって余計に⾃信を失

っていってしまうことになるのです。

�

だから、本当の原因というのは「⾃信と⾔うものは何か？」をそもそも理解し

ていない事です。「いやいや、アリコさん。そんな⾃信を知らないからとかい

うけど、そんなん⾃信は⾃分を信じるってことでしょ！何を⾔ってるんですか

今更。」というように思われると思います。

�

でも・・・

⾃信と⾃⼰肯定感は同じだという思い込み。

これが多くの⼈が間違った選択をする原因。

�

Capter.3

本当の原因は自信を理解してない事



 では、⾃信とは何か？この質問に明確に答える事はできますか？ちょっと時間

をとって考えてみてください。⾃信の定義とは何か？

�

読んで字のごとく、⾃分を信じる事だぁ！

というのは間違ってなくて、⼼理学のメッカである⽶国では「⾃分の選択や⾏動

が最善で効果的であるか？予測が正しいか？」と⾔われています。

�

つまり⾃信というのは、⽶国では「個⼈の判断⼒・能⼒・評価などに対して」使

われる⾔葉です。そのため⾃分に価値がないという現実と向き合った時に⾃信が

なくなるわけですね。

�

価値のない⾃分を信頼している場合、⼈はそれを傲慢と呼ぶわけです。そのた

め、⾃信を⼿に⼊れるためには⽬標を設定してそれを達成する事によって⾃信を

⼿に⼊れることができるという考え⽅をもっているんです。

�

だから、多くの⼈達は⾃信を⼿に⼊れるために結果を出そうとしているわけで

す。ただ、これを僕は・・・“外的⾃信”と呼んでいます。

Q.自信とは何か？



外的⾃信というのは、正に外部に評価をされたり結果を出したりすることによっ

て⼿に⼊れることができる⾃信です。

⽶国で⼀般的に⾔われている⾃信というのはこれで、⽬標を達成したり問題を解

決したり資格を取得したり、テストの成績がよかったり・・・

そういった外部から得られる⾃信のことです。

�

この外的⾃信が多くの⼈にとっての⾃信かなと思いますが、年収300万の⼈よりも

年収400万の⼈のほうが⾃信ある・平社員よりも部⻑のほうが⾃信ある・よくある

⼤学より東京⼤学のうが⾃信あるという感じになりますね。

�

この⾃信は結果・実績・評価がベースになっていて、これらを⼿に⼊れることが

出来ない限り⾃信にはならないということです。そのため、⼀部の⼈しか⼿に⼊

れることができない⾃信と感じるでしょう。

Q.外的自信とは何か？



内的⾃信というのは、⾃信という⾔葉の本当の意味で

「⾃分⾃⾝が⾃分を信じられる状態」

のことです。

つまり誰が評価をしていたり結果を出している云々関係なくもっている・もつこ

とができる⾃信の事です。

�

⽶国の⼼理学でいえば、これを⾃⼰肯定感・⾃⼰効⼒感と⾔われていてありのま

まの⾃分⾃⾝を信じることができる⼒です。そして、何よりも⾃分⾃⾝を⼤切に

する⼒です。

�

誰かに否定や批判をしても⾃分を信じることができるようになると⾃分を⼤切に

できるようになり、何があっても何がなくても⾃分⾃⾝を信じてあげられるよう

になります。

�

この⾃信は誰でも⼿に⼊れる事ができる⾃信ではあるものの、ほとんどの⼈は幼

少・若い頃は無意識的にやっていたんですが忘れてしまってる⾃信でもあるので

す。

Q.内的自信とは何か？



そして、外的⾃信と内的⾃信どちらにも根拠があるかどうか？ないかどうか？も

重要です。⼀般的に根拠のない⾃信をもとう！

みたいなことを⾔っている⼈がいますが、こういうことを⾔う⼈がいるか

ら・・・

�

とりあえず⾃信のある素振りをしろ！⾃信あるフリをしてたら後で本当の⾃信が

ついてくるから！

�

という理屈が成り⽴ってしまうのです。確かにこれが効果ないわけではないです

よ。暗⽰的な効果はあるかもしれませんから・・・しかし、信じられるくらいの

根拠がないといけないのです。

�

特に内的⾃信に関しては“根拠が多いほどベスト”です。外部⾃信はある程度あれ

ばよくて、やる前から根拠100％なんていうのはありえません。そんなの求めても

仕⽅なく終わりがありませんから・・・「このビジネスは成功するのか？」はわ

かりませんよね（笑）

�

未来どうなるか？なんて100％当てる事なんてできないしあくまで確率論でしかな

いのですから・・・

Q.信じられる根拠ある自信・ない自信



根拠ある外的自信 根拠なき内的自信

根拠ない外的自信 根拠ない内的自信

ある程度の根拠がないと上っ⾯の⾃信になってしま

って結局のところ⾃信があるフリをしている⾃分と

本当の⾃分の対⽐によって余計に⾃信を失う⽻⽬に

なりますから・・

つまり、このように⾃信というのは主にこの４種類

に分類されていて、それぞれ⽬的によって使い分け

る必要があるのです。これを知ったら気合いだとか

根性だとかアファーメーションしようとかどっちに

してもダメなのがわかりますね。



よくないのは、誰かにちょっと褒めてもらったり、⾃分よりも⾃信

がない⼈にアドバイスをしている時。結果をだしている⾃分をイメ

ージしたその瞬間に⾃信がついたような気がしてしまうことです。

�

表⾯的な⾔葉や⾃分よりも下の⼈にアドバイスしたり、イメージン

グをすると仮の⾃信みたいなものがついた気がするものです。その

⾃信の勢いが⻑続きする暗⽰にかかりやすい⼈は、時々うまくいく

⼈がたまーにいて、「これこそが⾃信を⼿に⼊れる⽅法だ！」みた

いに⾔われてるんです。

�

でも、⾒てわかるようにこれには⽣贄が必要だし、その後⾃信が継

続するかどうかは運になってしまうのです。

�

その後、うまくいったら⾃信になるのですが、偶然はずっと続かな

いのが当然です。失敗することだってある・・・結局もとに戻って

しまうのです。そしてその無限ループが繰り返されるわけですね。

�

⼈は誰もが⾃分の成功体験の中でうまくいってしまった事が「間違

ってるとか根本的に違う」とか思えないんですよね。考えもしない

わけです。

ほとんどの人がやってる事
は、根拠のない外的自信
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結果を出しても永続的な⾃信は⼿に⼊りません。

褒められても根拠ないから⾃信は得られません。

受け⼊れられる環境にいる間は⾃信がつきますが現実は変わ

りません。

内的⾃信を⼿に⼊れても現実は何も変わりません。

アファーメーションで⾃⼰暗⽰をしても⾃分に根拠がなけれ

ば簡単に折れます。

周囲にどれだけ評価をされて褒められても⾃分に根拠がゼロ

ならばそれは⾃信には変わることがありません。

外部に100％の根拠なんか求めてたら⾏動できずに終わる、

⾃分の⾃信がどこから発⽣しているのか？なんてことも考えた

ことがないわけですね。

�

でも、もう⼀度考えてみてほしいのです。あなたにとっての⾃

信は外的⾃信か内的⾃信か？根拠はゼロなのか100％を求めてい

るのか？を。

�

�

世の中にはいろんな⾃信をつける⽅法がありますが、それが、

外部か内部か？根拠はどれくらいか？⾃分にはどれが必要か？

効果的なのか？がわかっていなければ意味がないんですね。

⼤抵の⼈は、そこがわからずとりあえず⼈にアドバイスをして

います。そして、そのほとんどのアドバイスは⾃信がない⼈が

より⾃信がない⼈に対してしているのです。

今はどちらが⾜りないか？両⽅か？どこから取り組めばいいの

か？という症状と治療⽅法がわかっていないわけです。それが

抜けてしまっている。

�

何度も⾔いますが、胃の調⼦が悪くて魔法の胃腸薬を飲めば劇

的によくなりはするかもしれません。でもポイントはその胃腸

薬が今の⾃分の体に必要かどうか？ということなのです。

�

だから、⾃分にとってどんな⾃信が必要なのか？今の状況では

何が⼤事なのか？ということを知ることが先なのです。原因を

知ることなのです。もちろんこれは、アドバイスをしてくる

⼈。カウンセラーとか⾃⼰啓発とかスピリチュアルとかが悪い

と⾔っているわけではないんです。

�

実際に⾃信というものを理解してあげた上で⾃分に必要な魔法

の薬を使えば超短時間でこれまで⾃信を⼀度さえもったことな

いのに１⽇で⾃信に満ち溢れているなんてことは本当によくあ

るのです。

�

でも、それがあなたに同じようにおこるとは限らないわけで

す。その⼈が永遠に⾃信を継続できるか？はわからないので

す。だからランダムにそういった⽅法を集めても全体を理解で

きないので、状況が違えば「あれ？なんか⾃信つかないな。」

となりかねません。



もちろん１つ１つ点となる知識は必要です。もちろん。しかし、

その点を本当の意味で活かし状況に応じて使いこなすためにはつ

なげて線でつないで⾯にしないといけない。

そのためには、上の図のようにそれぞれのテクニックや⽅法論。

これ、１０個ありますがぐちゃぐちゃの状況ですね。

�

こういった別々の情報を綺麗にまとめることができるのです。形

だけでまとめると以下のようになりますね。

�

このように３つのパーツにわかれることによって、わかりやすく

なるはずです。このように３つにわければ50に増えようが100に

増えようがたいした問題ではなくなります。

メンタル

複雑さというのは全く変わらないのです。これがバラバラになっ

てると気分でどれか１つを使おうとしてしまいますが、わかれて

いてそれぞれの意味や効果を知っていれば的確にチョイスできる

ようになるのです。

�

無駄な時間もかからないし効果も出やすい。結果出さなきゃと

か、⾃信のある素振りしなきゃ！とかアファーメーションとか誉

められる環境にいこう！とか。あれやこれややってぐちゃぐちゃ

になってしあむのです。

�

何をしたらいいのか段々わからくなってしまうのです。

�

そして、最後には・・

�

「幼少のころが原因で・・・」

「才能やセンスがある⼈はいいよね・・・」

「遺伝⼦がポジティブなんだ。」

「これまでもそうだったからどうせ⾃分なんて・・・」

「⾃分は幸せになってはいけない⼈間なんだ・・・」

�

みたいな⾔い訳で⾃分の可能性を閉じてしまうのです。

�

ところが３つに体系化してまとめると、100個選択肢があっても

選ぶのは３つしかないんです。選択肢が多いのは変わらないんで

すが決めるのは簡単になります。

宣言

承認環境

結果を出す

目標達成

習慣化

マインド
フル練る

受容

影
響

決定



だから、⾃分が何をすればいいか？何が弱いのか？がわかるのですね。だから１つの仕事をするときでもこれって⾃信につながるよな！？こ

う考えれば⾃信になるよね？あ、これは⾃信を失うパターンだ。というのが的確にわかるようになるのです。

�

そうやって慣れてくると⾃分の頭の中で負荷にならず楽に⾃然体で⾃信をつけていくことができます。何らかの⼤きな事件に巻き込まれて⾃

信を失ったとしても対処ができるようになるのです。そしてそれを乗り越えられれば、もっと強固な⾃信が⼿に⼊るというサイクルにはいる

ことができるのです。

�

つまり、根底となる基礎の知識を⼿に⼊れた⼈が、新しい治療法の知識を学ぶ事で混乱なく技術の幅を広げられるようになるのと⼀緒です。

�

ところが⼟台となる基礎がわかってない状態だと、どれだけ⾃信や⾃⼰肯定感に関する⽅法を学んでやったとしても運任せで学べば学ぶほど

混乱するだけなのです。ぐっちゃぐちゃになって余計に悪化してしまうのです。



私達⼈間は、メンタルの状態も常に安定しているわけでもなく世の中⽣きてい

ればいいことだけではありません。誰だって失敗やミスはあるし⼤きな結果を

求めればそれだけのリスクがあるのは当たり前の話です。

�

そんな中で⾃信というのは当たり前に上下をするのです。

�

そういった上下する現実の中で積み重ねていくことが必要ではないでしょう

か？これで折れない⾃信を⼿に⼊れた！というものではなく積み重ねていく必

要があるのです。

�

先ほど、内的⾃信と外的⾃信と⾔いましたよね。

�

例えば、昔は⾃信があったけど新しい仕事で⾃信を失い、「このままじゃいけ

ない！」と結果を出さないと⾃信がつかないと思っていて⾃分なりに⼀⽣懸命

仕事を頑張っていたとしましょう。

�

これは外的⾃信を求めている状態ですね。

�

つまり、外側に⾃信がない状態では・・・当然ですが⾃信がない状態なわけで

すから体も脳もパフォーマンスが出るわけがないんです。

⼤事なのは積み重ね続ける事

Capter.4

常に100％自信があるなんてある？



⾃信がない状態って何かをやろうとしても「無理な理由」しか

出てこないんですよね。だから絶対にできる根拠をいつまでも

探し続けて完璧主義になりやすくなります。でも、完璧なんて

この世にはないわけで・・・結局本気でやりたいこともできな

いままに終わってしまう。

�

実際始めてみても、誰かと⽐べたり、ちょっとした失敗やミス

ですぐに諦める。そしてセンスや才能のせいにして⾃信をどん

どん失っていくのです。

�

褒められても⼀緒です。⾃分より⾃信のない⼈にアドバイスを

してる瞬間とかもそうです。⾃信があるように⼀瞬は感じられ

ても結局⾃信はつかないんです。

�

たとえ結果を出してもそれは変わりません。

�

だって誰だって調⼦のいい時もあれば調⼦が悪い時もあるし、

全てがトントン拍⼦にうまくいくなんてことってないんです

よ。

私、⼀回も失敗したことありません！

�

みたいな⼈っていないんですよ。その失敗から学んで乗り越え

たから彼らは失敗だと思っていないだけなんです。

だから結果を出せば⾃信を⼿に⼊れられる！なんてありえない

し、そこに依存している⼈が⾃信のない⼈にアドバイスをする

から⾯倒くさいことになるんです。

�

全ての⼈にとって⾃信と⾔うのは上下するものなのです。

�

�

だから内的⾃信をつけることが⼤事なのですが、内的⾃信も

⽇々つけていないと落ちるんです。結局⾃信と⾔うのはあがっ

たりさがったりするものだからこそ・・・

�

結局は⼩さなことの積み重ねの上に築かれるのです。

そして、ポイントは今どこをつければいいのか？ですね。

�

しかし、仕組みがわかっていればあなたは⾃然と⾃信をたかめ

ることができます。何もしなくても・・・というわけではあり

ません。
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メンテナンスも必要ですが、慣れてしまえば⾃然と⾃信を⾼めていくことができるようになるのです。体も⾃転⾞もメンテナンスをしていな

いと壊れますよね。でも、メンテナンスをしっかりやっていれば、５年10年と機能しますよね。

�

⾃信も⼀緒です。たとえば外的⾃信しか持ってない⼈はメンテナンスをしてなければ新しいことを始めた時にこれまであった⾃信が簡単に喪

失されるわけです。なぜか？それは仕組みをわかってないからです。

�

わかってないから、結果を出して満⾜してそれをメンテナンスをせずにいたら・・そりゃ失われるのは当然の話です。今、⾃分は内的⾃信が

⾜りないな。とか、そろそろ外的⾃信をてにいれよう！これやってもダメだからやめよう！みたいな⼩さな問題に気づくことができるんで

す。

�

実際、僕はこれまで「婚約してる⼥性に貯⾦を全て使われる」や「彼⼥の浮気現場を⾒てしまう」や「来⽉の収⼊がヤバイ」みたいな⾃信を

失う事ありましたけど、それでも⾃信を失う事なくチャレンジできたのは、この仕組みがなんとなくわかっていたからです。よく⾔われる、

褒められても真に受けず結果を出して⾃信を⼿に⼊れようみたいなことをしなかったのは、それをやったらドツボにはまるって思っていたん

です。

メンテナンスありメンテナンスなし



そして、僕はこれまで⾃⼰啓発系のセミナーのシナリオを作ったりスピリチュア

ル系のコンテンツを⼿伝ったりカウンセリングのカリキュラムなどを⼿伝ってき

ましたが、彼らもそれがわかってないから誤ったアプローチをしてしまってるん

ですよね。

�

実際、僕もここに気づいたのは最近です。

�

気付いてからと⾔うもの１⽇で⾃信を失い毎⽇愚痴や⽂句しか出てこなかった⼈

が変化をしたり、ブラック企業で⾃信を喪失した⼈が折れなくなったりすること

ができ、何億もの売上をたたき出しているけど⾃信がない社⻑さんがすぐに⾃信

をつけることができるようになったのです。それは、的確にアプローチできるよ

うに仕組みを知ったからなのです。

�

ぶっちゃけ⾔うと僕⾃⾝。⾃分に⾃信があるなんて思ってもなかったし、どっち

かっていうと⾃信なんてない！と思っていたタイプの⼈間です。正直⾃信なんて

いらないと思ってたタイプです。

なぜなら、皆、、、最後の⾔い訳として⾃信がないっていうのが出てくるのを聞

いていて「そんなんならいらないやん！」って。

なぜ、自己啓発セミナーなどで一瞬あ
がっても翌日元通りになるのか？



でも、周囲からは「何が？とは⾔えないんですけど、そこらの

⼈よりもどっしりとした⾃信ありますよ！」と僕よりも凄い⼈

達から⾔われて、何が違うのかなぁ？となって調べ始めたのが

始まりでした。

�

あらゆる⼼理学や脳科学などを再度、深く学びコーチングやカ

ウンセリングをする中で「⾃信って⼤事だな！」と思ったんで

すよね。⼀般的な⾃信はいらないけど内的⾃信が⼤事なんだ！

と。

�

ただただ僕は...昔、うつで引きこもりだったころのような「無な

⼈⽣を⽣きたくない！」って決めていただけだったので・・・

�

よくよく考えたら、昔はそりゃ⾃信なくなった時とかもありま

すけど、ある時から僕は誰かに否定や批判をされても気にしな

いし、価値がないと⾔われても⾃信までなくなるまでにはいっ

てない。

�

そして、今ではあらゆる問題も解決できると思っているし⽬標

も達成する事ができると思っています。⼈⽣凄い楽しいしブレ

ない⾃信はもっていますしできないことはできないって⾔える

⾃信もあります(笑)

�

もちろん下がることもありますけど復活も早いです。

⼈⽣には可能性しかないって思っていますから・・・でも、⾃

信がないというのが理由で、ただただむやみやたらに頑張って

努⼒をし続けて疲弊をしているのにもかかわらず、また頑張ろ

うとする。

�

結果さえ出れば・・・褒めてくれれば・・って。

�

そんなことしなくても⼈は⾃分を信じることができるし、もっ

と楽しい⽅向に進んでいけるんじゃない？って思うんです。

この世の中に⾃分のことを信じられるのって結局⾃分以外にで

きないのにも関わらず無⼒感を感じ⼈⽣に無意味さを感じてい

る。

�

メンタルの影響を除いても早期死亡率２倍にあがると⾔われて

いる要因にも影響がある・・・しかし、⾃分を信じることがで

きれば⼈⽣に意味をもつこともできるしそれが⾃分には可能だ

とも思えるようになる。

�

だからこそ、あなたは⾃信の仕組みを知って今すぐ対応すべき

だと思うのです。



では、仕組み・システムとは⼀体何かというと、それぞれの要素が相互に相互

に影響をしあいながら全体として機能をするまとまりという意味だそうです。

つまり、先ほども⾔ったように部分部分ではなくて全体がつながっていてそれ

が意味があるということですね。しかし、これまでのあなたはこの仕組み⾃体

よくわかっていなかった。

�

だから、あなたは頑張っても努⼒をしても⾃信をつけようとするほど⾃信を失

っていったのです。科学で⾔えばHだけだと酸素ですが、⽔素が２つくっつく事

によって⽔になるわけです。酸素・⽔素と⽔とは全く別ものですよね。

�

家を建てるときには設計図があるからただの⽊や⾦属が家になるように、⽅程

式があるから科学で何かを創り出せるわけです。でも、⾃信に関しては部品ば

っかり。

�

これってハンマーとか釘とかに⽬が⾏ってしまっている状態に近いんです。で

も、そこだけに⽬を向けていたら、設計図がないから、どう使えばいいのか？

がわからないので「どう使えばいいのか？」がわからず家は建てられないわけ

です。

では、⾃信における設計図とは何か？折れない⾃信を⼿に⼊れる仕組みとは何

か？ブレない⾃信を構築するための仕組みとは何か？失った⾃信を取り戻す⽅

程式は何か？それは・・・

⼤事なのは積み重ね続ける事

Capter.5

自信の仕組みとは何か？



昔は親に肯定されて育ったけど社会に出て⾃信喪失。

学⽣の頃は結果を出して⾃信持ったけど就職してから・・

⽣まれてこの⽅、⾃信なんてもったことはない・・

家族や職場で否定・批判され続けているから・・・

何をやっても全然結果が出ないから・・・

とはいっても、⼈それぞれ状況は環境は多少違うわけだから・・・

と思うかもしれませんが確かにそれはあります。

�

�

⼈それぞれ状況は違うから、それを１つの公式・⽅程式にまとめる

なんてできるわけがない！？と思うかもしれませんが、⾮常にシン

プルなのでどんな状況でも当てはまります。

�

この⽅程式と図だけ覚えておけば、「あ、今⾃分はこの⾃信がない

んだ。」「今、⾃分はこうなりたいからこの⾃信がいるんだな。」

というのが⼀⽬でわかるようになっているので是⾮使ってみてくだ

さい。

実際、この公式を感覚的に理解したのは10年前くらいですが、それ

以来、メンタルはすごい安定するようになったしコロナなどの環境

的な事で⼤変な時期でも逆に⾃信がついたくらいです。

シンプルな方程式

それまでは、NLPとかコーチング。⼼理学やカウンセリングを学ん

でいたんですが、やっぱり⼤変な時や⼤きな⽬標を掲げた時・プロ

ジェクトに取り組むときや困難が⽬の前に合った時には不安になる

し⾃分でできるのか？

と⾃信もなくなることがあったのですがそういうのこともなくなり

ました。

�

でも、重要なのはそういうことよりも⾃分の⼼が平穏になったから

です。たとえ⾃信を全て喪失するような⼤事件がおこったとしても

この仕組みを知っているから徐々にゼロから積み重ねていけばいい

というのがわかっているので焦りとかもなくなったのです。

�

⼈に対してもそうで⼀緒にいるだけで⾃信がある⽅向にもっていっ

てあげることもできるようになりました。仕組みがわかっているか

ら「ここをいじればいい」というのがわかるからです。

�

では、その⽅程式は何か？というと・・・



図にするとこんな感じです。

�

まず、最も基盤となるのは内的⾃信です。つまり、⾃分⾃⾝で

⾃分を信じてあげられるだけの習慣をつけることです。

�

誰かに褒められたり結果を出したりする事ではなく、⾃分の内

側から⾃信を沸かせることが⼤事です。これは⾃分のダメなと

ころもいいところも全て⾃信をもっている状態。

�

つまり、あるがままの⾃分を認める⼒です。この内的⾃信を習

慣化しておけば、何かあって全てを失ったとしても⾃信を失っ

ても根っこだけは残ってる状態になります。

�

そして、次にあなたの⾃信を奪ってくる存在に対しての防御⼒

をあげることです。

先ほども⾔ったように、今あなたの周りのほとんどの⼈は⾃信

なんてものがない⼈ばかりで、⾃信がない⼈が⾃信がない⼈に

向けてアドバイスをしている環境のはずです。

�

つまり、結果的にそれはあなたの⾃信を奪う⼈達である可能性

が⾼いです。

中には、パワハラやモラハラや否定や批判や「お前はできない

奴だ」というラベルを貼られたり、⼝では共感や肯定はしてく

るけど搾取をしてこようとする⼈など沢⼭います。

�

そういう⼈達からの⾃信喪失攻撃から⾝を守る⼒が必要になり

ます。否定や批判をされにくい環境を作る⼒が必要になるので

す。

�

そして最後に、外的⾃信です。

�

誰かや何かからの評価。⾃分の⽬標の成果や結果など周囲が認

識し評価ができるものが外的⾃信です。つまり、周囲からの評

価や感謝や価値によってつけられる⾃信です。

�

この⾃信はあなたの実現したい⽬標や、解決したい課題などを

解決した時に⼿に⼊れることができる⾃信です。

内的⾃信
（⾃分だけで感じる⾃信）

否定・批判の

対処法・防御

⽬標設定・達成⼒

問題解決スキル



・・・つまりですよ。まずは内的⾃信を積み重ねておいて、周

囲からの否定や批判など⾃信を失う環境に対処ができるように

なってその上で外的⾃信を⼿に⼊れる。

�

というのが⾃信の仕組みです。この３つが上⼿に機能をしない

と⾃信というのは積み重ねていくことができないんですね。

�

これで折れない⾃信を⼿に⼊れる事ができるわけですね。

�

例えば、最近では⽬標を掲げる事⾃体に意味がないみたいに⾔

っている⼈がいますが、これは⽬標を達成するためには「今の

⾃分を超えなければいけない。」わけです。

�

そして、当然ですが⽬標を掲げると周囲の⼈から否定や批判を

されて「無理だ」と⾔われることもあるわけです。その時に内

的⾃信がないと壁にぶつかった時に、⾃分では乗り越えられる

わけがないとなるから⽬標を設定しない⽅が⾃信を失わなくて

も済むわけです。

�

だから、⽬標を設定しない⽅がいい・そもそも⽬標が⾒えない

というのはこの仕組みがわかっていると納得できるわけです

ね。

�

彼らに⾜りないのは内的⾃信なわけなのでそれが⼿に⼊れば⾃

然と⽬標的なものが⾒えてくるのです。

内的⾃信（⾃分⾃⾝を信じ⼤切にする⼒）

否定・批判対処（⾃信を失わない環境を作る⼒）

外的⾃信（周囲から⾃信を与えられる）

このように

�

�

これが⾃信の⽅程式でありこれが設計図なのです。

�

ここを数値化するだけでも⾊んな気づきがあるはずです。そし

て慣れてくると、今⾃分がどこの⾃信を⼿に⼊れればいいの

か？というのもわかってくるし、どう対処をすればいいのかも

わかってくるはずです。

内的⾃信
（⾃分だけで感じる⾃信）

否定・批判の

対処法・防御

⽬標設定・達成⼒

問題解決スキル



では、具体的に１つ１つ具体的に解説をしていきたいと思います。

�

内的⾃信とは何かというと、先ほども⾔いましたが⾃分で⾃分⾃⾝

を信じられる状態です。そして感覚的にその根拠のようなものを感

じられている状態ですね。

�

この⼈は、⾃分のダメなところもいいところも全て受け⼊れてい

て、ある程度のことは⾃分の⼒で乗り越えることができるという感

覚をもっています。

�

そのため、この内的⾃信がある⼀定レベルまでに⾼まると、誰かに

否定や批判をされたとしても過剰に影響されることなく⾃信を保つ

ことができます。失敗やミスをしても⽴ち直りが早く、メンタルも

強い。

�

⾃分が興味や関⼼を⽰したものに対して、素直にやりたいと思えて

⾏動に移すことができ⾔い訳をすることもなく改善をすることがで

きるようになるのです。

�

「今、⾃分が何をすべきか？」に集中できるため思考・体のパフォ

ーマンスも⾼いです。

基本的な３ステップ自信構築

まず、⾃信も⾃⼰肯定感もない⼈が取り組むのはココです。昔は⾃

信あったけど・・・という⾃信を喪失した⼈に関しては。1⽇でちょ

っとしたトレーニングをするだけで内的⾃信を⼿に⼊れられたりす

るのですごい⼤事です。

�

まずは、これが⾃信の⼤きな基盤になっているということを覚えて

おいてください。この⾃信は幼少の頃は親がしばりつけない限りは

ほとんどの⼈がもっていました。

�

しかし、⼤⼈になるにつれて結果とか評価とかの外的⾃信に⽬が⾏

くことによって失われた⾃信になっているのです。

内的⾃信
（⾃分だけで感じる⾃信）

否定・批判の

対処法・防御

⽬標設定・達成⼒

問題解決スキル

STEP1 STEP2 STEP3



もし、「〇〇な結果を出したから」とか「誰々に〇〇と⾔われたか

ら」という回答が出てきたのならばそれは外的⾃信なので内的⾃信

とは違います。

�

そういったものは、⾃分の内側から出てきた⾃信ではなく外部の何

かがないと⾃信がつくことがないわけです。そして、この外部に対

して⾃信をもってしまうと外的⾃信というのは状況や環境が変われ

ば“失われる”ものです。

�

例えば、サッカーでは全国⼤会に⾏ったから⾃信あったけど就職し

てから・・というのは正に環境や状況が変わった事によって⾃信を

失っているわけです。

�

これを重要視し始めると過去の栄光にすがり始めます。

�

「あのころはよかった・・」となるだけです。そうではなく、⾃分

で⾃分を信じられるようになるというのは、そこまでしてきた努⼒

や努⼒の仕⽅、、何か成⻑をした⾃分であったり乗り越えてきた事

に対してもつのです。

Ｑ：では考えてみてください。あなたが⾃分⾃⾝で
⾃分を信じられる根拠には何があるでしょうか？

この内的⾃信があると・・

�

⾃分⾃⾝を操縦しようとする⼒が⾼くなります。困難な事がおこっ

たとしても「あの時の⾃分も超えてきたじゃないか！ならば今回

も」と思えるようになるのです。

�

あといい意味で開き直れます。

�

この内的⾃信を⾼めるほど、⾃分のことを知ることができるように

なります。例えば、特質に合った事と合っていない事があることを

信じています。つまり、⾃分がダメな部分とか苦⼿な部分があるこ

とを信じているので図星をつかれても気にならないんですね。

�

無駄な努⼒や頑張りをしなくなるのです。

�

そして、⾃分が得意なことにフォーカスをあてられるので結果的に

とにかく頑張る⼈よりもずっと結果が出やすいわけです。あれもこ

れもむやみやたらに努⼒や頑張らない事によって結果フォーカスを

しやすくなるのです。



そうやって綱引きをしていると⼈はどうなるのか？

これまでのパターンを選ぶのです。つまり、アクセルを踏むのをや

めてブレーキを選んでしまうんですね。⼈はそれが嫌で⾟い事でも

慣れていることのほうが楽だと感じてしまう⽣き物なので、アクセ

ルをもっと踏もうとしてもなかなか難しいんです。

�

それが事実であったとしても攻撃的な態度をとられるとどうしても

⾃信を失ってしまいます。

�

そのため、ここであなたがすべきは

“否定や批判に対処する⼒”です。

しかし、この内的⾃信を磨こうとしても・・・どれだけ誰かに否定

をされても批判をされたとしても存在する内的⾃信と⾔っても、⾝

に着ける過程で否定や批判をされたりすると慣れてないことをする

ので、どうしても⾃信を失ってしまいます。

�

会社の上司・同僚、友⼈など。⾃分よりも⾃信があるように⾒える

⼈をみて⽐較をするくらいならばいいのですが、そういう⼈達があ

なたに対して否定や批判。

�

マウンティング・パワハラ・モラハラなどをされてしまうとせっか

くつけた内的⾃信も失ってしまうのです。

�

わかりやすく⾔うと、アクセルとブレーキを同時に踏んでいる状態

になるのでこれはすごいキツイんですよね。

前に進むためにアクセルを踏んでも、周囲の否定や批判がブレーキ

なので⼀歩も進めない感覚を感じてしまうのです。



これは決して、批判や否定に慣れろ！という意味ではありません。

否定や批判にたいして本当の意味で気にならなくなる⼒です。

�

だからって「気にしない気にしない！」と⼼の中で呪⽂を唱えても

意味がありません。それどころかこれは逆効果です。

�

謝って許してもらおうとしがちですし、⾃分は才能や能⼒がないか

らという⾔い訳も出てきやすくなってしまいます。

�

体は、こわばり脳は混乱状態で落ち込むかイライラする。

�

そうなるともうパフォーマンスは低下してしまいミスが余計に多く

なってしまいます。それによってまた⾃信を失っていくというスパ

イラルにはいってしまいます。

�

この沼から逃れるためには、否定や批判を気にしなくてもいい状況

に⾃分をもっていくトレーニングが必要になります。

�

そもそも、気になる指摘ならば改善をすればいい。

気にならないし敵ならば無視できる。

Q：あなたは周囲に否定や批判をされたときにどんな気持ちになります
か？どんな思考が巡りますか？そしてどんな⾏動をするでしょうか？

だけなのですが、それができない状態が⾮常に危険でこれが内的⾃

信をつける過程ですごい邪魔になるので、このスキルを同時に⾝に

つけないといけません。

�

こういう時にはまってしまうのが、⾃⼰啓発セミナーやスピリチュ

アルです。受け⼊れてくる環境や承認してくれる環境に依存してし

まうのです。

�

もし、⾦銭的に余裕があるのならば依存するのもいいでしょ

う・・・。しかし、余裕がない場合は何百万もの投資をしてしまい

借⾦をしてでも承認してもらおうとしはじめます。

�

そして最後が、外的⾃信です。

�

内的⾃信を磨いてある程度。外部からの⾃信泥棒に対して対処がで

きるようになったら、そこから初めて外的⾃信を⼿に⼊れられる状

態になります。

�

外的⾃信というのは・・・何らかの問題を解決したり何らかの⽬標

を達成することによって得られます。



内的⾃信があれば、あなた⾃信があなたを信じられている状態なの

で多少困難な⽬標や問題でも「⾃分ならば乗り越える事ができるだ

ろう」と思え⾏動ができるようになっていますから。

�

ここでよく⾔われる⾃⼰啓発セミナーが役⽴ちます。（もちろん、

⾃⼰啓発セミナーの質にもよりますが・・・）達成可能な⽬標や解

決可能な問題を設定して１つずつクリアしていって⽬標を⽬指すわ

けです。

�

もちろん。

�

この⽬標や問題というものは、100％現実化するわけではありませ

ん。当然ですが何事も全ての⼈が勝つわけではないし結果を出せる

わけがありませんよね。

�

1位になるのは１⼈だけですから。

�

そのため、結果を出せるかどうかは確率論でありタイミングなども

はいってくるし時間がかかる場合もある。

�

そのため、⽬標や⼩さく設定して１つずつクリアしていくことによ

って⾃信を無くさなくても済みます。「今回は諦めてしまったけ

ど、少なからずここまでは⾏ったから！」という⼩さな結果に⽬を

向ける事ができるからです。

ダイエットをして⼀回10キロ減量してリバウンドをした⼈を⾒た

時に「リバウンドしてんじゃん！？成功してないじゃん！？」とバ

カにする⼈がいますが、⽬標に向かって1つずつクリアした⼈は⾃

信を失ってはいません。

�

とにかく運でなんとかなった⼈やただガムシャラにやって結果を出

した⼈のほうが、その結果に対する⾃信がなくなりやすいんです

ね。



しかし、１つずつクリアしてきたプロセスを認識している⼈は外的

⾃信と共に内的⾃信も得ているのです。外的⾃信は確かに周囲に⾒

せる上で⾮常に便利なものです。

�

そのため、この外的⾃信はないよりもあったほうがいいし、影響⼒

になります。ただ、その達成の仕⽅が重要であるということは覚え

ておくべきです。

�

ただ、内的⾃信がスッカラカンの状態で⾃信を喪失するような環境

の中では「外的⾃信を⼿に⼊れるための⾏動」は難しいと思ってお

いてください。

�

そして、外的⾃信は⼿に⼊れても賞味期限が短いということ。他ジ

ャンルでは⼀切使いものにならないことは覚えておきましょう。

�

しかし、上⼿に使い増やしていくことによって周囲に影響を与える

ことができるようになっていくということです。

Q：あなたはこれまでの⼈⽣で乗り越え
てきたことはなんですか？それによって
何を⼿に⼊れましたか？



あなたが2000万円借⾦をしてしまって困っている時に、⽬の前の借⾦をなんとか

返すために儲け話を探しますか？それとも消費癖を直しますか？どちらを優先す

るでしょうか？

�

たぶんそれならば消費癖を直すほうが先だと思うでしょう。つまり、⾃分で今で

きることから始めるはずですが、なぜか⾃信となるとそれをしません。

�

全ての⾃信の源は内的⾃信です。

�

⾃分⾃⾝に対して根拠のある⾃信を⼿に⼊れるのです。これは周囲にとって根拠

があるかないかは関係ありません。どんなことをやるにしても、仕事や恋愛など

何かをするときには必ず何らかのリスクや障害はあるものです。

�

それに⽴ち向かいクリアするのはあなた意外にないわけです。

そんな⾃分を信じられいとなればそりゃ何も進まないのは当たり前なのです。

�

これはずっとつけておく⾃信なので習慣化しておけば、たとえどんなことがあっ

て⾃信を失ったとしても回復させることができるようになるはずです。

これがないと全てが崩壊します。

重要度の高い自信からつけていく



あなたが2000万円借⾦をしてしまって困っている時に、⽬の前の借

⾦をなんとか返すために儲け話を探しますか？それとも消費癖を直

しますか？どちらを優先するでしょうか？

�

たぶんそれならば消費癖を直すほうが先だと思うでしょう。つま

り、⾃分で今できることから始めるはずですが、なぜか⾃信となる

とそれをしません。

�

全ての⾃信の源は内的⾃信です。

�

⾃分⾃⾝に対して根拠のある⾃信を⼿に⼊れるのです。これは周囲

にとって根拠があるかないかは関係ありません。どんなことをやる

にしても、仕事や恋愛など何かをするときには必ず何らかのリスク

や障害はあるものです。

�

それに⽴ち向かいクリアするのはあなた意外にないわけです。そん

な⾃分を信じられいとなればそりゃ何も進まないのは当たり前なの

です。

�

これはずっとつけておく⾃信なので習慣化しておけば、たとえどん

なことがあって⾃信を失ったとしても回復させることができるよう

になるはずです。

重要度の高い自信からつけていく

これがないと全てが崩壊します。

�

そして環境を整える事です。否定や批判に対していつまでも耐性が

ないまま⾃信を失う⽅向に向かうのならば・・・それをクリアする

ことをオススメします。

�

しかし、最悪超えられない場合もあるかもしれません。それならば

その場に居続けるよりも⼀旦距離をおくのだって⼀つです。

�

やっぱり⼈は環境からうける影響が⼤きいのです。

�

そんなノイズをクリアできるようになる⽅法は、否定や批判・⾮難

に対する耐性をあげるしかありません。そして、⾔わせないように

する⽅法を知る必要があります。また、最悪はその場から離れる覚

悟も必要です。

�

それが嫌ならばトレーニングをすべきです。否定や批判などは技術

でなんとでも対処をすることができますから・・・。その後に外的

⾃信を⼿に⼊れながら内的⾃信も同時に磨いていく。



内的⾃信
（⾃分だけで感じる⾃信）

否定・批判の
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それが嫌ならばトレーニングをすべきです。否定や批判な

どは技術でなんとでも対処をすることができますか

ら・・・。その後に外的⾃信を⼿に⼊れながら内的⾃信も

同時に磨いていく。

�

あなたにとって今⾜りないのは何か？を常に意識をして今

できるところから取り組んでください。

�

最⼤のポイントは⾃分が弱い所＋内的⾃信をやるのがベス

トです。

�

何年も⾃信喪失している状態が続いているのならば、⼀⼈

でなんとかするのならば数か⽉・数年単位で少しずつ意識

して積み重ねていけばいいですから・・・



そして、⼆度と折れないような⾃信を⼿に⼊れるためには、この仕組みを循環

させるのです。つまり、内的⾃信をつけて否定や批判を超えて⽬標を達成して

いく。

�

そしたらもっと⼤きな⽬標を達成できるようになります。

�

そして達成をしたら内的⾃信も外的⾃信もレベルアップをするのですが、また

新たな⽬標を設定して達成をしようとする。

�

そうするとまた否定や批判をされるようになります。

�

そして、また超えていって達成をしていく。そうやって内的⾃信と外的⾃信を

つけていくと、今度はただ存在するだけで否定や批判をされることになりま

す。

�

芸能⼈などが有名になるほどアンチが増えるように、今度は存在するだけで否

定や批判をされるようになってしまうのです。

�

このように、⾃信というのはあなたの願望が抱えている問題が⼤きければ⼤き

いほど、循環させて積み上げていった⼈であるほど・・・ブレず折れない⾃信

を⼿に⼊れる事ができるようになるのです。

最終形態は何か？



⽬標設定・達成⼒

問題解決スキル

芸能⼈とか格闘家でもいますよね。

�

折れてしまう⼈。これは⾃分の中でしっかりとこのサイクルを意識

してこずに⾃分以上に結果を出してしまったからおこっているのか

もしれません。

�

もちろん多くの⼈は「そこまで表に出たいわけではない・・細々

と。」と僕みたいな⽅もいるでしょう。

�

それはそれでいいのです。

�

もちろん、どこまでいくのかはあなた次第ですし別にビックになる

のが⼈⽣の成功とは⾔いませんが、あなたなりにこのサイクルをま

わせばいいのです。

�

その中でも特に意識してほしいのが・・・外部からの否定や批判は

年を重ね経験をつめば減っていきますから特に⼤事なのは、早めに

このサイクルを経験しておくこと。そして最終的に外的⾃信と内的

⾃信を積み重ねていくことです。

この循環をまわすだけでも全然いいです。積み重ねるほどどんどん

折れないぶれない⾃信を⼿に⼊れる事ができるでしょう。

�

そのためには、習慣化する事です。

内的⾃信
（⾃分だけで感じる⾃信）

否定・批判の

対処法・防御

⽬標設定・達成⼒

問題解決スキル



内的⾃信を積み重ねていきながら否定や批判に強くなっていって⽬

標を達成・問題解決を定期的に⾏っている⼈はどんなことがおこっ

ても・・・もちろん⾃信は、その瞬間は低下しても回復させること

ができるようになるのです。

�

しかしまずは・・・内的⾃信を磨きましょう。

�

まずは簡単なところで１⽇10分を使って⾃分の将来のために今から

やっておいたほうがいい。やりたかった事でもいいので⾃分で決め

て⾃分で実⾏するところからはじめてください。

�

そしてどれだけ続けられるのか？をチェックしてみて少しずつ少し

ずつ⾃分で⾃分をコントロールできるようになるところからでも始

めていきましょう。⾃分の成⻑を実感するだけでも内的⾃信は⾼め

られます。

�

⾃分のダメな部分もよい部分ももっと受け⼊れてあげてください。

⾃分に厳しくするのではなく⼤切な友⼈が落ち込んでいる時に優し

く語り掛けるように語り掛けましょう。実はそれだけでも⾃⼰肯定

感はあがります。

もっとシンプルで簡単な⽅法もありますが、是⾮取り組んでみまし

ょう。そして、否定や批判に対しての耐性をつけてください。

結局、あなたのことを否定や批判をしてくること⾃体は別に⼤した

ことではないんです。⼤事なのはその理由ですから・・・・⽿を傾

けるべきかどうかはそのあとに決めることであって否定や批判⾃体

に何の意味もないんです。

�

だから、ここはトレーニングをして磨いていきましょう。

�

訓練すればこれはなんとでもなります。感情的になってビビったり

怒りを感じたりする必要なんてないですしストレスは確かに少しは

感じても最終的にストレスにはらないようにはできますから。

�

⾃分の⼈⽣に集中できるようになりましょう。

�

それがある程度できて初めてあなたは⾃分の夢や⽬標を達成するこ

とに集中できるようになるはずです。⾃分の⼈⽣に本当の意味で集

中できるようになって突き進むことができるのです。

�

その過程では、失敗をしたりミスをしたり諦めそうになることもあ

るでしょう。まずは何か１つでも超えましょう。それはあなたの⾃

信として確実に積み重ねられるはずです。

�

そして達成をしてください。問題を解決してみてください。

そんなあなたを⾒て周囲は可能性を感じます。



僕は昔は本当にダメダメで運動もできないし頭も悪くコミュ⼒も低

く何をやってもダメな⼈間だと思っていて⾃信が全くない時期があ

りました。

�

でも、そんな僕でも仕事を始めてから当時は気づいていませんでし

たが少しずつ⾃信をもてるようになってこのサイクルをまわしてい

きました。

�

⾯⽩いもので⼈って過去の実績とか評価よりも・・・成⻑や可能性

を感じる⼈のほうに魅かれるようで先輩よりもまだまだ実⼒がなか

った僕にこの成⻑率だけで上司に⽬をつけてもらったんです。

�

それからというもの・・・⾊々試してみましたがやはり⼈は“過去ど

うだったか？”よりも“これからの可能性”に⼼を動かされるものだと

気づきました。

�

失敗をしてもミスをしても・・・。

このサイクルをしっかりまわしているを無意識的に感じている周囲

の⼈達は「お前なら乗り越えられるから⼤丈夫！⼀緒に頑張ろ

う！」と⾔ってもらえるようになりました。

だから・・・

�

今更遅いとか、もう年だから無理だ・・・

�

とか関係ないんです。⼤事なことはこの循環をまわせるようになる

ことです。このスピードがあがればあがるほど、あなた⾃⾝の⾃信

が折れなくなると同時に周囲のあなたの⾒え⽅も変えることができ

るんです。

�

こいつ使えない奴！というラベルをあれだけ貼られていた僕でもで

きたし、沢⼭の部下を教育していく中でそういう⼦達は沢⼭いまし

た。

�

なので気にせず⾃分の⼈⽣に集中してください。

�

それがあなただけでなく、あなたの周囲の⼈のためになるしあなた

が本当に折れない⾃信を⼿に⼊れる事はきっと誰かにいい影響を与

えるはずです。

�

今、あなたはこれだけの内容を⾒て「今、⾃分は何をすればいいの

か？」がわかるはずです。よくＷＥＢ上にある⾃信をつける⽅法や

⾃⼰肯定感を⾼める⽅法などそこでやっている事がどこからくる⾃

信なのか？がなんとなくわかったはずです。



・宣⾔をする（⾃分発信だから内的⾃信かな。）

・承認される環境（これは外的⾃信だな。）

・結果を出す（外的⾃信だな。）

・ドリームキラー（これは⾃信泥棒に盗まれないように）

�

というように、このようにあなたがやっていることは何につながる

のかがわかるはずです。そして、⾃分⾃⾝が今何が⾜りないのか？

がわかったはずなので⾃分が今つけるべき⾃信というものが何かわ

かりますよね。

�

もうむやみやたらに⾃信なんてつけないようにしましょう。

�

根拠のない⾃信をもって⾃信のあるフリをしてももう意味がないの

はおわかりですよね。ギャンブルのような⾃信の付け⽅はあなたの

⾃信を低下させる⽻⽬になるので注意をしてください。

�

この世で⼀⼈しかいないあなた⾃⾝。

そして、最もコントロールできる⾃分⾃⾝。

�

をもっと⼤切にして扱ってあげてくださいね。最初は意識しないと

いけないかもしれませんが、慣れてしまえば「あ、これをやると内

的⾃信を失いそうだな。じゃあどうするか？」と⾃然と対処法を考

えることが出来るようになるのでそれまでは何度もこの書籍を読ん

でくださいね。

もし、あなたが具体的に内的⾃信・外的⾃信の磨き⽅や周囲の否定

や批判に強くなる具体的な⽅法について学びたいと思っているのな

らばメール講座もやっているのでよかったら購読してくださいね。

�

あなたがもっと⾃分⾃⾝を信じてあげられるようになることを⼼か

ら願っています。僕は本⼈よりも本⼈の⽬標を信じるという事を常

に意識していますが・・・やっぱりあなた⾃⾝が⾃分を信じてあげ

られることのほうが⼤事ですから。

�

⾃分を⼤切にできるから他⼈の⼤切に仕⽅がわかるし、⾃分に⾃信

をもてるようになるから誰かに⾃信を与えることができるのであな

たのためにもあなたの⼤切な⼈のためにも・・・・参考にしてもら

えれば幸いです。

�

それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました！ま

た、お会いしましょう！！


