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来年からは、新しい出会いや学びもあるけれど、研修や試験などでかなり

ハードな毎日になると思います。でも新しい気持ちで日記を書き、これを

武器にして新たな世界に挑戦してみるつもりです。  

以前から、事実の記録としての日記や手帳を書くのは、割と好きな方でした。事実

を記録しておくと、また同じ事態が発生したときに役に立つというのは、いろいろ

な場面で経験済みでした。 

 

鮒谷さま流の日記（時々刻々の記）は、つけていませんでした。興味はあったので、

昨年東京と大阪の日記放談会音源を購入し、いい言葉を集めることから始めてみ

ました。でも、つけてみてまもなく、最初のハードルにぶつかりました。忙しさに

かまけて、いい言葉も気づきも、何もない日が出てきたのです。気分が盛り上がり、

やる気が出ると、いろいろな事物にアンテナが立ちます。 

 

昔から「私は運がいい」とずっと思っていましたし、鮒谷さまから教えていただい

た「即断即決」という言葉も大分習慣化しているようで、言葉の力の持つ大きさも

感じています。その反面、体調を崩したり、休日に訪れた沖縄で人々がのんびり暮

らしているように見える（あくまでも個人の感想！）と、目標や日記に対する情熱

がなくなりそうになってしまいました。 

 

昨年末、思いもよらず 2020 年度から管理職就任を打診され、改めて自分の目標

について、考え続ける機会に恵まれました。年末年始にかけて、目標三部作や日記

放談会の音源を、暇さえあれば聞いていました。その時に、やはり日記をいい加減

に書いてはいけないと思い、お年玉も頂いたことだし、以前から気になっていた

Q&A 音源を購入！ 

 

長時間にわたって話し続け、全く疲れを見せない鮒谷さまの声から感じられ

る情熱に、まず圧倒されました。聞いていて、私も全然疲れませんでした。 

 

冒頭の質問力のお話は、私もやらかしそうなことなので、自戒します。 

そして一番心に残ったのは、 

 

「気づきがないというのは目標がぬるいから」 

 

という言葉です。やっぱりそうなんだ、と妙に納得。 

 

また、 
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「気づきが何もない」 

「日記が苦しい」 

 

と感じたことのある人が、他にいたのも嬉しく（悪い意味ではありません）、

やはりこれを乗り越えないと、目標は近づいてこないのだ、と気を引き締め

ることができました。おかげさまで、今は順調にアンテナが立っています。 

 

メルマガで紹介されていた、『メモの魔力』も購入しました。来年からは、新しい

出会いや学びもあるけれど、研修や試験などでかなりハードな毎日になると

思います。でも新しい気持ちで日記を書き、これを武器にして新たな世界に

挑戦してみるつもりです。 

 

いい時期に、お年玉といい音源を頂きました。ありがとうございました。 

また何かありましたら、よろしくお願いいたします。 

長文かつ乱筆乱文、どうも失礼いたしました。  

（Ｋ．Ｓ 様） 
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音源を聴き、現状を理解しましたので、まずは書くことで言葉をきちんと着

地させることが習慣になるまで意識的に書き続けます。  

鮒谷様 

スタッフの皆様 

 

この度は、日記放談会(Q&A 編）の音源提供ありがとうございます。 

日記放談会に続き、Q＆A 編を聴かせていただきました。 

 

本音源を聴くことで、日記を書き始めた私が感じていた不安の一部が解消さ

れる内容がありましたので、感想としてお送りさせていただきます。 

 

自らを躾け、人生を変えたいと思いながら始めた日記ですが、書いている内容があ

まりにも簡素で、鮒谷様が語られるような躾（言葉を刷り込み事が）とはほど遠い

と感じておりましたが、音源の中で、初級・中級・上級と日記を書ける内容は違っ

てくる。 

初めから比喩を用いた物語を書くことは難しい。とお話しいただいたことで安心

しました。 

 

音源を聴き、現状を理解しましたので、まずは書くことで言葉をきちんと着

地させることが習慣になるまで意識的に書き続けます。 

 

この度は、学びの多い音源のご提供、ありがとうございました。 

 

今後も、音源、メルマガを通し、学ばせていただきます。  

（Ｋ．Ｈ 様） 
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他者の様々な質問を元に鮒谷さんからの回答やフォローアップを聞くこと

で、新たな気づき、さらなる意識付けが多くありました。  

鮒谷様 

 

長時間に及ぶ放談会、ありがとうございました。 

終わりが見えず本当に耐久レースのようで、後半の後半になると逆に、密かにテ

ンションが上がって燃えていました。笑 

 

冗談（でもないですが）はさて置き、時間以上に内容の濃い、大変インパク

トのある放談会でした。 

他者の様々な質問を元に鮒谷さんからの回答やフォローアップを聞くこと

で、新たな気づき、さらなる意識付けが多くありました。 

 

特に強く印象に残ったこと、というより気付かされたことは、 

 

自分の、「絶対に変わる！」 

 

という決意・覚悟・情熱が、全然足りていないということでした。 

 

大きく変わるには、時間の使い方を変えるなど何か代償を払わなけれならないの

に、自分は何かを捨てる覚悟ができていませんでした。 

 

「本当の目標」、 

 

つまりいずれ死んでしまう有限の人生の中で、自分がどうなりたいのか（＝

being）というのは、自分以外誰も答えはわからない、自分で見つけ出さなけれ

ば意味がないのにも関わらず、 

 

自分自身で掴み取るしかない！ 

何が何でも掴み取ってやる！ 

 

という覚悟が乏しく、どこかまだ、他人事・他人任せな部分があったように思い

ます。 

 

僕は目標 3 部作も聞き、絞りに絞って目標を書き出したつもりでしたが、強烈な

欲求や情熱によって、行動せずにはいられないというような、本当の目標が立て
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られていないことにも気付きました。 

 

覚悟しきれていないのは、本当の目標が明確に立てられていないからなので、目

標を明確にするためにはやはり、日記を書くというところに行き着くのだと改め

て実感しました。 

 

何で変わりたいのか、どう変わりたいのかを突き詰めるために日記を書き、さら

に書いた日記を元に行動指針を設定する。そして目標達成のために日々の適格な

行動を習慣化＝自分を躾けるためにも日記を書き続ける。 

 

日記を書く意味、本当の目標、そして自分の一度きりの人生について、深

く考え、学ぶ機会となりました。 

 

本日は本当にありがとうございました！  

（松永 和也 様） 
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本音源は、迷える同志の質問に、日記達人鮒谷さんがご回答頂くという、

とても有り難いセミナーでした。  

冒頭の質問力の話は、かなりガツンときました。 

質問力とはコミュニケーション力であり、理解力の事である、とのご指摘は、回答

者側に立つ事が多い、鮒谷さんだからこそ のご指摘と思います。自分自身、セミ

ナーなどに参加した時は、緊張感を持って受講するため、質問を心掛け、実践して

おりますが、ご指摘の困った例に心当たり有りで猛省しております。 

今後は、回答者の事も十分に考慮し、 

 

自明な事は質問しない 

問いの意味は明確にする 

質問の範囲を広げ過ぎない 

質問のための質問をしない 

具体的、且つ、抽象化する 

 

について日々訓練＆実践していこうと思います。 

本音源にて学習する事により、この訓練に有効なツール、それが日記なのだ

と再認識しました。日々の気付きを言語化する事により、具体化、抽象化の

スキルアップに繋がります。これを習慣化できれば、脳の思考回路が、階層的、

3 次元的に進化する期待が持てます。 

とは言え、自身で日記を書き始めると 

 

？が連発し、先に進めない、 

習慣化が定着しない、 

 

などの壁にぶち当たっておりました。 

本音源は、迷える同志の質問に、日記達人鮒谷さんがご回答頂くという、と

ても有り難いセミナーでした。 

この度も多くの気付きを頂き有難うございました。 

日記を書く事が無意識レベルに落ちるまで継続する所存です。  

 

（鵜木 重幸 様） 
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「鮒谷さん」という超一流シェフから、相当ボリュームの圧巻フルコース

を戴き、コース内容と質、サービス共に感動し、とてもお腹いっぱいの状

態です。  

実に７時間半、日記放談会（Ｑ＆Ａ編）に参加させて戴き、誠にありがとうござ

います。「鮒谷さん」という超一流シェフから、相当ボリュームの圧巻フ

ルコースを戴き、コース内容と質、サービス共に感動し、とてもお腹いっ

ぱいの状態です。それでも、一つひとつに、重要な栄養素（学び）が詰ま

っているので、消化不良にならないように、しっかり咀嚼して、自分自身

の血や肉としていきます。 

 

昨日まで、鮒谷さんにお逢いした２０１１年６月２０日から、２４５１日、約６

年強、一日も欠かさずに日記を書き続けてきました。書き続けたことと、衆人環

視下にさらしていることで、得たものは挙げればキリがないほどたくさんありま

す。 

 

学生のころは、国語が苦手、作文が苦手、読書感想文なんて夏休みの最終日にあ

らすじだけ書く状態、国語が苦手だからと理系に逃げ？笑、文章を書いたり、表

現したりすることに抵抗を感じていました。そんな私ですので、始めるにあたっ

ては、他の方々の質問と同様に、続けられるか内心不安もありましたし、ネタが

ないような日もありました。しかし、ネタがなければ、「ネタがない」というこ

とが「ネタ」になりましたし、何かネタがないか、常に「探し続けている」状態

になってから、「！」や「？」が増えていき、一日一日が濃くなり、それまでよ

りも大切に生きられるようになったと想っています。 

やっていなければ、今ごろどうなっていたかと想うと、本当にやり続けてよかっ

たと想っていますので、まだ取り組まれていない方がいらしたら、鮒谷さんを信

じて「日記」「時々刻々の記」を書かれることを、心底・声を大にしておススメ

させて戴きます。 

 

日記の質は、未だに恥ずかしいくらいですが、自分の過去から現在までを俯瞰し

てみると、アップダウンや三歩進んで二歩下がるような状態を繰り返しながら、

昨年に目標３部作を拝聴して目標を設定し、日記や物語、起業など各種音

源を拝聴させて戴いたお蔭で、昨年後半くらいから、よい意味で何か違っ

てきたような予感がしています。基本的に、「こうありたい」「こうなりた

い」という、自分の世界観を拡げたり、変えたりすることを書いてきましたが、

「それでよい」とわかりました。 
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「できている」ことを書いているわけではなく、「できていない」ことを書い

て、自分を躾けようとしてきましたが、「それでよい」とわかりました。 

 

理想（書いていること）と、現実のギャップに悩むけれど、健全な悩みなので、

「それでよい」とわかりました。 

 

そして、現状の課題は、 

 

「行動レベル」での落とし込みが浅いから、 

↓ 

行動が変化しない 

↓ 

結果が変わらない 

 

ということ、だとわかりました。 

「行動レベル」でどうするか、ということを掘らなければ、結果は変わらない。 

逆に、「行動指針」や「行動レベルでどうするか」ということまで掘って、行動

を変えられれば結果は変わっていく、と、伸び代も見つけることができました。 

 

「これからは『行動指針』や『行動レベルでの落とし込み』を今までよりも意識

して、書いていく」 

 

ということが、昨日の「行動指針」です。 

ここまで記載の通り、お腹いっぱい感がハンパないですが、何度でも戴きた

い、一流シェフの圧巻フルコース。 

 

次のコースにも申込させて戴いたので、早くも次回がとてもとても楽しみ

です。 

 

長時間にわたり、貴重なご講演を拝聴させて戴きまして、誠にありがとうござい

ました。季節の変わり目ですので、ご自愛下さい。 

今後ともよろしくお願いします。  

（株式会社セルバ 桑原 孝太 様） 
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自分の未来にさらに大きな希望を持ち、今までの日記でも成果を得ているこ

とを実感しつつ、今の目標では小さいことや自分の小さく見積もっていたこ

とも明確になりました。  

セカンドステージ 鮒谷様、大塚様 

 

音源を聴いていると、１００以上の質問を６時間以上にかけてバシバシ頭の

中を繰り返し刺激されている感じは、野球で言えば１０００本ノックを受け

ている感じに近く、刀鍛冶が鉄を強くするために熱々の鉄を何度も何度も叩

いている、その鉄になった感じでした。 

 

日記放談会で入れた知識や、実際に数ヶ月にわたって続けている成果があっ

たからこそ、裏付けに感じた部分もあれば、再確認したところもあり、抜け

落ちていた部分を埋めるところや、自分なりに解釈していたことを言語化し

て頂いたりしました。 

 

質問内容があっちこっちに飛んでいる分、頭の中もあっちこっちに飛んでいって、

日記放談会の枠だけでは無く、これまでの鮒谷さんの様々な音源から得た記

憶を上書き、穴埋め、再確認、をしながらヴァージョンアップしていく実感

がありました。 

 

これにより、自分の未来にさらに大きな希望を持ち、今までの日記でも成果

を得ていることを実感しつつ、今の目標では小さいことや自分の小さく見積

もっていたことも明確になりました。 

 

そして、最近密かに自分の中に芽生えつつあった、第二領域への取り組み方。 

最近のメルマガでも取り上げられているのを拝見し、やっぱりそこは課題だよ

な。。。と感じています。  

 

（山口 直宏 様） 
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これだけ緻密に定義された言葉をたくさん持って世界を見ると全く見え方

が違ってくるのではないか、他人に話をする場合でも圧倒的な説得力が生

まれるのではないかという印象を受けました。  

今回の「圧巻！日記の書き方放談会 Q&A 編」は、本当に長丁場であったにも

かかわらず、 

鮒谷さんのパワーが衰える気配は全くなく、 

 

「この人は本当に１日中、それ以上でも語り続けられる人なんだ」 

 

と驚かされ、自分の専門分野は２日でも３日でも語り続けられるのがプロフェッ

ショナルの証だという意味を体感させていただきました。 

 

同時に自分が生業としている分野でこれだけ語り続けられるようになった姿を想

像し、まだ遠くの映像ではありますが、そういう状態に近づき続けたいという願

望が生まれました。 

 

これだけでも参加した価値は十分あったのですが、非常に盛りだくさんな中身

から特に印象に残った点を２つ挙げると、まず冒頭でお話しされ、前日のメルマ

ガでも述べておられた、 

 

「質問力＝コミュニケーション能力」 

 

という点。 

 

自分が提出した質問が恥ずかしくなりましたが、「適切な質問」のために留意

しなければならない５つの注意点を今後は意識しながら、質問力を高めて

いくきっかけとできればと思います。 

 

また冒頭にこの件をお聴きしたので、以降の 100 件近い質問の質も自分

なりに吟味し、参考にも反面教師にもしながら回答を聞くことができまし

た。 

確かに質の高い質問には、鮒谷さんの回答も力が入って密度の濃いコミュニケー

ションが成立していることが分かりました。 

 

もう１点は、鮒谷さんが施されている「言葉の定義」が非常に明確かつ緻

密であり、それが非常に広範囲の言葉に対してなされていることです。 
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これだけ緻密に定義された言葉をたくさん持って世界を見ると全く見え方

が違ってくるのではないか、他人に話をする場合でも圧倒的な説得力が生

まれるのではないかという印象を受けました。 

 

そして、日々遭遇する「！」や「？」を日記を書くことで言語化し、自分なりの

教訓に昇華させていく過程で、言葉の定義力も少しずつ付いてくるのではないか

と思い、昨日は帰りの新幹線で手帳に日記を記しました。 

この感想はそれに肉付けしたものです。 

 

こちらは座って聞いていただけなのに、かなり（頭の）疲労感が残っています

が、感覚が遠のかないうちにまとめてみました。 

 

よろしくお願いいたします。  

（岡本 昭夫 様） 
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もし音源として発売されるのであれば、新たな名作誕生と言って良いので

はないかと思います。  

鮒谷様、本日はありがとうございました。そしてお疲れ様でした。 

 

100 近い質問にぶっつけ本番のライブで答えられるという、そして鮒谷様もお

っしゃっていましたが、終了時刻未定のセミナーは初の試みとの事。 

 

一抹の不安感が会場を何となく覆っておりましたが（笑）、開始 1 時間半が過ぎ

て最初の休憩時にはなんとまだ 4 問をクリアしたのみという恐ろしい展開！ 

一体どうなることかという前代未聞の非予定調和ライブとなりました。 

 

しかし内容は「すべらない話し」ならぬ「外れ無し」セミナーの面目躍

如、流石の充実した有り難い言葉の数々をしっかりと頂きました。 

 

7 時間半（でした？）を最後まで見届けた事を誇りに会場を後に致しました！ 

もし音源として発売されるのであれば、新たな名作誕生と言って良いので

はないかと思います。 

 

まだ終わったばかりで内容の感想をきちんとお伝え出来ませんが、とにかくまず

はハードミッション達成を目の当たりにした感謝を申し上げたく存じます。あり

がとうございます！  

（不動産業 Ｋ．Ｔ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

日記とは、まさに変化・変容を求める人にとっての最強ツールだと思いま

した。  

〇今回、一番の学びは「Being 目標」の重さ・奥深さです。 

  

それはつまり、今まで思い切り誤解していた、と 気づいたということです

が・・・ 

ドラッカーの言葉も引用されて、何十年かけての超長期の目標であり、簡単には

見つかるものではないのだとお聞きし、人生をかけてのテーマなのだと理解しま

した。 

 

最初に目標を書いた時に、今までの興味関心を振り返り、また心が魅かれる人を

思い浮かべて、３時間ほどかけて書き出しました。その時は「これで理想像は出

し尽くした」と思っていましたが、それはあくまで暫定で、これから常に更新し

てゆくものだとお聞きし、これが第一の衝撃でした。 

 

・今回のテーマである日記については、「今回のベスト質問」と言われた中に 

  

「言葉の定義が、自分の目標に沿ったものが追加される」 

  

とあり、これが日記の意義とお聞きしました。 

 

日記は、ただ気づきや教訓を書き残すのではなく、それら気づき・教訓によっ

て、「Being 目標」をより深くつきつめ、また磨き上げるものなのだと。 

そして「Being 目標」が深くなれば、そこに至るにはより日々の行動が質・量と

もに要求され、日記を深く、多く書かずにおれなくもなる。 

日記とは、まさに変化・変容を求める人にとっての最強ツールだと思いま

した。 

 

・これに付随して、日記による能力開発も、あくまで 副産物だ、というのが第

二の衝撃です。普通は、それが目当てで高額セミナーに行ったり情報商材を買っ

たりしています。 

なのに、日記を適切に書き続ければ、さらに深く重い価値を得られる。人

生全体を豊かにする、何とも凄いツールです。 

さらに、未来に意識を飛ばして逆算思考をしてゆくと、突き詰めると最終局面の

「死」と向き合うことになります。 
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そこまで見据えての今、どう生きるのか。 

メメントモリという警句もありますが、最後は「死」という場面がやってくるこ

とを見つめることが、今の生に真剣に向き合うことになるのだと思いました。 

 

〇今後の取り組みとしては、まず「Being 目標」の振り返り・書き直しです。 

 

これは超・長期であり、むしろ死ぬまで完成の無い道ですが、そこから中期・短

期の目標をたて、ここは達成条件を明確にして「いつ」までに達成するのか意識

して、取り組んでゆきます。 

 

また、情報発信はフェイスブックから始めるのが良いということでしたので、さ

っそく始めてみます。中級の日記を身につけるべく、「一般化した教訓」にこだ

わって続けてゆきたいと思います。 

 

「計画１割、実行９割」 

 

という言葉で、とりあえず、やるのが大事と発信したところでやってみて、考え

る 

 

 「計画できたら大した目標でない」 

 

最近、目標をシェアできそうな仲間ができ、お互いに相乗効果で高めてゆけそう

な状態になってきました。ここで加速できるように、目標の深掘りに努めてゆき

たいと思います。 

 

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。  

（遠山 哲也 様） 
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質問集には、自分が質問したこと以外にも「これ聞きたかった！」と思う

ことも多く、わかってないのは自分だけじゃなかったという安心した上

で、学ぶことができました。  

本日は長時間にわたり、貴重なお話をたくさんいただきありがとうございまし

た。 

 

初めてのセミナー参加で、どんな会場でどんな人が来ているんだろうと緊張して

臨みました。音源とは違うライブ感にひたることができて大変貴重な経験となり

ました。いちど会場の雰囲気を知ってから音源を聴くと、また違ったインプット

ができそうです。 

 

本日全体を通しての気づきは、わかってるようでわかってない所が意外と多

かったということです。質問集には、自分が質問したこと以外にも「これ

聞きたかった！」と思うことも多く、わかってないのは自分だけじゃなかった

という安心した上で、学ぶことができました。 

 

特に 

 

「意思決定基準・行動指針」 

「枠囲み」 

 

が、これから日記を書き続けていく上での重要なポイントであること。 

そして、1 年 2 ヶ月続けた日記を今日から中級に進級させる決意をしました。 

 

また、宙吊りでいることが進んでるとが成長過程だから焦らなくていいこと。 

そもそも目標が「鼓舞する」目標かどうか確認しつつ、途中のマイルストーンを

用意 

することを念頭において続けていきたいと思いました。 

 

本日は貴重な体験ができて大変満足です。 

ありがとうございました。  

（商品開発 Ｙ．Ｉ 様） 
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長時間にわたり鮒谷さんが話し続けていただいて、自分の中でも思索が深

まる大変有意義な時間でした。  

長時間にわたり鮒谷さんが話し続けていただいて、自分の中でも思索が深まる

大変有意義な時間でした。 

 

鮒谷さんの回答を聞きながら自分自身営業としてお客様に対しての質問に対して

的確に枠囲みの回答と、具体的な回答、両方うまくまとめてお伝えしていくよう

にしようと感じました。また大変似通った多くの質問を受けることも営業上多い

のでひとまとまりのドキュメントにして営業メンバーが全員で同じようにある程

度の水準で答ができるように仕組み化していく必要性も感じました。 

 

個人的には、いままでは個人の目標と会社の目標額をわざわざ個別に別のシート

で管理をしていたのですが、一元管理の有効性を学びましたので、目標に関して

はひとまとまりにして、整合性が合うように日記と連動して更新していくように

仕組みを変更しました。自分の中では 

 

・問いが来たときに逃げずに考えると言う事。 

・目標と日記が相互的に作用する事。 

・今やっている仕事と目標を分離させることなく 

 共通項を作り出す物語を編み出すこと。 

・換骨奪胎の話 

・何かを得るには代償を払わないといけない話、 

 今までと同じことをやっていては手に入るわけがないと言う事 

・計画 1 割実行 9 割。計画にエネルギーを使ってもしょうがない 

 イノベーションは計画してできるものではない 

・常識の範囲内でやらない 

 

とりわけ上記のことが学びになり、突き刺さりました。 

あらためて今の種まきが未来に成果を生むということを信じて日々の仕事を進め

ていこうと思います。 

このたびは貴重な機会をありがとうございました。  

（営業 Ｒ．Ｓ 様） 
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いただいた回答をヒントに、変化変容を実感できるまで、日記を続けよう

と決意を新たにしました。  

本日は貴重な学びの場をご提供いただきありがとうございました。 

音源では繰り返し聞いていましたが、今回初めての鮒谷さんの放談との事で、生

の鮒谷さんのエネルギーに圧倒され続け、あっという間に時間が過ぎました。 

 

質問に丁寧にご回答をいただき、ありがとうございました。まだ道は模索中

ですが、いただいた回答をヒントに、変化変容を実感できるまで、日記を

続けようと決意を新たにしました。 

 

今回参加して、新たな学びもありました。 

これまでは日記を書くにあたり、その前に目標があるという意識が希薄だったと

思います。 

目標→日記→行動のプロセスを何回も繰り返して、自らを躾けるようにします。 

また、少しずつ現状からの改善をはかり、時間を味方につけて、微差を重ねて絶

対差となり、より良い人生を送れるように日記を続けます。  

（Ｔ．Ｈ 様） 
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今回は、貴重な学びの場に参加させていただき、誠にありがとうございま

した。  

鮒谷様 

大塚様、セカンドステージ の皆様 

 

本日はありがとうございました！ 

 

「極端な言葉遣い」というキーワードを、本日の内容で 1 番に優先したいと思っ

ています。 

 

圧倒的、超強力、究極、最上、唯一無二、一点突破、致命的、完封、乾坤一擲、

慧可断臂、起死回生、徹頭徹尾、終始一貫、爆発的、爆裂、破壊力、ブチ抜け

る、やり切る、神、超能力者、神通力、一気通貫、惑星直列、 

 

試しに「極端」と思われるものを挙げてみると、こんな感じでした。 

必ずしも上品な言葉ではないかも知れませんし、怪しいものも出て来ましたが

(笑) 

こういった言葉を試しに並べてみるだけでも自分の中にパワーが湧いてくるのを

感じます。 

頭の中のキャパシティが大きくなる感じもします。 

でもやはり、自分オリジナルの造語が出来るともっと自分自身にはもちろん、他

人にも刺さりそうですね。 

 

逆にいうと、最初から綺麗にまとめようとしないこと、ですね。 

自分がまだ無意識のうちに綺麗にまとめてから行動しようとしていることに気づ

いたという点で、これも大きな収穫でした。 

また、そういったこぢんまりとまとまることに対してエネルギーを使って創造的

な言葉を考え、当てることもやめようと思いました。 

 

強気な発信をすれば、強気な仲間が集まってくる、ということ。 

こぢんまりとまとまることで満足できるなら、こぢんまりと生きている仲間との

関係で満足できるはずで、わざわざ数十万も払って音源をいくつも買ったり、セ

ミナーに出席したりするか？ 

 

もちろんもっとやっている人はたくさんいるだろうけど、少なくとも気概の面で

負けていてはいけない。そのためにも言葉からスケールを大きくして使っていく
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こと。 

そしてホラ吹きで終わりたくないという意識がプレッシャーになり、行動を誘発

させる。 

 

また、明確に何かを捨てること。 

代償を支払わなければ、人生を変えるほどのものは手に入らないって、よくよく

考えたら当たり前の話なわけですが、でも我が身を振り返ってみると、相当程度

守りながらも抜本的に変われると信じていた節がある。 

怖いくらいのことを、もっともっとやってみなければ。 

そもそも、初めて目標設定音源を万単位のお金を出して購入した時も、その時の

主観的には、これ買って自分にとって意味があるのかな？とかなり怖かったこと

も覚えているし、 

少なくともあの時より今ははるかに成長してるはずなので、もう一つ上のリスク

を取るというのもまた、自然な流れであるはずということ。 

 

1 番大きな学びは、「極端な言葉遣い」によって自分をノセていければセルフイ

メージが上がり、その自分にふさわしい人が寄って来てくれる。 

すると、上に上がる引力(プレッシャー)が働くのかな、と思います。 

今まで散々経験して来た、目標が低いが故に、下に下がる引力(惰性)に負けるの

とは身体感覚的にもまるで違うものだと思うので、戸惑いも出るかもしれません

が、これも慣れで、プレッシャーが気持ち良いと感じられるようになれば、と感

じています。また、それに関連して、情報発信がビジネスの手段としてのみ

ならず QOL の向上にも寄与する、ということが頭の中で繋がったのも大

きな収穫でした。 

 

ただやはり、他にも数多の学びがありましたので、それらについてもメモや、

音源を頂き次第復習することで定着させていきたいと思っています。 

 

今回は、貴重な学びの場に参加させていただき、誠にありがとうございま

した。 

 

「絶対差」とは、自分にとって一体どういう差を指すのか。 

自問自答を繰り返し、明確にしていきたいと思います！  

（大嶋 厚裕 様） 
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日記を続けてきたことで色々な効能を感じていまして、セミナーを聞くこ

とでそれが間違っていなかったことを再認識することができました。  

この度はたくさんの(そして長時間の)有意義なお話、ありがとうございました

鮒谷さんから見て左側最前列にて参加させていただき、スマホにメモを取りなが

ら聞いていた者です。 

 

今回、初めてセミナーに参加したのですが、生で聞くと鮒谷さんの言葉がいつも

以上にじっくり入ってきました。(普段は音源を約 2 倍速で聞いているせいかも

w) 

また普段は何かをしながら聞くことも多いのですが、セミナー会場の空気感のな

かでひとつひとつの言葉に集中しながら聞くことで、改めてじっくりと、おっし

ゃっていることの意味を咀嚼しながら吸収することができました。 

 

敢えて、移動時間や参加する時間を割くことの意味は、まさに上記のような価値

を得られるからで、天引きした分以上に、価値が増大していくこと間違いなしと

思いました。 

 

また、私は旧来から我流で自分の思考と向き合うために日記を書いてきました。 

毎日ではありませんが、それでも日記を続けてきたことで色々な効能を感じ

ていまして、セミナーを聞くことでそれが間違っていなかったことを再認

識することができました。 

 

再認識したからには行動。 

 

ということで、すでに持っている 

 

『自分に新たな行動を習慣化させる方法』 

 

にのっとり、日記を毎日やることとして、仕組みに組み込みました！ 

 

また機会を見つけて、参加させていただきます。 

引き続き、よろしくお願い致します。  

（Ｋ．Ｄ 様） 
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自分の活動の領域を意識すべく、日記に記録することで「今はどれか？」

を強く意識できるようになってます。  

●目標の立て方が間違っていたと気付きました。 

 

・僕は行動レベル（having、doing）で、being がぼんやり。 

 まずは being を固めて、そこからの having でしたね... 

 

・目標の大きさもこじんまりしてました... 

 ワクワクするようなものを見つけます！ 

 

●自分の活動の領域を意識すべく、日記に記録することで「今はどれか？」を強く

意識できるようになってます。 

 

※目標はいろいろ書き出していますが、まだしっくりきません... 

 目標音源を購入します。  

（長崎県庁係長 村井 保之 様） 
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今回のお話で、私も時々刻々の記に対する理解が深まって、１時間位なら話

し続けられそうな気がしてきました。 

日記 Q&A 編の音源ありがとうございました。 

 

本格的に時々刻々の記を書き始めて１年ほどたった今、このような振り返りの機

会を頂くことは本当に有意義でした。 

感謝いたします。 

 

今回の音源も非常に大きな気づきを頂きました。 

この中で、特に重要な４点を挙げるという形で感想を記します。 

 

１，書くことによって脳内に起こる現象について 

 

本気で話し出すと３時間はかかるとのことで、それをお聞きできないことが残念

でしたが、書いた紙は脳内編集の結果に過ぎないというお話に我が意を得たりと

思いました。お話のように文章にして客観化するということに、意味があるという

ことで、そこに意識を向けて、さらに時々刻々の記の効果を高めていきたいと思い

ました。 

 

２，ネガティブワードに対する意識が足りなかった 

 

私の時々刻々の記では、ネガティブワードをそのまま書き出していました。 

残念ながら頭の中で回っている言葉なので、一回外に出して認識することは必要

と思いますが、今後、紙の上で潰していくよう徹底したいと思いました。 

 

３，アウトプットの場は必須である 

 

音源中では、鮒谷さんはそこまでは言っていませんでしたが、日記の効用を最大化

するためにアウトプットの場は必須であるとの認識に至りました。 

私の場合、書いたもので筋が良いと思われる項目はブログやツイッターなどで発

信しています。今後もこれらを継続して、さらに頻度、内容などを発展させていき

たいと感じました。 

 

４，同じ話を聞く意義について 

 

今回、多数の質問に対する回答ということで、お話に重複がある部分がかなり多か

ったです。しかし、それがくどく感じないのはなぜかと考えていて、ある結論にた
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どり着くことができました。 

 

扱っている話題が単なる知識でなく、本質的な問題なので、少しずつ角度を変えて

聞くということに、定着の効果があり、どんどん理解が深まることに快感を感じて

いたようです。時々刻々の記を書くときも同じで、微妙に違う状況について、同じ

言葉を当てはめていくということは、定着を促す上でとても有効なことなのだと

感じています。 

 

６時間にわたる膨大なお話、お疲れ様でした。 

今回のお話で、私も時々刻々の記に対する理解が深まって、１時間位なら話

し続けられそうな気がしてきました。 

 

本当にありがとうございました。 

 

ここからは蛇足です。 

私の時々刻々の記の記し方について、記載しておきます。 

音源中「捨てる」というところが、引っかかっていたようだったので、私なりの考

えを一緒に記します。使い方の一例として、何らかの参考になりますと幸いです。

（長文失礼いたします） 

 

私が時々刻々の記に書いてあることは、私の頭に浮かんだことです。 

独り言を書き留めるイメージで書いています。 

私の思考や感情が中心で、具体的な事象などはほとんどありません。 

 

書いた後は、数日後に読み返し、その時にも大事と思うことは次の紙に転記します

し、特に大事な事柄については、ツイッター、ブログなど SNS を通して発信して

おきます。（主に、後で検索可能にすることが目的です） 

 

その後、紙は捨ててしまいます。捨てる狙いについて説明します。 

捨てない場合、後から読み返すことを考えるので、検索性にどうしてもこだわって

しまいます。 

 

そのため、なるべく重複を避けるようにする、可読性にこだわるなど、頭に浮かん

だことをただ書き留めることに対してブレーキになる要素が出てきてしまいま

す。そのため、１回読んだ後は捨てるということにしています。 

（あまりモノをため込みたくない、という性格もあります） 

 

ツールは A4 の白紙にジェットストリームで書くという、鮒谷さんに近い形で書



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

いています。 

私としては、これ以外のやり方は考えられません。 

というのも「型」から逃れたいからです。 

 

デジタルツールの場合は、ファイルに保存しますが、それ自体が「型」になってし

まうし、図や数式を入力する制約も多いので、時々刻々の記のツールとしてはあま

り嬉しいものではないと考えています。 

 

紙を使う場合でも、ノートの罫線さえ制限に思えます。 

ですので、A4 の白紙にボールペンという構成です。 

 

他の方の質問を見ていますと、何に書くかとか、どう運用するか、などで悩んでい

る方が多いように感じました。そこで止まってしまうくらいであれば、一回「捨て

る」と決めて書いてみることも、パラダイムの転換として良い試みなのではないか

と思いました。  

（半導体エンジニア 蔵本 貴文 様） 
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そのほかの方々の質問に対する回答も自分が聞きたかった事項がふんだん

にふくまれており、大変勉強になる音源でした。  

いきなり冒頭から質問力のお話があり、自分自身の質問力を再考させられてしま

いました。そうこうしているうちに自分の質問に対する回答がはじまり、自分では

薄々感じていた部分をズバリ指摘されてしまい、やはりそうだったのかと感じた

次第です。 

 

そのほかの方々の質問に対する回答も自分が聞きたかった事項がふんだんにふく

まれており、大変勉強になる音源でした。 

 

これからご指摘頂いた事項に再度取り組んでる最中です。 

 

引き続きこれからも宜しくお願い致します。  

（Ｔ．Ｋ様） 
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目標と日記は別々のものでなく、互いに響き合うものであるということをあ

らためて感じた次第です。  

最初に「質問力」について感じたことですが、 

 

「質問力＝自分に問いかける力」 

 

と定義しても良いのではないかと感じました。 

日々、日記を書く際に、様々な自分に対する問いが生まれますが、その問いが適切

なものであればあるほど、日々の行動の改善を促すようになるのではないかと思

います。質問力の向上は、他者との関係構築につながるだけでなく「自分に問いか

ける力」の向上にもつながり、それが自分自身の行動の改善を促すことにつながる

のではないかと思います。 

 

また、日記についての１００以上のＱ＆Ａを聴かせていただき、あらためて感じた

ことですが、日記を書き続けることによって、自分の立てた目標が、自分自身にと

って心動かすものであるかどうかを定点で観測することができることは間違いな

いと感じました。 

例えば、日記を書く回数、もしくは時間が減っている、気づきが少ない、という場

合には、 

 

「目標達成に対する熱意が薄れてきているのではないか」 

「目標を見直す必要があるのではないか」 

 

ということを自分に問いかけるきっかけになるのではないかと感じました。 

目標が達成できない理由は、そのその目標の難易度ではなく、その達成に対する熱

意ではあると強く感じていれば、日記を書き続けなければ、目標達成に対する熱意

の変動に気づくことはできないと思います。 

目標と日記は別々のものでなく、互いに響き合うものであるということをあらた

めて感じた次第です。 

 

貴重な気づきの機会を、ありがとうございました。  

（Ｓ．Ｋ様） 
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後半になっても一問一問、丁寧に回答されていらっしゃる鮒谷さんのお姿、

気迫には、やはり圧巻と感じました。  

本日も貴重なお話、ありがとうございました。 

最後まで参加できず、残念ではありましたが、後半になっても一問一問、丁寧に回

答されていらっしゃる鮒谷さんのお姿、気迫には、やはり圧巻と感じました。 

 

回答されていた内容で印象的だったのは、 

 

「目標、物語、日記は綿密に繋がっている」 

 

ということでした。 

 

自分自身、それは頭では理解しているつもりではおりましたが、まだまだ実践が伴

いきっておらず、結果として、今回のお話を聞いても、 

 

「確かにそうなんですよね。。。」 

 

と思うばかりでした。 

 

そう感じたこともあり、また改めて、自分には物語が足りていないと感じましたの

で、まずは物語音源をヘビーローテーションしながら(笑) 

物語をもっと輸入しようと思います。 

 

改めまして、今回は貴重な機会をありがとうございました。  

（西方 良之様） 
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質問の回答から派生する話が、本当に奥が深く、役に立ちました。  

とてもためになりました。 

 

「！や？が出たときに時々刻々の記を書く」 

 

何度も聞いていたことだけれども、これがいろんな効果を発揮すること、これが全

ての基準になることとより深く理解し、もっとやるべきだと思いました。 

 

「読書ノートを別に作った方が良いか」の回答で、時々刻々の記の書き方に当ては

めると、別のノートを作る必要は無いと腑に落ちました。 

これも、!や？が出たから時事刻々の記を書くということだと、！や？の対象は人

なのか本なのかという違いだけだと聞いて納得しました。 

本を中心に考えると、最後まで読んでまとめてノートを作らなければと思ってし

まうのですが、そもそもそれも違うと本の読み方も学べました。 

 

続けて話して下さった、「私は本によって編集されている」という話が本の読み方

を考える上でとても参考になりました。本を読むことで自分の文脈に組み込む、自

分が変わる、ということでした。さらに、自分の編集は本だけでなく人や出来事な

どいろんなものに編集されると話されました。 

 

やはり、時事刻々の記の書き方、効果につながると理解しました。 

 

ほんの始めの部分だけで、もう十分すぎる学びがありました。 

この後も数時間「！」が止まりませんでした。 

質問の回答から派生する話が、本当に奥が深く、役に立ちました。 

 

ありがとうございました。 

これからもよろしくお願い致します。  

（玉井 様） 
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日記の位置付けが明確になったと感じました。  

まず、日記の位置付けが明確になったと感じました。 

 

目標があって、その目標に対する問いがあって、その問いに対する行動の自省の場

として日記があって、自省の結果として明確になった意思決定基準と行動指針を

言語化して次の行動に移る。 

 

今までは、主に、自分の中の言葉の定義を一つ一つ置き換えていくツールとして活

用していました。効果として、感情のブレが少なくなったり、一つの言葉に深みが

出たりして、「日記のおかげだなぁ...」と感心していましたが、、、 

 

本来のシステム、つまり、大きな目標を掲げて、その実現に向かう止揚装置・鬼速

DCAP 装置としては、まだまだ活用が足りないと反省した次第です。（汗） 

 

また、後半のお話の中で、 

 

「日記を書き続けていくと、死生論に行き着き、一つ一つの出来事をどう意味付け

る考えるようになる」 

 

という箇所があったかと思うのですが、ドキっとしました。 

実際、日記を書き始めてから、303 号?304 号で「死に際」というタイトルで、

死に際に思うであろうことを書き綴っていたからです。 

その後、昨日で 2283 号。 

 

新しく出てくる言葉の領域と、当初から変わらない言葉の領域とがありますが、そ

れぞれの発想が生まれてくる理由も、今回の音源で明確になりました。 

 

これからも日記の効用を日々感じながら、前に進んでいきます。 

 

いつもありがとうございます。 

今後ともよろしくお願いいたします！  

（奥田 龍史 様） 
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質問の仕方一つとっても、色々と考えるべきポイントがたくさんあるという

ことを、再認識させられました。  

今回の音源も、大変ためになりました。いつもありがとうございます。 

一番印象に残ったところは、音源の冒頭でお話しされていた部分で、質問力の大切

さです。 

質問の仕方一つとっても、色々と考えるべきポイントがたくさんあるということ

を、再認識させられました。 

 

以後、人とのコミュニケーションにおいて、質問の仕方一つで、質問者の人格、能

力、姿勢などが明らかになってしまうことがあるということを意識して、取り組ん

でいこうと思いました。 

 

日記に関しては、日常生活で「！」や「？」が出てきたときに、それをそのまま放

置せずメモに記しておき、ゆっくりと時間が取れるときにそれを深堀していく、と

いうことが習慣化して参りました。これが習慣化されてきたことによって、常に頭

の中をクリアに保っておくことができるようになりましたし、考えが少しずつ深

まってきていることを感じます。 

 

これもすべて、日記の大切さを教えていただいたからかと思います。 

 

いつも素晴らしい気づきをありがとうございます。 

今後とも何卒、宜しくお願いいたします。  

（営業Ｙ．Ｉ様） 
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鮒谷さんが常日頃仰っている「圧巻」の神髄を肌感覚として感じることがで

きました。  

鮒谷様・セカンドステージスタッフの皆さま 

 

日記放談会（Q&A 編）音源ありがとうございました。 

また、当方質問に対しど真ん中のご回答を頂けた事大変感謝しております。（質問

21 番としてご回答頂きました）。 

 

ご回答が私の質問へのものとわかった時には、正直、ポジティブなドキドキ感とワ

クワク感があったのですが、鮒谷さんのご回答を伺っていくうちに、自分自身言語

化できずにいた、というより言語化を避けてきた私の抱える問題点が赤裸々な形

で言語化されていくことで、ドキドキ感・ワクワク感とは全く違う感情に包まれる

ことになりました。 

 

また、他の方々の質問へのご回答を聞いていく中で、私同様、設定目標に対しての

真剣さ、情熱が足りないと感じられる質問に対峙した時、鮒谷さんは少しだけ困惑

されているように感じました。それは、それだけ鮒谷さんが全力で人生を生きてい

るからではないかと勝手に理解し、それに対し、私は人生に対して真剣に向き合え

ていないのだと深く気付くことができました。と同時に、100 近い質問へ次々と

回答されていく中でその中の一つの数行の質問内容から一瞬にして（質問者の私

自身が目を背けてきた）その本質を見抜き適格な言語で、私の心のど真ん中に突

き刺さる回答を導きだす鮒谷さんの力量には畏敬の念を感じずにはおられず、鮒

谷さんが常日頃仰っている「圧巻」の神髄を肌感覚として感じることができまし

た。 

 

そして、その能力は、時々刻々の日記により養われてきた、ということが今回の音

源で 100%腑に落ちました。今回の音源を聞きながら鮒谷さんに非常にキツイと

ご指摘頂いた一貫性のない人生を改め人生と真剣に向き合い、「何を持って覚えら

れたいか」に対し全精力を注ぎこむ覚悟が生まれてきました。 

 

目標設定をしかるべき形に編集し直し、魂が震える物語を造り現状に意義を見出

しながら、目標を実現するための問をたて、時々刻々、日記を付けて自分を躾てい

く高揚感のようなものを覚えています。 

 

私が質問として依頼させて頂いた例文の流れのなかでお話頂いた、自分と他者の

「世界観の相違」を認識するということも、私の人生を一貫性のあるものに造りか
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える上で、非常に重要なキーワードになると思います。 

 

音源を聞き続け、質問をさせてもらって本当に良かったです。 

ありがとうございました。 

今後ともよろしくお願い致します。  

（商社海外法人代表Ｙ．Ｋ様） 
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冒頭のお話は自分へのメッセージに聞こえ、個人コンサルを疑似体験してい

るような感じがしました。  

目標設定から、日記、物語の 3 部作を何度も聴いていく中で、「！」や「？」をた

くさん気づかせていただき、変化、変容を感じていたのですが、とはいいましても、

なかなか劇的に変わるところまではいっておらず、この停滞感はなんなのか、私自

身のどこに問題があるのかを考えているところでした。 

 

そんな時の今回の質問の問い合わせと日記放談会(Q＆A 編)の案内でした。当日参

加することはできませんでしたが、音源にてたくさんの気づきを得ることが出来

ました。ありがとうございます。 

 

いきなり冒頭の質問力=コミュニケーション力のお話から、グサッと突き刺さり、

今回送らせていただいた質問もそこまで考えて送っておらず、恥ずかしい限りで

はありますが、今回の音源を聴いていなかったら、この先も気づかずに過ごして

いたのかと思うと、ゾッとした次第です。今回の質問に関しても、日記音源を聴

き、日記を付け、さらに日記音源を聴いてから、今までを振り返ってみての質問を

お送りしたからこそ(実際に自分が体験し、考えたからこそ)、冒頭の質問に関する

鮒谷さんのお話はグサッと刺さったのではないかと思います。もし、日記もつけて

おらず、質問も考えていなかったら、ここまで突き刺さることはなかったと思って

います。 

 

個人コンサルを受けたことはありませんが、個人コンサルを受けるとこのような

気づきがたくさん得られるのでしょうか。まさしく冒頭のお話は自分へのメッセ

ージに聞こえ、個人コンサルを疑似体験しているような感じがしました。 

 

また、私がお送りした質問に関しても、同じような質問をされている方もおられ

て、自分と同じような悩みを持たれている方もいるんだという気づきとともに、そ

もそもなんのために日記をつけているのか、本気になれる、情熱を傾けられる目標

になっているのかという目標設定に問題があること、更には自分を躾けるために

も量稽古が必要ということが分かり、改めてこの気づきを持って、何度目かの 3

部作音源を聴き直してみたいと思います。  

（菅 智教 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

自分の好きなこと、興味関心の有り処には、いくらでも資源を投入できる！

ことを正に体現しとるなぁ。と。ほっといたら 3 日間でも 1 週間でも話し

続けていそう。  

●まず、全体を通しての印象、感想 

 

この人スゲーなー！！！！！！！(！x7 個) 

ということ。 

 

始めから終わりまで、熱量絶やさずに一気通貫していたこと。 

自分の好きなこと、興味関心の有り処には、いくらでも資源を投入できる！こと

を正に体現しとるなぁ。と。ほっといたら 3 日間でも 1 週間でも話し続けていそ

う。 

 

何に痺れたかといえば、質の高い質問から低い質問まで(意図が見えず僕が聞いて

も「ん？何だこれ？？」と思うもの多)、おそらく、ご質問者さんの求める真ん中

の回答をしている！！(たぶんこれが相手にチューニングするってことなんだと気

づいた) 

 

相手の立ち居地、背景、など想像し加味した上で、ご質問者さんにチューニング

し、その上で、相手に何かしらを受け取ってもらい持ち帰ってもらおうと、手を変

え品を変え表現を変え、伝えている。 

この姿勢、在り方を実践していること、(そしてそこには出会う人すべてのご縁を

大切にしていて愛情を感じ)まさしく『圧巻の存在』です。 

僕の評価ごときでは嬉しくないでしょうが(笑) 

 

ただし、いきなりこの日記放談会 Q&A 編から聴いたら飽和しヤケドどころか爆

発する！！ので厳禁。 

 

●続いて個別のこと。 

 

日記の書き方、目標ありき！で日記で時々刻々己を磨きあげ続ける。 

というふうに理解してます。 

 

ただ、改めて思ったのは、己の人生、己で切り拓いていくんだからいちいち小さな

歩みに対して、正解を求め答え合わせしなくてもいいのになぁ、、、と。 

短期、超短期でなくもっと長い期間での変化変容こそ。 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

ここで僕にとっては鮒谷音源のドストライク『物語音源』を聞けていたことが幸せ

だなぁ！！！ということ。 

 

生きてると色んなことある！ 

でも、(だからこそ)幸せだなぁ！！と感じる。 

僕にとってはこの物語音源こそが至高♪ 

物語音源の販売促進に転用できそうですか？(笑) 

 

●他の人にすすめるなら 

 

『取り敢えず鮒谷音源聴いてみれば？ 

 気に入らんかったら返品すれば？ 

 それでもポチっとできないなら、できるまで今の苦しみや日常の毒にやられる

ことを甘受するしかないよね？』 

 

です。 

 

●最後に 

 

鮒谷周史劇場の登場人物にはなれてないけど、メルマガ読んどるし、音源買って聴

いとるし、劇場には足を運んで観客席には座れてるかな？ 

この先も鮒谷さんを見届け続けるチケット持ってて良かったな～(≧∇≦) 

この先もぶち抜けて圧巻の存在とは何ぞやと言うのを見せ続けてください。  

（Ｔ．Ｈ様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

鮒谷さんの質問に対する向き合い方、気を入れる、価値を渡すという本気度

が伝わる圧倒的なボリュームでした。  

「日記放談会（Q&A 編）音源」を聴かせて頂きました。 

鮒谷さんの質問に対する向き合い方、気を入れる、価値を渡すという本気度が伝

わる圧倒的なボリュームでした。 

 

質問力＝コミュニケーション能力というメルマガ、そして冒頭での質問力＝学ぶ

力というお話を聞いて、ドキドキの冷や汗ものだったのですが、コミュニケーショ

ン能力や学ぶ力、質問力、シミュレーション能力といった自分が欲しい力は全て繋

がっているのだとわかりました。 

 

音源内で繰り出される質の高い質問についての返答から気付かされた事も沢山あ

りました。しかし質問した側として、自身の質問くらいは自分で拾おうと思いま

す。自分の質問 No84「実は後ろ向きだったと気付いた時の過去日記の扱いにつ

いて」の感想を述べさせて頂きます。 

 

結論から言いますと鮒谷さんからは成長の軌跡を楽しめるので当時の日記を残し

て置いたら良いとのご返答を頂きました。これで心置きなく日記は自らの成長の

記録として残しておきたいと思います！ありがとうございます。 

 

そして、今回自分として気付きを得たのは質問を文章化した時にもありました。 

 

「後ろ向きな表現を使っていたと気付くには良い言葉を集める訓練をすれば、自

分で気付けるようになる？と思うのですが」 

 

というおかしい文章に途中で「？」を入れてしまっている質問ですが、「？」が入

る事で、まだこの考えは自分の中で確信にまでは至っていないと気付きました。 

結局「？」はそのままに送信してしまったのですが「？」一文字分に秘められた自

分の感情に気付く事ができたのは文章化の効果だと感じます。 

文章化することで、自身の無意識的な考えを発見できるツールとなります。 

今回は質問でしたが、普段では日記がその役割を果してくれるはずです。 

 

鮒谷さんの音源は準備ができている人にとっては即効性のあるものだと思います

が自分のような人間にとっては遅効性の良薬です。1 回や 2 回聴くだけでは効果

がすぐ消えるというか、浸透しきらない場合でも毎日聴く事によって徐々に徐々

に染み込んでいく感じです。 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

最近ネットニュースで、50 代で孤独死をした一人のファンの為に追悼ライブをや

るシンガーソングライターの有坂愛海という方を知りました。 

悲しい結末ではありましたが、まるで漫画のようなアーティストとファンの物語

性から彼女に「平等じゃない」とメッセージを送った人もいるようです。 

 

それに対して有坂さんは 2016 年に発言していた 

 

「ファンは平等っていうけどさ 10 年間毎回毎回欠かさずライブに来て今までに

何十万と何千日と使い時間も金も愛も注いでくれてワンマンで花手配したり友達

誘ってくれたり人生をかけて全力で一緒に走ってくれるファンと行けないけど頑

張ってとかゆークソリプだけする人が同じなわけないじゃん」 

 

という自身のツイートをリツイートしていました。 

 

これを見た時に自分の中で 

 

「変わりたいと口だけで言う人間と変わる為に毎日毎日、時間も金も行動力も注

いでる人間の結果が同じなわけないじゃん」 

 

という言葉に置き換わっていました。そして人生をかけて全力で取り組む人と、頑

張りますと口にするだけの人間の結果も同じになるはずがありません。 

何かを触発されるようなことがあれば、こうした考えができるようになったのも

遅効性の薬が効いてきて、日記を意識し始めてからです。 

亡くなったファンの方が毎回毎回欠かさずにライブに行っていたように、音源を

聴くのも日記を書くのもやはり毎回毎回が大事なのだと思えました。 

 

自分はまだまだ日常の引力に負ける事の方が多く、変わりたくても変われない 3

＋7 音源は絶対聴かねばならないと思いますし、今よりもっと物語を自在に操れ

るように物語音源も聴かねばならないと、既に買ってもないのに買っている状況

になっております。まだ他にも欲しいなと思うものもあり、北斗の拳セールス恐

るべしです。 

今後ともよろしくお願い致します。  

（Ｎ．Ｓ様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

すべての質問にひとつひとつ答えてくださり、鮒谷先生から圧の高い、骨太

のお答えをいただいた 7 時間でした。  

この度は日記音源のＱ＆Ａ放談会にご招待いただきましてありがとうございま

す。 

 

午後 1 時半からスタートするならば、終了時間は 6 時か 7 時くらいかなと思って

いたらまさかの午後 9 時まで。鮒谷先生、お疲れさまでした。 

 

すべての質問にひとつひとつ答えてくださり、鮒谷先生から圧の高い、骨太のお

答えをいただいた 7 時間でした。 

 

今回感じたのは、鮒谷先生が日記を通じてとてもとても高い場所を目指していら

っしゃること。普段より一段厳しめのご回答が多かったのですが、メルマガの文章

はある種人口に膾炙したもので、本当の鮒谷先生はもっと別の場所にいらっしゃ

り、見ているものが次元が全く別なのだろうと思ったのです。 

 

今回のＱ＆Ａで一番得たものは、厳しい言葉と誉め言葉がミックスされた環境に

あってこそ、人は成長するという実感です。ある程度、年を重ねるとなかなか人は

思うところを正直に伝えてくれませんから、厳しいご回答をいただけたことが日

が経つにつれ、どんどんありがたいものになっていくのを感じています。 

 

途中で失礼してしまいましたが、前日の集中する会とともに、普段みることのない

次元に入ったような時間をすごさせていただきました。 

本当にありがとうございました。  

（Ｒ．Ｏ様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

ここまで日記を書く大切さ、を Q&A を通して知ることが出来ました。  

私も自分なりの日記を実際に書いて数ヶ月が経っております。 

ToDo リストの延長上、夜寝る前に一日を振り変えるというような形から入って

みたが実はやってみると書く気が進まない。 

 

とにかく 1 日 1 件最低何かを感じたときに出来るだけ早く書く、を目標に書いて

1 ヶ月、2 ヶ月...これは続いています。 

 

以下印象に残ったこと。 

 

＜出てきたそのときに＞ 

インパクト、ビックリマークが立ったとき。そのときが「書く時」だということ。 

後から書こう、なんて思っていたら忘れてしまうし。きれいに書こう、としたら完

璧までは遠くなる。 

書くことでまずは定着させることを第一に書くことが出来るようになった。 

 

＜本気度があるか＞ 

目標があるから日記を書く、未来につながる第 2 領域としてとらえるようになっ

た。 

 

ここまで日記を書く大切さ、を Q&A を通して知ることが出来ました。 

 

これから先は方法論で安易にアドバイスをもらおうとするのではなく、自分は日

記（の先にある目標）に対して本気か？という問い続けながらやっていこうと思い

ます。 

 

ありがとうございました。  

（会社員 Ｒ．Ｔ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

日記 QA 音源は日記の細かい部分について、鮒谷さんの考えが語られてお

り、大変勉強になりました  

日記 QA 音源は日記の細かい部分について、鮒谷さんの考えが語られてお

り、大変勉強になりました。 

 

冒頭から鮒谷さんの質問力について触れられており、ここまで具体的に質問につ

いて細分化したことがなかったため、今後質問をする際にとても有用だと感じま

した。手書きか web かという点についても、基本的にはツールではなく自分のや

りやすい方法で続けることが大切という点が印象的でした。また、負の言葉は日記

には書かないという点、負の言葉は書くと悪循環を呼び、言葉によって状況に許し

を与えている状況だという点についても私の場合は、客観的に状況を記載してい

るつもりであっても、どうもできていないことにフォーカスしがちなため負の言

い方ではなく、よりプラスになるような書き方にしていこうと気づきを得られま

した。 

 

また、おすすめの本やナンパの話もあり、幅広く楽しめる音源でした。 

こういった、鮒谷さんの琴線に触れた作品の紹介もありがたいなと感じまし

た。  

（Ｙ．Ｎ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

効果については大きく出たというわけではありませんが、何やら少しずつで

すが自身の課題であった「行動力を高めること」はできているように思いま

す。  

購入後、何度も聞き直しています。 

 

私は「時々刻々の記」をつけることで、思いつくことがそれこそ無数に思いつくこ

とから、記述する時間に追われるようになりました。どうしても時間が取れない際

は、スマホや PC で思いついたことが揮発しないようにメモを取り、後で手書きし

ていますが、すべてを消化することができていません。 

 

効果については大きく出たというわけではありませんが、何やら少しずつで

すが自身の課題であった「行動力を高めること」はできているように思いま

す。 

 

ただ、目標設定音源を購入していないことから、目標達成の手段である「時々

刻々の記」をつけるだけでは効果が薄いように感じています。これらの課題

を感じていますので、目標設定音源や時間の天引き音源を購入したいと思い

ます。  

（コンサルタント Ｔ．Ｔ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

  

本音源によって、目標設定および日記に対して、自分自身が、「分かった気

になっていた」あるいは、「抜け落ちている」部分がたくさんあったことに

気づけましたので、今後は、これを各種音源の「復習用音源」として「確認

テスト」的な位置づけで活用させて頂こうかと考えております。  

今回の音源の最大の学びは、鮒谷さんの常々仰っている「気を入れてコミュニケー

ションをする」ということの真骨頂を目の当たりにできたということです。 

 

それは、超長時間にわたって、膨大な質問に対して、丁寧に真摯に対応されている

姿です。 

正直、鮒谷さんとしては、 

 

「音源で全部話をしているやつじゃん、ちゃんと聞いてくれよ」 

 

と感じた質問が 70%（いやもっとでしょうか）くらいだったのではないのかと感

じる部分もあったのですが、丁寧に、さらに詳しく、具体的に話をしてくださる姿

勢は勉強になりました。 

 

一方で、本音源によって、目標設定および日記に対して、自分自身が、「分かった

気になっていた」あるいは、「抜け落ちている」部分がたくさんあったことに気づ

けましたので、今後は、これを各種音源の「復習用音源」として「確認テスト」的

な位置づけで活用させて頂こうかと考えております。 

 

この度もさらに学びが深まる音源をご提供くださりまして、本当にありがとうご

ざいました。 

 

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。  

（Ｍ．Ｎ様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

今回の Q&A 音源は、質問ごとに詳細な回答を含む盛りだくさんの内容であ

り、これからも繰り返し聞くことで目標達成に役立つ気づきがさらに得られ

ると思っています。  

以前日記放談会の音源を拝聴し、自分も日記を書こう！と毎日とはいきませんが、

少しずつ書けるときに書いています。ただ、いざ日記を書こうとしても何を書けば

いいのか漠然としていて、その日の気づきを何とか文章にしてみるのですが、自分

で書いていて意図がぼやけているのが明らかに分かるような内容ばかりです。 

 

今回日記放談会（Q&A 編）を拝聴し、そもそも日記を書くのは自分の目標とそれ

に紐付く意思決定基準を再認識するためのものである、という部分にまずは「は

っ」とさせられました。さらに、高い目標をはっきりと意識すればするほど、びっ

くりマークが立つはずであり、日記のネタも自ずと見つかるしネタが尽きること

はあり得ない、と断言されていたのが大変印象に残りました。 

 

思えば自分の目標は箇条書きに書いただけで、あまり見直しておらず、そのため意

識することが少なかったのではないか、と反省しています。以前目標設定（Q&A

編）音源の中で目標は箇条書きではなく、「文章」にまとめるのが良いとおっしゃ

っていたところを思い出し、まずは箇条書きにした目標を仮の Being に文章でま

とめ直し、日記を書きながら随時更新していこうと思います。今回購入したのは

日記の Q&A 音源でしたが、私にとっては日記放談会音源以上に現在の目標

の不十分さに気づかせてもらえた音源でした。 

 

今回の Q&A 音源は、質問ごとに詳細な回答を含む盛りだくさんの内容であ

り、これからも繰り返し聞くことで目標達成に役立つ気づきがさらに得られ

ると思っています。 

 

今回の音源も多くの学びをいただき、ありがとうございました。  

 

（Ｔ．Ｎ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

他の方から寄せられた質問に対しての鮒谷さんの回答が、日記を書くことの

効用に対する私の認識を高次元へと引き上げてくれることとなり感謝して

おります。  

私の質問に対しお答えいただいたことは、即座にその後の日記の書き方に活用さ

せていただいています。ありがとうございました。ただそれ以上に、他の方から

寄せられた質問に対しての鮒谷さんの回答が、日記を書くことの効用に対す

る私の認識を高次元へと引き上げてくれることとなり感謝しております。 

 

いくつもの気づきがありましたが、その中でも、「ジグソーパズルの喩え」が印象

に残りました。日記を書く、つまり思考を文章にすることにより論理の整合性が確

認されることとなる。もしそこに矛盾があれば、そこで思索をさらに深め、言語を

１つずつ定義していき、それらをパズルのピースのように埋めていくと、ある時、

全てのピースが矛盾なく敷きつめられることとなり、最後にそこに描かれていた

ものの何たるかが全て明らかになる。このように聞かせていただき、日記を書くこ

とに力を与えていただきました。 

今はまだ、ただただピースを埋めることに必死で、そこに描かれているものがはっ

きりとした像を結んではいませんが、これを続けていけば、いずれ眼前に素晴らし

い作品が現れるのだと、鮒谷さんのお言葉を聞いて勇気が湧いてきました。 

 

メメントモリのお話しも出てきましたが、私の目指すところも、死を前にして「良

い人生だったなぁ」と後悔なく生を終えるところにあります。ここまで日記を書い

てきて思うのですが、明日をも知れない人の命ですから、今日という日をやりきっ

たと満足のうちに終えることができなければ、明日はやって来ないかもしれない

し、一生もやはり後悔のうちに終えることとなるだろうと。 

 

完成ということはないのでしょうが、それでも私にしか描くことのできない作品

を、悔いの残らないよう描き続けていく、そんな気持ちでこれからも日記を書き続

けていきます。日記を書くことは、人生というキャンバスに筆を入れていくこと。 

鮒谷さん、こんな素敵な取り組みを教えていただき、改めてありがとうござ

います！  

 

（株式会社イーハトーブ こばやし接骨院 小林 正佳 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

日記を書くことで今まで以上に言葉を大切にしなければならないという意

識が自分の中では少しずつ芽生えてきているように思います。  

日記に関する Q&A の音源、大変勉強になりました。 

 

冒頭の鮒谷さんの「そもそも質問とは？」というお話から最後の質問と回答まで拝

聴させていただき、まず日記云々という前に質問というものについて気づきが

ありました。 

いくつかの分類法があるとしたら、その一つとして質問には 2 種類あるのではな

いか、と感じました。一つは「自分の知らない世界に踏み出すため」の質問で、も

う一つは「自分の知っている世界に止まるため」の質問です。 

 

前者の方は、「今いる場所からなんとか抜け出す方法をみつけたい！」という気持

ちに裏打ちされているので、鮒谷さんが仰っていたように質問を受けた側にも

「！」が立つのではないでしょうか。反対に後者は、自分が今いる場所から抜け出

せない（抜け出そうとしない）ことを正当化するためになんとか理屈をみつけだそ

うという気持ちに裏打ちされているように思います。 

 

自分がこれまでどんな質問をしてきたか。もしくは質問しようとして心にどんな

言葉を浮かべてきたか。振り返ってみると、かなりの割合で後者のほうが多かった

と思います。 

すなわち、自分では「変わりたい！」と思いながら、一方では巧妙に変わらなくて

もいい理由を探し出そうとしているような心性をずっと抱えて生きてきたような

気がします。 

 

そしてそれは日記においても同じようなことが言えるのではないか、と音源を聴

きながら思いました。 

 

日記を書き始めると「一つでも多くのことを書かなあかん！」という気持ちが働い

て、たしかにアンテナは立つようで、いつもなら素通ししていたような事象もひっ

かかるようになる気はします。ただそのアンテナにひっかかったものが本当に自

分の心まで震わせているかというと、存外そうではなくて、自分を「今いる場所か

ら発生する引力」から解放するようなパワーは生み出せるようなものではないこ

とが多いんだと思います。 

けれども自分では「うわ！気づいた！よかった！」と満足してしまい、その場に居

座り続けようとしている自分の姿が見えなくなってしまうのではないでしょう

か。 



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

逆に自分の心が本当に揺さぶられ日記に書き込んだ記述はキラキラしていて、そ

れを元ネタとして外部に発信しようとした時にも「早く書きたい！」という気持ち

になったり、書いていてもどんどん次の言葉やイメージが誘爆的浮かんでくるよ

うな感覚を味わうことが多いです。 

そういう日記の記述のヒントは、そう考えてみますと、自分が今いる場所とは違う

ところからもたらされることが多く、やたらめったら「アンテナたてな！」と思っ

ているような時ではなく、自分が素直に感動したり誰かに感謝したり、時には「痛

い！」という思いをした時にやってくるような気がします。 

 

日記を書くことで今まで以上に言葉を大切にしなければならないという意

識が自分の中では少しずつ芽生えてきているように思います。鮒谷さんの域

にはまだ遠く及びませんが、私の生活にとっても日記は、時々刻々の記は、も

はや欠かせぬものになりました。 

 

ありがとうございました。  

 

（大阪 ECO 動物海洋専門学校 獣医師 渡邊 力生 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

鮒谷さんは具体と抽象の往還作業により理解度が深まると仰いますが、目標

と日記はまさに抽象と具体の往還作業。このどちらも磨きながら求める人生

になるよう日々の気づきを書き綴っていこうと思います。  

日記放談会 Q&A 音源を聞いて、日記は目標達成のツールであり鮒谷さんのいう

人生が変わる日記になるには、まずは目標と日記をどれだけ紐づけていくかにか

かっていると感じました(´∀`) 

 

ただし日記を書く事で目標がより明確になることも多く、大事なのはそのバラン

スなのだと聞きながら感じました。 

 

日記を最低毎日 1 つ書く事を課していますが、そのレベルで目標に対して思いを

致しているかと問われると、(大した量の日記を書いてないのは承知で)そうではな

いなと。 

 

鮒谷さんは具体と抽象の往還作業により理解度が深まると仰いますが、目標

と日記はまさに抽象と具体の往還作業。このどちらも磨きながら求める人生

になるよう日々の気づきを書き綴っていこうと思います。 

 

今回は貴重なお話の音源を聞かせて頂きありがとうございます。  

 

（営業職 Ｋ．Ｓ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

  

全体を通して鮒谷さまが本当に言葉を大事にされている、言葉の持つ力を十

二分に利用されていることがよくわかりました。  

まず最初に鮒谷さまが話された質問の仕方、内容については、私自身も思い当

たる節があり非常に勉強になりました。その中でも「暴投というか敬遠の球を

ほってもホームランにしてくれるだろう」といわれた比喩がとても刺さりました。

なるほどいろいろ説明するよりも比喩を使うことによりこんなにわかりやすく刺

さるものなのかと実感しました。 

そして全体を通して鮒谷さまが本当に言葉を大事にされている、言葉の持つ

力を十二分に利用されていることがよくわかりました。 

 

日記、目標においてもその最小単位の言葉がとても重要であるとわかりました。 

私も今まで以上に言葉を大事にしていきます。そして言葉に注意しながら日記、目

標を確認していきます。今回も新たな気づきをありがとうございました。  

 

（Ｋ．Ｉ 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

日記の具体的な書き方はもちろん、陥りやすい罠や注意点を具体的に指摘さ

れており、もっと自分の人生を昇華させられるように何回も聞き直して金メ

ッキを貼り続けていこうと思います。  

今回も非常に濃い内容の音源で何回も分けてお聞きしました。 

 

今のところ、日記は毎日書いていないのですが、音源にもありました通り、基準が

低いと思っております。もっと基準が高い目標をこの GW で掲げ直してまずは毎

日日記を書くことをしていきます。 

 

日記の具体的な書き方はもちろん、陥りやすい罠や注意点を具体的に指摘さ

れており、もっと自分の人生を昇華させられるように何回も聞き直して金メ

ッキを貼り続けていこうと思います。 

 

日記以外のお付き合いしたくない人の話や睡眠時間の話も参考になりました。 

 

今回もどうもありがとうございました。  

 

（Ａ．Ｋ 様） 

 

 

  



■当音源（鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編））はこちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 
 

 

  

あなた様の 

 

『鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生を、 

 日記を書いて蘇生させた話」放談会（Q&A 編）』 

 

のご購入をお待ちしております。 

お求めは下記リンクよりどうぞ。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/10190218 

当音源の姉妹編となる、 

 

『鮒谷周史の、圧巻！「転落続きの人生が、 

日記を書いたら蘇生した話」放談会音源』 

 

は以下よりお求め頂けます。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5955812 


