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今回の音源は『時間に関する放談の宝石箱や！」という印象です。鮒谷さ

んの様々な切り口での放談に思わずやれそうな、「その気」が湧いてきまし

た。  

◆ちょうど時間管理の重要性について考え行動し始めたところにこの音源の販売

でした。 

鮒谷さんのメルマガですでに種を蒔かれていて実が育ってきたところを収穫され

るイメージも否めませんが・・いずれにしても収穫する（される？）喜びや気持

ちよさが感じられるようになってきたのも今の自分の成長なのではないかと思っ

ています。 

 

音源の中にもある『着想、熟慮、断行』のシステムが出来上がりつつある

ようにも感じています。いま「重い機体の飛行機が長い助走の期間を経て

飛び立つか飛び立たないかの気持ち悪い？（不安定な状態）から一気に浮

上するためのとどめ（補助推進力）のイメージ」で購入を決めました。「お

前はすでに買っている」の状態を改めて実感することとなりました。 

 

実際、この感想も以前の私ではありえないスピードで書けるようになって

きており、この辺りが日々の修行の成果ではないかと自負しています。 

 

◆前置きが長くなりましたが今回音源の「気づき」を３つほど書かせていただき

ます。 

今回の音源は『時間に関する放談の宝石箱や！」という印象です。鮒谷さ

んの様々な切り口での放談に思わずやれそうな、「その気」が湧いてきまし

た。新たな着想が得られることとなり後は「着想と断行はセット」ということで

すので断行することが必須なのでしょう。 

 

◆5 つの話を聞いてみて頭にふと浮かんだのは 

 

『敵を知り己を知れば百戦あやうからず』 

 

という言葉です。怠けグセだったり、先延ばしグセだったり、楽に流れがちな人

の心をあえて敵と表現するならばまずその特性を正しく理解して、その原理原則

ともいえる特性を踏まえたうえで「自分独自のシステムなど環境を整える」こと

が大切だと思いました。 

 

それによってこれからも現れ続ける敵に対して対処できるツールが身につくので

しょう（実際のところは敵とうまく付き合っていく感覚を大事にしたいと思って

います） 

 

◆習慣作りには共通する部分があると思いますが「時間の天引き習慣」は「貯金
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習慣」と同じだと改めて感じました。お金を貯めるコツはまとまった金額をあら

かじめ差し引くことつまり「給料からの天引き」を習慣にするのが一番です。若

い時のことを思い出すと最初は上司に進められて、気が乗らないながらも「天引

き」をはじめて最初は苦しくて、何度も解約しようと思いましたが、そのうちだ

んだん慣れていきました。その結果、数年後にはまとまった金額を得ることがで

きて「天引き習慣」に感動したのを思い出しました。 

 

「種を蒔き続け、適切な手入れを続けていく良質な生産習慣は必ず収穫の

時をもたらしてくれる」ということを今回の音源であらためて気づかせて

いただきました。 

 

今回も様々な気づきをありがとうございました。  

（石田 弘之 様） 
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実際、一年前に立てた目標がすべて叶っているわけでは無いですが、少な

からず進んでいます。仲間もいます。これは、間違いない、と確信できま

す。  

貴重な話、いつもありがとうございます。 

 

まず、今回、お聞きして改めて思ったことです。 

それは、第 2 領域に時間をぶちこむために必要な事は、まずは目標を持つこと。

次に、その目標があったとしても、それを推進させるための環境を作ることが、

また必要なことであると知ることができました。第 1 領域を終えた後、第 3

領域、第 4 領域に流れていくことも多々ありますが、今回、音源を聞い

て、考え方を変えることができました。 

 

第 2 領域とは、未来に残るものか？資産になるものか？で、判断できると思いま

す。YouTube や漫画やゲームなど、見たいなぁ、と思った時に、これは未来に

残るのか？と自らに質問が生じると、あかん、やめとこう！という制止、警告に

なり、気づきになっています。資産になっているかどうか？例えば、漫然と

YouTube を見ていて、1 億円プレーヤーになれるのか、と思うと、これではな

れんなぁ、と思います。また、第 2 領域の予定、他人との約束を、日曜日の朝に

入れる、というのは非常に有効だと思いました。ちょうど、同じような熱い思い

を持っている友人がいるので、声をかけてみようと思います。 

 

結局のところ、第 2 領域に、時間やお金を、先んじてぶち込む、予定を入れるこ

とがとてつもなく大事！と思います。その、ぶちこんだ時間が多ければ多いほ

ど、続けば続くほどに自尊心が高まり、成果も出て、さらに投資をするようにな

っていく。好循環につながる、と思います。 

 

実際、一年前に立てた目標がすべて叶っているわけでは無いですが、少な

からず進んでいます。仲間もいます。これは、間違いない、と確信できま

す。その感触があるからこそ、やれば結果が出る、と思えて、更に、資産

を築いていこう、と心が燃えてきます。 

 

資産が積み重なる日々を繰り返し、脳内の仕組みを変え、苦行が喜びに変わる、

そんな感触をさらに高めていきたい！と思います。最後に、今回、音源を聞いて

心に残った言葉は、粛々と淡々と、資産を積むです。第 1 領域であったとして

も、捉え方次第で第 2 領域にもできますし、第 3 領域、第 4 領域ですら、捉え

方次第でどうにでもなると思います。 
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先んじて、第 2 領域の予定を入れ、ぶち込んでいける環境を作っていきたいと思

います。 

 

今回もありがとうございました。 

繰り返し、聴き、心を燃やしていきます。  

（中神 勇輝 様） 
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鮒谷さんのある種の「突き放し」のくだり、本当にその通りで、愛のある

叱咤激励と受け止めるのと同時に、明日からの GW、まだまだ準備を重ね

て気を引き締め、自らをトレーニングしていく 10 日間！させて頂く決意

を固めました。  

購入してから一年経ち、今更ではありますが、「時間の天引き音源」を 4 セット

分、聴かせて頂いた感想を、以下書かせて頂きます。 

 

そもそも汎用性の高い「タイムマネジメント」に関する内容ですが、GW に入る

直前のタイミングで、とてもタイムリーに心に響いております。私をはじめとし

て、恐らく多くの人が「タイムマネジメント」について、人生を向上させ

る意味で腹落ちできていないのでは？という強烈な問いと危機感が生まれ

たからです。 

 

世の中、「タイムマネジメント」について、単純に仕事を器用にこなし、世渡り

していく範囲内での文脈で捉えられている事が多い気がします。しかし、「タイ

ムマネジメント」を高い目標設定という文脈に紐付けて捉えると、自ずか

ら「どうやって、第 2 領域に関わる時間を捻出していくか？」という問い

に嫌でも直面せざるを得なくなります。 

 

なぜなら、普通に意識せずに生活していたら、目先の第 1 領域をこなすだけで精

一杯で、第 2 領域に注ぎ込むリソースが気付いた時には、枯渇してしまっている

事に気付き、今更ながら愕然としたからです。そして、どれだけ「タイムマネ

ジメント」を自分の人生において軽く捉えていて、真剣に考えて取り組ん

で来なかったか。という現状のお粗末さにも直面せざるを得ませんでし

た。 

 

限られたリソースにおいて、高い目標を達成していくには、どう考えても、未来

に繋がる「第 2 領域」に取り組み続けることにコミットし、小さい成果を超速で

積み重ねて複利で回して積み上げていくしかない、積み上げていきたい！という

意識にシフトせざるを得ません。...という事が頭に浮かんでもなお、第 2 領域は

緊急でないだけに、油断して気を抜くと直ぐに先送りし、目先の第 1 領域に追わ

れて片付けてホッとしている間に、直ぐ様第 3、第 4 領域にエネルギーを削られ

てしまうのが実態です。 

 

もう、そんな有り様から目を背けず、「モチベーション」とか「やる気」でなん

とかせねば...という思考は、いい加減投げ棄てて使わない、という前提に立ち、
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そこを意志の力ではなく、仕組みの力で是正し、習慣化していく。最初はこの習

慣化、仕組み作りがひたすら地味で、成果が出るまでタイムラグがあるので、ポ

キポキ折れる前に、人を巻き込んで習慣化するという取り組みに、最近、ようや

く着手できたところです。 

 

今回の音源では、 

 

「第 2 領域に時間を取れるのと、実際に取るのとでは大違い」 

 

という言葉が、特に突き刺さりました。 

 

また、 

 

「できません、と言っても、その人の人生ですし、その人の自由なので」 

 

といった鮒谷さんのある種の「突き放し」のくだり、本当にその通りで、愛のあ

る叱咤激励と受け止めるのと同時に、明日からの GW、まだまだ準備を重

ねて気を引き締め、自らをトレーニングしていく 10 日間！させて頂く決

意を固めました。 

 

目標設定の棚卸しと再設定、環境作りのための TODO を鬼のように GW

でこなしまくる計画です。 

 

今後とも、よろしくお願いいたします！  

（船津 忠文 様） 
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「時間の天引き」という題名から想像していました内容とは全く違い、う

れしい方向に想像を超えており、今回も非常に衝撃を与えていただきまし

た。  

実際に音源を拝聴し、今回も驚きの内容でした。 

「時間の天引き」という題名から想像していました内容とは全く違い、う

れしい方向に想像を超えており、今回も非常に衝撃を与えていただきまし

た。 

 

どこに衝撃を与えていただいたかと言いますと、やはり、人間というものは、基

本的に怠惰でどうしようもない存在であることを前提に、やる気があるうちに、

事前に仕組みを作ってしまう。 

 

その発想が、言われてみればその通りであり、実際にできる人は実行されてい

そうなことであり、できない人に限って、より必要なのにも関わらず、絶

対に行っていないこと。まさに奥義中の奥義をこっそり聞いてしまった。 

 

そのように思い、衝撃をいただきました。ありがとうございました。 

 

そして、その仕組みの中で、環境を買うという発想。 

 

人間関係も含め、できる人の仲間入りをするためにも、日頃から、どうしたらで

きる人の仲間入りができるのか、作戦を練ること。 

 

目標設定からの逆算から、時間の天引き。鮒谷さんの音源のすべてがつな

がってくる感動。 

 

本当にありがとうございました。  

（Ｈ．Ｎ 様） 
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おそらくは多くの人ができていないであろうことを、どうにかできるよう

にしよう、そのためにはどうすることができるだろう、という（広い意味

での）生産性の向上を目指し続けた一人の人間の成果の一部を、たったの

数万円で得られるというのは、お得としか言いようがありません。  

● 

会社づとめもせず、会社経営もせず、辛うじて携わっている「仕事」もおそらく

は「平成・進化論」のメインの読者層と大きく異なる関係で、音源をばしばし買

うべき時期ではないかな、と感じられることもありましたが（というより、今ま

でずっとそんな気持ちだったのですが）、研究に上手く時間を回せていないのを

心苦しく思うことが多く 

 

——「（金がないとはいえ）時間はあるのに仕事も大量にあって進まない！どう

しよう！」という状態です——、 

 

この音源からは明確に何か得られそうだな、という直感があったので、購

入させていただいた次第です。 

 

「古典」とされる類の書籍の内容も恥ずかしながらよく存じ上げないということ

もあり、第二領域に（様々な意味での）資本を投入していく、ということは、い

っそう新鮮に思われました。現状、第一領域（気持ちとしては第三領域ですが）

にあたる諸々の事務作業を除けば、第二領域（文献を読み、論文を書く）しかな

い状態で、それはそれでよいのですが、（だからこそ？）先延ばし癖がどうし

てもとれず悶々としていたところ、一筋光が見えたような気持ちです。 

 

音源を買って聴いてから本業のペースがかなりよくなり（フロー状態）、

この時間を他のことに費やしたくないな、と思っているうちにしばらく経ってし

まいましたが、そろそろ頃合いだと思いますので、簡単ですが、感想をお送りし

ます。 

 

●人を巻き込むこと 

 

特にその 1 で言われていたことですが、人を巻き込む、アポをとることで生活を

オーガナイズするということは、確かに言われてみればそうだな、と感じさせら

れました。 

 

授業がない夏休みに「よし、思い切り論文を進めるぞ！」と思ってもだらだらし
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てしまったことは記憶に新しく、また逆の例としては、定期的に大学で授業があ

ると生活は整いやすく、授業準備に割く時間を考慮に入れても、力を注ぐべきこ

とがら（学位論文）にも効率よく取り組むことができる、ということがありま

す。 

 

ですから、「ああ、そうだよなあ」と思うと同時に、「ビジネスの世界の第一線

で活躍されている方でもそうなのか、似たような怠惰に陥ってしまった経験があ

るのか」と驚きつつ、安心しつつ、 

 

しかしそうした弱さに甘んじるのではなく、対策をきちんと立てねばならない、

ということを改めて感じました。具体的なお話からも、そうした対策は立てうる

ものだ、という若干の希望を持てました。 

 

飛行機乗りまくり・新幹線乗りまくり・アパートを借りる、ホテル宿泊、などは

私にはまだ（試すことさえ）難しいのですが、さしあたり耳栓とノイズキャンセ

リングヘッドホンを持って図書館に籠もるというかたちで、人の目が適度にあっ

て、かつお喋りに陥ることのないような、いい感じに集中できる場を確保できる

ようになりました。市内の複数の図書館をはしごする、というかたちで、マンネ

リ化もなんとか避けられています。 

 

図書館での個人作業は、人を巻き込んでいるというよりは、なんとなくゆるい相

互監視の中に身を置く、ということにすぎないわけですが、十分な改善になって

います。 

 

●パソコンを使わないこと、あるいは音源の利 

 

音源特有のことではなく、普段からメルマガでもしばしば読ませていただいてい

ることとして、 

 

「キーボード叩いてる時点で物理的にロスが発生している」 

「頭と口以外動かなくても仕事できる」、 

 

という格言（？）があるかと思います。 

 

戦っているフィールドが違う以上、「完コピ」する必要もないだろうと思い、こ

の種の言葉は軽く流している節があったのですが（汗）、コンテクスト込みの音

源というかたちで同じ内容を聞いてみると、（手前味噌で恐縮ですが）こんなこ

とを思い出しました。 
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というのは、パソコンのない時代、およそ 800 年前の西ヨーロッパで、大学の

教授たちは自ら筆を執る（正確には「羽ペンを執る」わけですが）一方で、かな

りの部分を複数の秘書に口述筆記させていた、ということです。 

 

大きな理由は、思考の速度に手を動かす速度が追いつかなかった、ということだ

と考えられます。たとえば西洋中世最大の哲学者・神学者として知られるトマ

ス・アクィナスの残した手稿の筆跡は「読解不可能な文字」として有名で、いく

つかの写本は web でも閲覧できますが、本当に読めないのですね。自分で書か

ねばならないときには、手が思考の速度に追いつかなかったということでしょ

う。こうして読めなくなることを避けるためにこそ、普段は猛烈なスピードで話

して、複数人の秘書にガンガン書き取らせた、というのが事実だと思われます。

言ってみれば、トマスにとっては「ペンを握った時点で物理的にロスが発生して

い」た、ということなのだと思います。 

 

もちろん、中世の優れた頭脳を現代の凡人が即座に真似することは、能力の点で

も環境の点でも困難ですし、なによりキーボードを叩くことでしか浮かばないア

イディアがあることや、自らのテクストを最大限支配したいという欲望そのもの

を否定するのはどうしても難しいところですが（汗）、 

 

パソコン（に限らず、広い意味での道具）に触れることで失われるもの——たと

えば、多機能すぎるがゆえに生じる認知の収奪——も考慮にいれたとき、道具と

の付き合い方という点は一度真剣に考える必要があるな、と改めて感じました。 

 

どういった機材を使うか、どういったソフトを使うか、キーボードレイアウトは

どうするか......などといったことは、勿論私は考えなくてはならないのですが、そ

もそもテクノロジーそのものが認知のパイを蚕食するのをどこまで許すか、とい

う点に目が向いた、ということです。 

 

具体的に始めていることとしては、単純に、キーボードやディスプレイに向き合

う時間を減らしています。やっていることの性質上、読書ノートは電子的にとら

なければ効率が落ちる面も大きく、また、どうしても最終的なアウトプットはど

うしてもパソコンになるので、概ね、紙で一度とったものを画面で簡単にまとめ

直す、ということにしています。 

 

ペンとキーボードという異なる 2 つのチャンネルを介して 2 度書くことで、精

密に読めている実感がありますし、実作業時間も結局減り（生産性の上昇）、何

より単純に、疲れ目が多少改善されました。 
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この点に関してはまだまだ途上ですが、適切に書き続ける、というさしあたって

の目標との兼ね合いから、長期的にバランスの良いシステムを構築していきたい

と考えています。 

 

一般的な話をすれば、こうした経緯から強く感じたのは、読み流していた内容、

知っていてもスルーしていた点についても、音声という別のチャンネルで聴いて

みることで新たな発見・新たな心の動きがあるな、ということです。 

 

●とにかく試してみるということ（僭越ながら、おすすめの言葉） 

 

音源は（というか普段のメールマガジンもそうですが）人間の弱さ・情け

なさ——一人でいるとだらけてしまう、などといった——を理解し認めた

うえで、じゃあどうするの、という視点を持つもので、何も超人的なこと

は求めていません。 

 

おそらくは多くの人ができていないであろうことを、どうにかできるよう

にしよう、そのためにはどうすることができるだろう、という（広い意味

での）生産性の向上を目指し続けた一人の人間の成果の一部を、たったの

数万円で得られるというのは、お得としか言いようがありません。 

 

分野が大きく違っていてもそう感じるのですから、ビジネスを主戦場とされて

いる方にとっては、もっと活かす部分が多いのではないかと思います。 

 

さて、音源から得られる「気づき」というのは、単なる新奇な内容・新し

い知識だけではありません。勿論私にとっては新たな知識が増える場面も

ありましたが、それ以上に音源が重要だと思われたのは、本を読んでいて

も（＝知識として知っていても）行動に移せない、内容を実生活に活かす

ことができない、という罠を脱するきっかけなった、という点です。 

 

音源の中からピックアップされた内容のうち、いくつかは既に実践に移さ

れ、その結果、心苦しさ（「自尊心が毀損された状態」）から、わずかな

がら解放されたような気持ちがあります。 

 

もちろん、音源だけでは得られない「気づき」や、本を読まないと得られない

「気づき」もあるはずです。音源のみでいいとも、音源が万人にとって最良の指

針になるとも思いません。音源が決定的に向いていないという人も、本だけで全

く問題なく回るから音源はいらないという人も、ひょっとしたら存在するのかも
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しれません（こんなことを言って大丈夫でしょうか......）。しかし、少なくとも

私にとって、音源を買ってみるという経験は、停滞から脱するひとつのき

っかけにはなりました。 

 

「仕事術の本はいっぱい読んでいるけれども......」という人や、「どうせど

こかで読んだことのあるような内容しか言わないんだろう......」と思ってい

る方にこそ、音源をおすすめしたいな、と思います。勿論内容の点からして

陳腐ではありません——情報は発信者の実践を通して大きく編集されています

——し、そもそも音源は、書籍等で得られる情報とは入ってくるチャンネ

ルが違います。たとえ内容の点で被るとしても、受け取り方や結果として

出てくるものは全く違うことになる、ということは断言しても良いように

思われます。 

 

● 

 

具体的に音源の内容に関連する記述というよりは、音源という媒体そのものに関

する記述が多くなってしまいました。また、そうでなくても大変長くなってしま

いました。かように長いものであっても、一応は受け取って目を通されるのであ

ろう皆様のご苦労は想像にかたくありません。ご迷惑でなければよいのですが。 

 

何にせよ、今後とも、たびたび買わせていただきたいと思います。  

今回はよい音源をありがとうございました 

（R．H 様） 
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目標を持つ全ての人に一日でも早く聞いてほしい音源だと思いました！  

目標音源、日記音源、物語音源に続いての購入です。 

本音源も、圧巻の内容でした！！ 

 

第 2 領域の時間を天引きすることを習慣化することで、人生が大きく変わ

るであろうことを改めて意識し、今まで自分が膨大な時間を無駄（？）に

してきたであろうことに、大きなショックを受けました。。 

 

もっと早くに聞けていれば、、、 

目標を持つ全ての人に一日でも早く聞いてほしい音源だと思いました！ 

 

本音源をきっかけに、第二領域の時間を天引きし、自分に常に「未来に繋がるこ

とをやったか？」を問い続け、目標に向かって進んで行きます！ 

 

・着想・知っていることと出来ることは違う 

・熟慮・断行のスピードを上げる 

・環境を買ってでもつくる 

・第 2 領域で人生を埋め尽くすことが出来れば、 

とてつもなく高い生産性をもたらす 

・目標があるから、天引きできる。 

・今日、未来に繋がることをやったか？ 

 

今後とも、よろしくお願いします！  

（Ｋ．Ｍ 様） 
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なぜ自分に自信が持てなかったのかの本当の原因が分かりました。  

今回初めて音源を購入させていただきました。大きく２つの衝撃(気付き)があり

ました。 

 

１つは、第二領域の活動がほとんどできていなかったことに気付けたことです。

仕事においても家庭においても、一三四領域を何となく繰り返すばかりで、常に

気持ちに余裕がなく、やってもやっても改善されずに泥沼にハマっていくジリ貧

感をずっと抱えていました。 

読書は好きで『7 つの習慣』も当然読んだことがあり、考え方は知っていたもの

の、表面を知っているだけで行動するところまでは落とし込めていませんでし

た。(鮒谷さんのおっしゃる「知らない人と、知ってるけど行動しない人の結果は

同じである」という言葉がグサッときます。)第二領域に取り組むためにも、まず

は溜まりに溜まっている第一領域をさっさと終わらせていきます。 

 

２つ目は、「自尊心の毀損」のお話です。なぜ自分に自信が持てなかったのか

の本当の原因が分かりました。やらなきゃいけないと分かっていてもやらない

ことによって(自分との約束を破っていたので)、自分でも気付かぬうちに自尊心

が下がっていました。 

 

鮒谷さんの言葉にはエネルギーがこもっていて心に響きます。行動したく

なります。今 3 回繰り返し聴きましたが、これからも繰り返し繰り返し繰り返

し聴いて、第二領域を意識し、行動していきます。 

 

音源を購入して本当に良かったです。これからも宜しくお願い致します。  

（Ｄ．Ｆ 様） 
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鮒谷さんの言葉（レンズ）を通じ、改めて、話を聞くと、「理解」と「実

践」の間にある障壁を容易に、乗り越えられそうな魔法にかけられた感覚

です（鮒谷マジックですね）。  

今回も、「生産性」や「タイムマネジメント」について、生々しい事例、

過去の成功・失敗体験談を引用して下さり、臨場感に浸りながら、楽しく

学ぶことができました。 

 

「7 つの習慣」を 10 回近くは読み、4 つの領域の内容については、ある程度理

解をし、そこそこ、実践しているつもり？で、横着な日々を過ごしておりました

が、いい意味で、鼻をへし折られました（有難いです）。 

 

鮒谷さんの言葉（レンズ）を通じ、改めて、話を聞くと、「理解」と「実

践」の間にある障壁を容易に、乗り越えられそうな魔法にかけられた感覚

です（鮒谷マジックですね）。 

 

第 1 領域は消費活動。徐々に減らしていける（攻めの投資で、将来的にコントロ

ール可）。 

第 2 領域は死守しても確保すべき、投資活動。「攻め」「守り」の投資がある

（絶対防衛線）。 

第 3 領域は、緊急だが、重要度は低い。極力、減らせる（守りの投資でコントロ

ール可）。 

第 4 領域は浪費活動。無くすことは出来ないが、最小限に出来る（だって、人間

だもん）。 

 

（理解が不十分かもしれませんが、一応、学びを言語化しておきます）これまで

に、数えきれない程、第 3、4 領域に敗戦してきましたが、、、波及効果の高

い、第 2 領域の活動（王様）を死守すべく、時々刻々と種まきを続け、まずは、

1 時間、1 日、1 週間の生産性を高めていきます。 

 

ありがとうございました。  

（井手 大輔 様） 
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自分の人生を好転させるためには、主体的に当事者意識をもって未来への

成果物を作っていかなければならないと学びましたし、そのためには、や

はり第二領域の時間を死に物狂いで天引きして設定する必要があると何度

も何度も認識させてくれた有意義な音源でした。  

音源を聞くことにより、時間の天引きについて、ここまで意識してやっていなか

ったことに改めて気づきました。 

 

そして、死に物狂いで天引きするという鮒谷さんの言葉もそこまで本気になりき

れてなかったなという、自分の大反省につながる気づきがありました。 

 

また、スマホに時間や認知能力を奪われているということもこの音源により気づ

きました。スマホを使うことによって、仕事の効率化にも役立てているツモリだ

ったのですが、SNS アプリなどに時間・注意力を奪われる要因にもなってお

り、このことも意識する必要があると気づきを得ました。 

 

自分の人生を好転させるためには、主体的に当事者意識をもって未来への

成果物を作っていかなければならないと学びましたし、そのためには、や

はり第二領域の時間を死に物狂いで天引きして設定する必要があると何度

も何度も認識させてくれた有意義な音源でした。 

 

お陰様で、スケジュールには、自分の今の第二領域の時間を書き込みました。あ

とは、この通り実行することを継続していくように自分と戦っていきます。 

 

今回も貴重な音源をありがとうございました。  

（医薬品企業勤務 Ｍ．Ｆ 様） 
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能動的に第 1、第 2 領域のバランスを整えていくこと、つまり、第 1 領域

の発生源を潰し、第 2 領域を最大化することが必要で、それをするための

ヒント（語るためのヒント）をいただけた、と考えています。  

目標設定音源、日記音源、物語音源を聞かせていただき、日々PDCA を回

しつつ生活しており、私生活の満足度がアップしているのですが、仕事面

での課題を感じており、その中での時間の天引き音源の購入でした。（自

分自身ではなく、組織で成果を出すことの課題です） 

 

上記の音源でも、鮒谷さんは時間の重要性には触れられており、大切にすること

は大事であることは理解して、私生活ではいい具合でまわっているのですが、人

に対して語れるか、というとどうなのか、ということでテコ入れのために購入い

たしました。 

（現状維持に流れがちな組織に対してどうしていこうか、が課題でした） 

 

鮒谷さんのお話を私なりに乱暴（ごめんなさい）にまとめてしまうと、「時間を

天引きしないと、目標なんて達成できないよ」で、それをあの手この手で叩き込

んでいただくことで、以下の気づきを得ることができました。 

 

・具体的にどう時間を天引きし、無駄なこと（第 2 領域以外）から守るのかのイ

メージというかカラクリというか、が見えてきた。 

 

・その作業が第二領域なのか、の自問する（自問させる）ことで作業の仕分けが

できる（捨てる、任せる、仕組み化する）仕分けができると、不要な作業を回避

することができ未来の時間を天引きする余裕ができる。 

 

時間の天引きができると・・・繰り返すと、目標に近づき、達成でき、新たな目

標に・・・ 

このサイクルを回し始めることが緊急なことである、と思い知りました。 

 

・あと、もう一つのサイクルのあるなと思いました。 

まずは、A 月 B 日にこれをやる（とある作業の後続作業で、第 2 領域の作

業）、と決めて時間を天引きしてしまう。 

作業をやる（すでに後続の予定があるので、終わらせざるを得ない） 

作業の仕分けが必要になり、仕分けする。 

これを先にやって、組織を慣らし、最初のサイクルを始める（もしくは自然と移

行していく）のもいいと思いました。 



■当音源（鮒谷周史の「圧巻！人生は『時間の天引き』からしか変えられない」音源）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/11202803 
 

 

他の音源でも鮒谷さんがおっしゃっていた DCAP と似ているな、と思いまし

た。 

 

・このようなサイクルを回さないことでどのような未来が待っているか、もイメ

ージすることができました。 

 

・自分はサラリーマンだからか、会社の規則のおかげで第 3、第 4 領域はそれほ

ど多くないな、と気づくことができました。つまり第 1、第 2 領域のバランスを

取るのが大切と気づきました。 

 

・「人間である以上、できないとき」もある、という言葉をいただいて、結果を

求め、がむしゃらにやるだけでは結果は上がらない。そんなときは、しょうがな

い、と感情に流されず、上がらなかったことに対して、冷静に適切に対策を繰り

出せるか、これも PDCA に含めて回す必要がある。 

 

まとめると 

 

能動的に第 1、第 2 領域のバランスを整えていくこと、つまり、第 1 領域

の発生源を潰し、第 2 領域を最大化することが必要で、それをするための

ヒント（語るためのヒント）をいただけた、と考えています。 

 

音源をあと数回聞いて、時々刻々の記に何回か書き出すことで、仕事に適

用し始められそうです。 

 

おまけ 

 

購入の直接のきっかけではありませんでしたが、新しい音源を購入すると、購

入したのだから、とその音源を聞き、そのテーマについて考えざるを得な

くなり、その結果、常時自分が考えていること（主に目標）とのコラボレ

ーションが時々刻々の記の中で始まるのが結構楽しいです。 

 

この度もありがとうございました。  

（Ｍ．Ｙ 様） 
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他音源（目標・日記・物語・題名のない放談会）との相乗効果もあり、行

動指標を決める上で大変重要な音源となりました。  

今回、時間の天引き音源を拝聴しました。 

丸一日集中する会に 1 回参加しましたので聞いていた内容のはずでしたが、改め

て聞いてみるとまた大きな気付きがある物でした。また、その他 3 回分の放談を

聞けたのも大変有益でした。 

 

・第 2 領域以外は仕事ではない 

・第 2 領域に注力する事で結果的に第 1 領域が少なくなっていく 

 

という事が響き、現在は第 1 領域を少なく出来るように注力、第 2 領域に

極力時間を使うように行動出来ています。 

また、第 2 領域を行うことによって自尊心が高まる事を経験しておりま

す。 

他音源（目標・日記・物語・題名のない放談会）との相乗効果もあり、行

動指標を決める上で大変重要な音源となりました。  

（Ｔ．Ｎ 様） 
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この一年、音源の波及効果で目標をしっかり立て、日記を日々書き続け、

気付きや学びをひたすら言語化する中で、第 2 領域中心の人生スタイルを

目指さざるを得ないのだという自覚とともに、気付けば健康をまず第一に

考えている自分に変容していました。  

【時間を天引き】音源を即買い致しました。 

もともと私は健康を投げ打って仕事をするのが平気な人間でした。音源で鮒谷さ

んが健康に最大限の気遣いをされているトークを聞いても、そこは聞かないフリ

をしていました。 

 

しかしこの一年、音源の波及効果で目標をしっかり立て、日記を日々書き

続け、気付きや学びをひたすら言語化する中で、第 2 領域中心の人生スタ

イルを目指さざるを得ないのだという自覚とともに、気付けば健康をまず

第一に考えている自分に変容していました。 

だってそうならざるを得ませんよね？（笑） 

 

この事が自分の大きな変化で、それは単に、おかげ様で健康に気を使うようにな

りましたという話ではなく、人生において優先すべき事項が腹落ちしたとい

う事かなと思います。 

 

もしかしたら第 2 領域中心の人生に入る１つの傾向かも知れません。 

 

そんな事を思いつつ、本音源を聴きました。 

いつも大いなる気付きを有り難うございます。 

これからも新たなビジョンを期待しています。  

（不動産業 Ｋ．Ｔ 様） 
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基本的には同じ内容ではあるものの、参加している方によって話される具

体例が微妙に異なっていたり、使用される比喩も変わっているので、より

多くの人にとって刺さる部分がどこかに必ずあるという、刺さる可能性の

極めて高い音源だなという印象でした。  

同じ内容の短めの音源を、4 本続けて聞くという初めての体験でしたが、

実に効果的であると感じました。基本的には同じ内容ではあるものの、参

加している方によって話される具体例が微妙に異なっていたり、使用され

る比喩も変わっているので、より多くの人にとって刺さる部分がどこかに

必ずあるという、刺さる可能性の極めて高い音源だなという印象でした。 

 

もっとも印象に残ったのは、何度も繰り返し話にでてきた「時間管理のマトリク

ス」の話です。どれだけ第 2 領域に時間やお金などの資源を投入できるか。それ

で人生が決まってくる。今日 1 日でどれだけ未来への投資ができたか？改めて振

り返るとまったくできていないことに気づきました。。 

 

恥ずかしながら 3 日間セミナーに参加して初めてこの考え方を知り、そこから意

識していたつもりでしたが、改めて、「つもり」になっていただけだと驚愕しま

した汗。無意識に第 2 領域に資源を投入できるようになるまで繰り返しこの音源

を聞くことにします。 

 

感想を書いて送ることも第 2 領域だと思い、重い腰を上げなんとか書きました。 

健康や未来への種まきといった第 2 領域に時間・お金を投入し、それ以外の領域

を減らしていくことに取り組みます！ 

 

ありがとうございました！  

（尾崎 智史 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の「圧巻！人生は『時間の天引き』からしか変えられない」音源）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/11202803 
 

  

今回「時間の天引き」音源を聞かせていただき、さらには自分なりに実践

してみたところ、第 2 領域の重要性についての理解は頭の中だけのこと

で、全く身体知化されていなかったことを知らされました。  

鮒谷様 

セカンドステージ スタッフの皆様 

 

今回も気づき満載の音源をご提供いただき、ありがとうございました。 

 

これまで日々のメルマガを拝読し、各種音源も聞かせていただき、ここに至って

さすがに第 2 領域の大切さは理解できた、そのように認識していました。しか

し、今回「時間の天引き」音源を聞かせていただき、さらには自分なりに

実践してみたところ、第 2 領域の重要性についての理解は頭の中だけのこ

とで、全く身体知化されていなかったことを知らされました。 

 

まず第 1 領域と第 2 領域の明確な区分けが、自分の中でなされていなかったこ

と。 

そして、ピーター・ドラッカーの言葉として提示された 

 

「成果を上げる人は、仕事から始めない、時間から始める。」 

 

の意味を理解できていなかったことを知らされました。 

 

これまでは、「to do list」を作成し、それを上から順番にこなしていく。 

予定していた項目を時間内にこなせれば良し、他にやるべきことが出てきてしま

い、予定していた項目を終えられなければ次に回す。そんな感じで毎日を過ごし

ていました。 

いつまでも手をつけられない項目が残されていることに気づいていましたが、そ

こに対してとくに手を打つことはありませんでした。 

 

音源を聞かせていただき、このようなことになってしまうのは、そもそも「時間

からでなく、仕事から始めていた」から、そして、「未来に豊かさをもたらすこ

とのみを仕事と定義する」という言語を持ち得ていなかったからだと思い至りま

した。 

 

そこで、「未来に豊かさをもたらすこと」のみを抽出し、さらには優先順位をつ

けることで to do list の並べ替えを行いました。それと同時に、それらに取り組
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む時間を天引きし、現在粛々と取り組んでいるところです。 

 

まだ、衆人環視の環境作りという点が十分ではありませんが、それでも以前ま

でのようなやり残している感は少なくなりつつあります。 

 

今回の音源からの気づきを意思決定基準とし、その行動をやがては習慣化するべ

く、「時間管理を制するものは、人生を制する。緊急ではないが重要なことが人

生を決する。」の言葉を脳内で回しつつ、今後も行動していきます。 

 

例年にない酷暑が続いております。くれぐれもお身体ご自愛くださいませ。  

（こばやし接骨院 小林 正佳 様） 
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随所にでてくる「どう実行に移すか」を学んでいます。  

鮒谷様 

 

今回は、時間の天引き音源を購入し、車内でヘビロテさせています。 

何度も聞いていると、違う発見がでてくるわけですが、最重要なポイント

は、「第二領域を強制する環境」を如何に作り上げていくかということかと理解

しており、 

• 衆人環視にさらす 

• 自分を縛る 

• 自分は一人でできる人間じゃないことをわかっているから人に頼る 

• 元気なうちにスケジュールを入れる 

 

などなど、随所にでてくる「どう実行に移すか」を学んでいます。 

振返ってみれば、人との約束、宣言してしまったこと、人前での行動などは自分

への強制力を与えて来たことは明白です。自分一人ではできないダメな人間であ

ることをもっと昔から認めて、他人様の力を借りることをなぜ思いつかなかった

のか、、、と悔やまれると同時に、今更ながら分かったことは大きな収穫です。 

 

それ以外にも、百人組手の話で「めっちゃ鍛えられるんですよ」「ずっと筋トレ

している」というコメントは印象的で、億劫なことや避けたいと思うことで

も「筋トレ」のために、逃げずに自分の糧にし始めています。（部下にも

その説明は分かりやすい） 

 

今後とも素晴らしい内容のご提供よろしくお願いいたします。  

（Ｙ 様） 
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来た球をいかに効率よく打ち返すかを考えるのではなく、第二領域に取り

組む時間をいかにして天引き・確保するかを強く意識して、日々を過ごす

ようにしたいと思います  

鮒谷様 

 

この度は、貴重なお話を聞かせて頂き有り難うございました。 

「時間管理・タイムマネジメント」というフレーズに惹かれて購入させていただ

きましたが自分が考えていた内容とは全く違い、これまでの概念を覆され

ました。 

 

これまでの自分の時間管理のイメージは、効率よく第一領域や第三領域をこなす

方法という認識でした。余った時間で第二領域に取り組むという前提で、第一、

第三領域を効率よくこなすことで、第二領域に取り組む時間をより多く残せれば

成功くらいに思っていました。 

 

ところが、今回の音源を聞かせていただいて余った時間で第二領域に取り組むの

ではなく、いかに第二領域に取り組む時間を確保できるかが重要でそこをいかに

確保するかがタイムマネジメントなのだという認識に変わりました。 

 

「仕組み・システムを作る」という第二領域以外は"仕事"ではない、 

 

という厳しい言葉にもハッとしました。 

来た球をいかに効率よく打ち返すかを考えるのではなく、第二領域に取り

組む時間をいかにして天引き・確保するかを強く意識して、日々を過ごす

ようにしたいと思います。 

 

この度は、有り難うございました。  

（林 様） 
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こうした音源を活用できれば生産性のない空き時間を未来を生み出す時間

へと変換できると思います。  

鮒谷様 

 

いつもメルマガを楽しみに拝読させていただいております。 

また、今回も期待どおりの音源を提供いただきありがとうございます。 

 

これまで短期的な成果を求める思考が強く、長期的な視点をもって第二象限へ時

間を投資することを疎かにしていたことを改めて反省させられました。この一週

間を振り返ってみると未来を生み出すことに投資できていた時間は数えるほど

で、緊急かつ重要なことや緊急かつ重要でないことに忙殺されていたように思い

ます。このような時間の使い方をしていては良くて現状維持で、未来を逓増して

いくことなどできるはずがないと愕然としました。 

 

この音源を聞くまでは日常の重要ではないことに流されるままに時間を使

っていたのですが、あらかじめ時間を天引きして未来を生み出す第二象限

に時間を投資する、という習慣を習慣化していこうと思います。 

 

Todo リストの中から未来を生み出す第二象限の時間を優先順位を上げて天引き

し、重要でないことを削ることができないのかを改めて精査していこうと思いま

す。短期的にはすぐに成果が現れず、焦ることもあるかもしれませんが、中長期

的な視点をもって第二象限に投資してきたことを刈り取れるようにしていきま

す。 

 

今回も学びの多い音源をありがとうございました。 

こうした音源を活用できれば生産性のない空き時間を未来を生み出す時間

へと変換できると思います。 

 

また次回の音源も楽しみにしております。  

(Ｈ．Ｈ 様） 
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個人的に、今年の３月くらいからやることがかなり増えて、タイムマネジ

メントが大きな課題になって来ていました。ですので、題名のない放談会

音源、集中する会、そして今回の音源と生産性に対するイベントや音源は

本当に力になりました。ありがとうございました。  

個人的に、今年の３月くらいからやることがかなり増えて、タイムマネジメント

が大きな課題になって来ていました。ですので、題名のない放談会音源、集中

する会、そして今回の音源と生産性に対するイベントや音源は本当に力に

なりました。ありがとうございました。 

 

その中でも今回の音源は「集中する会」の振り返りとして、とても意味深

いものであったと思います。鮒谷さんのおっしゃるとおり「集中する会」

では、これまでにないほどの生産性で成果を残すことができました。その

要因はこの音源で語られている「衆人環視」とあとは「思い込み」にあったと考

えています。自宅やオフィスにいて作業をしていると、「一人で集中したい」と

思うものですが、いざ一人になると、どうでもいいことばかり(第４領域)始めて

しまい、思うように仕事が進まないことが多いです。 

やはりある程度の人の目は必要なのですね。 

 

理想的には「集中する会」のように、意識高い人に囲まれることが良いと思うの

ですが、そうでなくてもカフェなどで仕事をするとはかどるのは適度な人の目が

あることが重要なのでしょう。 

 

あともう１点は「思い込み」です。「集中する会」に参加した時、申し込みのボ

タンを押した時から、ここで最高の成果があげられると確信していました。ある

意味、やる前から勝ちは決まっていたような気がします。ですので、「ここでや

れば成功する」「この人なら成功する」など、一種の「思い込み」ができるかど

うかが大事なのだと思います。 

 

例えば、プロの作家の中には机や椅子、文房具やパソコンなどに非常にこだわり

が強い人がいます。これは、ものの良さもあるでしょうが「これを使えばうまく

いく」と本人が信じていることが一番大事なのだと思います。この音源でこんな

気づきを得ることができました。 

 

今後も環境にお金をかけて色々試して、そこから得た知見で PDCA をまわし

て、さらに生産性を高めていきたいと思います。 

今回も良質のコンテンツのご提供ありがとうございました。  

（半導体エンジニア 蔵本 貴文 様） 

 

  



■当音源（鮒谷周史の「圧巻！人生は『時間の天引き』からしか変えられない」音源）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/11202803 
 

時間を天引きする、環境を金で買うという概念は持ち合わせていなかった

自分にとって今回の音源も気づきの宝庫でした。  

時間を天引きする、環境を金で買うという概念は持ち合わせていなかった

自分にとって今回の音源も気づきの宝庫でした。 

 

日々のなんとなく時間がない感覚、忙しいという感覚は果たして本当なのか？ 

自分が何に時間を使っているか？ 

昨日何した？ 

先週の休日に何をした？ 

 

と自分に問いかけてみたとき、胸をはって答えられるか？ 

 

すると...未来に価値を生み出すことに時間を使っていない... 

だらだら休日を過ごしたこと、後悔がうかびました。生産性と時間を考えるきっ

かけになりました。 

 

音源を購入して 1 週間近くが立とうとしています。 

すべての学びは前倒し、感想はすぐ送る、といった自分が決めた意思決定基準の

結果はまだまだと感じています。 

（購入から３日以内に音源を聞いて感想まで書こうと思ったのに着手が遅かっ

た、すぐ聞いて書いて送ってしまえば、脳内メモリもすっきりするのはわかって

いたはずなのに。） 

 

音源を購入する決断は早かったのに、すぐ音源を聞く、早く感想を書く、のは自

分にとって良いこととわかっていてもついつい先送りする... 

 

自分は先送りでいえば、以上のことをなんとなく繰り返しているのですが、２度

あることを３度起こさない、やる気とか克己心などない、自分はこんなものだと

わかった上で、自分なりの先送りしない仕組みつくりをしていかなければいけな

いと感じました。 

 

その中で、時間と環境に着目することの大切さを学ぶことができました。 

 

まずは音源を聞く３時間を天引きしておけばよいのだし、感想を書く時間を天引

きすればよい。ありがとうございました。  

（会社員 Ｒ．Ｔ 様） 
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天引きが習慣になるよう、第二領域！第二領域！と唱えながら、日々生活

していきたいと思いました。  

いつもお世話になっております。 

この度も大変素晴らしい音源をありがとうございました。 

 

時間管理のことは、毎日、試行錯誤しているのですが、第二領域への天引

きが大切、ということを再認識させられました。第二領域へ時間を投下しな

い限り、永遠に自転車操業から抜け出せず、苦しい状態になる、と思います。 

 

天引きが習慣になるよう、第二領域！第二領域！と唱えながら、日々生活

していきたいと思いました。 

 

今後とも宜しくお願いいたします！  

（営業 Ｙ．Ｉ 様） 
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鮒谷さんの高速 PDCA の秘密が明らかになった音源です。第 2 領域を減

らすために、第 1、3.4 をどのような意識を持ち減らすか、具体的に語ら

れているので、これまで時間管理の概論は理解してるけと、行動が変わら

ないという方には大きなヒントになるはずです。 

鮒谷さんの高速 PDCA の秘密が明らかになった音源です。第 2 領域を減

らすために、第 1、3.4 をどのような意識を持ち減らすか、具体的に語ら

れているので、これまで時間管理の概論は理解してるけと、行動が変わら

ないという方には大きなヒントになるはずです。少なくとも私はそうでし

た。 

 

そして効率的に成果を出すことができる業務のみが、第 2 領域ではなく、中長期

的に成果を出し続けるものこそ、第 2 領域の仕事と定義されているのは、決断の

基準が明確になった気がします。 

 

個人的には「成果をあげる人は、仕事から始めるのではなく時間から始める」が

金言でした。 

 

そして土日の過ごし方が、なんとなく過ぎてしまう事が多かった私にとっ

ては、一撃必殺を食らった感じで、まずは音源で言われた事を、繰り返し

実践していきます。 

 

ありがとうございました。 

（大手タオルメーカー マーケティング Ｔ．Ｍ 様） 
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本音源からは、繰り返し聴くたびに、気づきが芋づる式に得られそうで

す。その気づきを、まさに時間の天引きで実践していくよう、日々工夫を

していこうと思います。 

ありがとうございます。 

７つの習慣の「第１領域」「第２領域」... 

それらの優先順位にしたがって時間の使い方をコントロールする必要があること

は、知識としてはもう１０年以上前には既知のことでしたが、まさに「知ってい

ても、実践しなければ知らないと同じ」とのお言葉のとおり、自分の生き方の改

善には役に立っていなかったことを、本音源を聞き痛感した次第です。 

 

本音源は、まだ通しで２回目が聞き終わったところですが、音源中に「目標設定

ができていることが前提」との談があり、音源購入の順番を間違えたと気がつき

ました...。 

（その後の Zoom 面談でも改めて気づかされ、そして怒涛のご提案を受けたとい

う流れです。） 

 

本音源からは、繰り返し聴くたびに、気づきが芋づる式に得られそうで

す。その気づきを、まさに時間の天引きで実践していくよう、日々工夫を

していこうと思います。 

ありがとうございます。 

（Ｈ．Ｎ 様） 
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音源を聴いてみて鮒谷さんの音源は、費用対効果抜群だと感じました。こ

れを聴いたお陰で目標までの道がかなり明確に見えてきました。ありがと

うございました。 

会社の社長から鮒谷さんのメルマガ面白いでという事から、2.3 年前から メ

ルマガを見ていました。メルマガを読み始め少しずつ考えが変わり始めて

いましたが実際とのギャップ、目標は立てていましたが目標までの道のり

間を埋める手段がなく悶々としていました。 

 

○音源購入を買わなかった理由として 

パソコン、スマホが苦手なのとサラリーマンなので価格の面で悩んでいました。 

このまま迷っていて、出来ない理由を並べていても何も変わらないのは解ってい

るがなかなか決断できない。 

 

音源を買ってみる、チャレンジするのかチャレンジしないのか迷ったあげく、タ

イミング良く、値引きのメールが、押してしまえ「ポチッ」と購入！ 

 

スマホが苦手な僕なのでまず、クレジット支払いを何とかクリア。 

次に、音源メールが来た。 

 

音源が聴けない、ガーン。やはり、思っていた事がどうしょうと連絡先を探すも

無い。音源を聴けない人の対応のメールアドレスがある、メールしてみる。 

 

対応が 1 時間位で来て、何度か親切に対応して頂き無事音源にたどり着く。 

こんなんしてるの俺だけじゃない！ 

 

手に入れた音源。メルマガもいいが音源は、もっと良い！苦労して手に入れ

分僕には、もっと価値がある。 

 

特に印象に残ったことは、第二領域(緊急でないが重要な事)に時間を投資する

事、意識してする事によって日々の行動が変わっていく。 

 

今の私は、第一領域にほとんど時間を使い、次に第三領域、少し第二領域でし

た。 

第二領域の重要性が解ったのでもっと時間を使いたいです。 

 

◆「粛々と微差を積み重ねると言う」言葉が心に残りました。 

 

私の個人的な意見ですが、音源を聴いてみて鮒谷さんの音源は、費用対効果

抜群だと感じました。これを聴いたお陰で目標までの道がかなり明確に見

えてきました。ありがとうございました。 
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今から、日々目標に向けて音源とメルマガを活用して行動していきます。 

（Ｍ．Ｓ 様） 
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BGM がわりに四六時中聞いていると、自分のことを見ながら音源を作っ

てくれたのかというくらい、内容が今の自分にマッチしていて刺されまく

っているということに、気がつきました。 

現在社会人 5 年目ですが、大学 3 年生の頃から平成進化論を購読しておりま

す。 

当時は毎日のように見ていることを日課としておりましたが、社会人に入り、一

時期から読まずに既読メール扱いしておりました。 

 

今回たまたま開いたメールマガジンに音源が割引価格で購入できるという案内が

あり、魔が刺して購入しました。（ご無礼申し訳ありません） 

 

ただ、以前から鮒谷さんのコンサルに憧れもあり、音源を聴けば自分の人生が変

わるという期待を胸に、ドキドキしながら１周目音源を聞いた時は、「なんだ、

知っとるわ」という内容で愕然としました。（重ね重ねご無礼申し訳ありませ

ん） 

 

ただ、せっかく投資したお金を無駄にしたくなかったので、BGM がわりに四

六時中聞いていると、自分のことを見ながら音源を作ってくれたのかとい

うくらい、内容が今の自分にマッチしていて刺されまくっているというこ

とに、気がつきました。 

 

そして、目標設定の音源を購入するべく現在感想を書いているという次第

です（笑）まるで鮒谷さんが作ったベルトコンベアに乗せられたように、

鮒谷さんが意図するまま、その意図に抗えないです。その仕組みを作った

鮒谷さんはすごいなと尊敬すると同時に畏怖の念すら感じます。それと同

時に、自分の未来に対してまだ諦めていない自分にホっとしております。 

 

習慣は劇的には変わらない。 

最初自分はこの音源を買えば自分の人生は変わると期待しておりました。 

そして徐々にですが、すでに自分の人生は変わりつつあると感じておりま

す。それは、今までなんの罪悪感もなく第４領域に使用していた時間の使

い方を見直し、第２領域に投資していくべく本質的な目標設定をしたいと

思うようになっているからです。 

 

いち早く目標設定の音源を購入し、圧巻な存在となるべく、自分の人生を変えて

いきたいです。 

（Ｓ．Ｔ 様） 
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音源を聞いて、目標の落とし込みが足らず第２領域のアクション項目を明

確にすることが不足している点、本来怠け者である自分をコントロールす

る術についてのヒントを得ることができました。 

時間を天引きして、第２領域に時間を充てる事で人生に変化をもたらせることが

再認識できました。 

 

これは、頭では解っていても行動に移し継続することが難しいです。 

なぜなら、面倒くさくてすぐ結果が出ない事が多いからです。 

 

自分の行動を省みてもほぼ第２領域以外の繰り返しで、たまに第２領域をやるの

みです。 

これで人生に変化が起きるとは思えません。 

 

音源を聞いて、目標の落とし込みが足らず第２領域のアクション項目を明

確にすることが不足している点、本来怠け者である自分をコントロールす

る術についてのヒントを得ることができました。 

 

第２領域を中心に時間を天引きする習慣を身に着け未来への投資を着実に積み上

げ、小さい達成感をコツコツと積み上げて継続できるようにしていこうと思いま

す。 

（Ｍ．Ｋ 様） 
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目標を明確に、臨場感を高く持っていれば「仕事が第 2 領域」という世界

もあるのだと、これは本当に衝撃的でした。  

鮒谷様、大塚様、セカンドステージの皆様 

 

いつもお世話になっております。 

 

「時間の天引き音源」、購入以来何度も聞いておりましたが、本日静聴する時間

が取れましたので改めて全て聞き直し、気づいたことを書き記してみました。 

 

●第 3 領域⇔第 4 領域を右往左往。 

 

かなり押し迫ってからようやく第 1 領域を第 1 領域と認識して取り掛かる(汗) 

 

「楽したい」 

「最低限のハードルを越えればいい」 

 

この２つの言語が、大学時代以来、10 年以上にわたって無意識のうちに回って

いたことに今更ながら気がつきました（汗） 

 

目標設定音源を聴いて以降、今までの習慣に疑問を持って、事あるごとに

考え直すことが習慣化されてきたように思いますが、上記 2 言語を、学生時

代に明確に設定した記憶が今日思い出され(汗)目標に向かう気持ちと「楽した

い」というかつての目標？が消えずに脳内で同時に立っており、コンフリクトを

起こしていたことに気がつきました。 

少なくとも、超短期的な視点において「楽をする」こと自体が目標なわけではな

いので、これはここに明確に破棄しておくこととします。 

 

また、逆に、長期的に、円滑に生活を送ることができるシステムを構築してい

く、という意味では、後で楽をしたいという欲求を否定する必要はない、とも感

じました。 

 

●「自分に最適化されたタイムマネジメント」を考える。 

 

一般的には、平日朝夕と土日は仕事がないためたとえば第 2 領域を早朝に入れる

「早寝早起き」が良いタイムマネジメントの１つの王道(かもしれない)として

も、自分の場合は、現状深夜にかかる時間帯に勤務することが多いため、現状あ

る程度早起きが出来ずとも自分を責めないでおこう、睡眠時間の確保の方が大切

だ、と感じました。 

 

しかしながら、長期的にはパフォーマンスや健康面などの理由から、日中に働く

なり人と会うシステムを作っていく必要があるとも感じているため、現状を無批
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判に受け入れるのではなく、そういった環境づくりについては考え続けていくこ

とが大切だと改めて感じました。 

 

●天引き時間の恩恵を感じられるようになるまではタイムラグがある。 

 

数日前、リッツ・カールトン京都のラウンジで天引き時間を取り、スッキ

リした感覚を得ましたが(その際は Facebook にてコメントをありがとう

ございました！)、鮒谷さんや、他の天引き時間を習慣化されている方の受

けている快感、恩恵はこの程度のものではなく、もっとずっと大きなもの

なのではないだろうか、ということを感じました。 

 

多少のスッキリ程度で満足せず、この時立てた目標をさらに反芻することで(いつ

になくピンとくる目標が出てきました)今考えている、感じているよりすごい場所

があるんだ、ということも常に意識していきたいと思いました。そう考えると、

自分自身とてもワクワクしてくるものがあります。 

 

●メルマガ、そしてコンサルも第 2 領域である。 

 

コンサルが第 2 領域と位置付けられていることに、結構衝撃を受けました。と共

に、自分の中で、お金をもらってやる仕事をすべて第 1 領域、もしくは第 3 領

域に無意識のうちに分類していることに初めて気がつきました。 

 

目標を明確に、臨場感を高く持っていれば「仕事が第 2 領域」という世界

もあるのだと、これは本当に衝撃的でした。上記のような感じで、それぞれ

の項目について気づきがありましたが通底して言えるのは、予め 1 週間、あるい

は 1 ヶ月単位で第 2 領域の予定を組んでおき、それが流されやすいものである

と肝に銘じ、またしがみついて守ること。これまでの自分は、緊急案件を終わら

せて時間が余ってから先のことを考えていましたが、まず先に重要案件のスケジ

ューリングをしておくこと。 

 

目標=重要案件であり、緊急案件は一見重要に見えるが目標と紐付かないこ

とも多い。そこに、色々な言い訳をつけて時間をダラダラと割いていて

は、いつまでたっても自分の人生が送れない。緊急案件という、重要そうな

顔をして迫ってくる本当は重要ではない案件に飲まれていてはいけない、と感じ

ました。 

 

今回、目標もいつになくしっくりくるものが出てきたこともあり、今回学んだタ

イムマネジメントをはじめ、今まで学んだ方法論をより磨いていきたいという意

欲が湧いてきました。まずは 7 つの習慣なども参考にしつつ、現状に即した、目

標達成のためのスケジューリングを月単位で行なっていきたいと思います。 
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今回もいろいろと、ありがとうございます！ 

これからも何卒、よろしくお願いいたします。  

（大嶋 厚裕 様） 
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第二領域も，第一領域並みにタスク管理するようにすることで，人生への

投資として、大きな成果を残せるということを認識しました。  

鮒谷様 

 

いつもお世話になっております。 

 

今回の音源で認識を新たにしたことは， 

 

『第二領域のための，時間の天引きの重要性。』 

 

第二領域も，第一領域並みにタスク管理するようにすることで，人生への

投資として、大きな成果を残せるということを認識しました。 

 

また，鮒谷さんのお話のなかで，年間３００万円で飛行機に年間乗り放題し，集

中する時間を強制的に作ろうとした話を伺い，鮒谷さんはそこまで考えておられ

るのかと，スケールの違いに圧倒されました。また，次から次へといろいろな

実践話が出てくるのを聞くと，いかに PDCA を高速に回されているのか

よく伝わってきました。と同時に，まだまだ自分の PDCA は遅すぎるという

ことを自覚しました。 

 

やはり，自分だけで考え続けるのではなく，いろいろな人と触れ合うことで自分

の固定概念をこわすことができるということを改めて認識させていただきまし

た。 

今回の音源も大変参考にさせていただくことができました。 

 

引き続き，ご指導の程，よろしくお願いします。  

（会社員 Ｋ．Ｔ 様） 
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今回の音源でもあったように実際に身体で体験し、複数回重ねて効果が脳

に、身体に返ってきて身体が快楽を覚えるほどにならなければそれはほん

とうの意味でわかったことにはならないということがわかりました。  

この度は、時間の天引き音源を聞かせていただきました。 

 

 ・第二領域が蔑ろにされるメカニズム 

 ・行方不明になったアイデアについて 

 

今は特に印象に残っております。 

第二領域の比率を増やしていく方向に持っていく、そのために時間の天引きが必

要とメルマガで何度も仰っており、その重要性は、頭でわかっているつもりでし

た。 

 

しかし、今回の音源でもあったように実際に身体で体験し、複数回重ねて

効果が脳に、身体に返ってきて身体が快楽を覚えるほどにならなければそ

れはほんとうの意味でわかったことにはならないということがわかりまし

た。 

 

自分では、第二領域をやっているつもりでしたが本を読んでまとめる、といった

レベルの上辺だけをさらっているだけでした。蒔いた種の果実を自分で食べて 

それが頭の先から足の先の毛細血管に行き渡り、一体化したものにならな

ければならないそうなりたい、と心の底から思えるようになりました。 

 

一番わかってくれそうな友人を誘って第二領域だけを考える時間を設けることに

しました（来週ですが）。今まで思いついたけど、第三、第四領域に行って行方

不明にしてしまったアイデアメモに優先、後先順位をつけて一つ一つやりきるこ

とで何年か先であろうと、覚悟して、果実を食べに行こうと思います。 

 

ありがとうございました。  

（医療機器製造業 Ｎ．Ｍ 様） 
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鮒谷さんのおっしゃる通り、第 2 領域は時間を天引きしてやるしかないこ

とが、自分の現状からもよく分かりました。  

音源を購入させていただいてからひたすら流し聞きしておりますが、ある程度音

源を聞いた後、最近自分が行った ToDo の完了リストを第 1 領域～第 4 領域へ

分類してみました。 

 

結果、やはり第 2 領域の数の少なさに萎えました。。 

基本的に第 2 領域の ToDo は締め切り日を後にずらしてばっかりでしたので無

理もありません。何か第 2 領域のやる事って重いんですよね。。 

 

鮒谷さんのおっしゃる通り、第 2 領域は時間を天引きしてやるしかないこ

とが、自分の現状からもよく分かりました。 

 

と書いても、中々実行に移せないのが自分です。 

 

だからこそ、暇があればこちらの音源を聞き続けて少しずつでも変わっていけれ

ばと思っています。 

 

引き続き流し聞きではありますが、楽しく聞かせていただきます。 

今後ともよろしくお願いいたします。  

（Ｔ．Ｙ 様） 
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出張が多く、移動時間が多いので、本を手にできないときも聞ける音源は

非常に助かります。まだまだ、いろいろヒントが隠されてそうなので今後

も繰り返し聞いていきたいと思います。  

鮒谷様 

 

お久しぶりです。 

数年前に３日間セミナーでお世話になって以来、ご無沙汰しております。 

 

４月にマネージャーになりました。やっと自分のやりたいことができると思って

いましたが、現実は忙しさが増すだけとてもじゃないけど自分のやりたいことが

できない。何かがおかしい・・と、いろいろな本を読む中で、７つの習慣を手帳

にした？フランクリンプランナーに出会い、第２領域の理解がちょっと違うこと

に気づきました。 

 

「何が違うのか？」この機会に第２領域に対する理解を深めて、人生の使い

方を抜本的に変えたいと思い、音源を購入いたしました。正直、第１領域と

は、もう少しいいもの、というより仕事には不可欠なもの、いや、仕事を４つの

領域に分けて第１領域からやる、という仕事のスキルだと思っていました。 

 

「仕事は第１領域からやりましょう、次に第２領域が大切ですよ～」 

「第２領域の時間を増やしていきましょう」 

 

という程度の理解でした。しかし、音源をきかせていただくと、第１領域は、も

ぐらたたき、苦しみの花が次から次へと咲くエリア、対処療法、その場かぎり、

まったく未来がないのにやらざるを得ないという、まったく生産性の無い、とん

でもない領域だとわかりました。「そうなんか～」と、忙しいだけで進んだ感が

全くなかった４月からの仕事を振り返り、ショックではありましたが腑に落ちま

した。 

 

一方、第２領域こそが、根治療法、未来につながる、今まで先延ばしにしてきた

けど人生の目標に向けた種まきエリアだとわかりました。つまり、重要度と緊急

度からなるこのマトリックスは人生の時間の使い方をあらわすものであって、仕

事のやり方とかスキルとかに限った話ではなくて、そもそも仕事に追われて、気

力も体力もすりへらした残りの時間で、自分が得たい人生を実現するために行動

できる？という問いかけでもあるのだ、と今更ながら知らされました。 
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第１領域できりきりしている時間と、わずかに確保していた第２領域の時

間を逆転させるくらいにすれば、仕事も人生も大きく変わると、新たな目

標ができました。 

 

出張が多く、移動時間が多いので、本を手にできないときも聞ける音源は

非常に助かります。まだまだ、いろいろヒントが隠されてそうなので今後

も繰り返し聞いていきたいと思います。 

 

ありがとうございました！  

（Ｅ．Ｏ 様） 
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音源を聞かせていただき、時間を天引することの重要さについて振り返る

よい機会になりました  

鮒谷様、こんにちは。 

 

音源を聞かせていただき、時間を天引することの重要さについて振り返る

よい機会になりました。ありがとうございました。 

 

この音源を聴いてみて、わかっちゃいるけどできにくい第二領域への時間

の定期的な確保を習慣化することを徹底しないと、自分の人生の質は変え

られないと改めて思いました。 

 

また、自分のやる気を当てにせず「誰かと一緒に何かをする」というのも、スト

ンと腑に落ちるお話でした。私も、ブログや SNS への投稿など習慣にしようと

して何度も挫折した経験がありますが、誰かと毎日報告し合う、など他の人と毎

日することを決めると自分に対する強制力が働いて必ず投稿することができまし

た。 

 

人間の意思は一人では弱いものだけど二人以上になると、継続できるものだとい

うのも実感しております。 

誰かと強制的に将来のことを考える時間を定期的に作ろうと思います。 

 

ありがとうございました。  

（Ｊ．Ｎ 様） 
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今回の音源では鮒谷さんが実際に充実した時間を得るために試行錯誤され

てきた様子がありありと伝わり、大変参考になりました。  

鮒谷様、セカンドステージの皆様 

 

この度は「時間の天引き」放談会の音源を発売して頂きましてありがとうござい

ました。 

かねてより鮒谷さんからは、目標設定、逆算思考、即断即決即行など重要な概念

をお教え頂いておりましたが、今回はタイムマネジメントについてお教え頂きま

した。 

 

今回のお話を一言でまとめるとすると 

 

「第二領域の大切さを認識し、意識的に第二領域を行う時間を確保すべし」とい

うことであると思われます。 

 

しかし、これを満足に実行することは、一朝一夕でできるものではありません。 

今回の音源ではそれを可能にするためのヒントが多くちりばめられていた

ように思います。 

 

まず、「環境は金を出して買う」ということです。 

これは時間の価値と金の価値との相関関係の理解とも結びついてくるものと思わ

れます。 

人生において最も大切なものが時間であると考えるとすれば、時間を有効活用す

べく金を投下しようという発想になります。しかし、そのような観念を植え付け

ておかなければ目に見える金のほうを優先してしまいがちです。 

 

今回の音源では鮒谷さんが実際に充実した時間を得るために試行錯誤され

てきた様子がありありと伝わり、大変参考になりました。 

 

次に、「第二領域を大切にするために、第二領域以外を捨て去る」ということで

す。人に与えられた時間は平等である以上、上限が決められているのであり、タ

イムマネジメントはその割り振りをどうするかということに帰着します。 

 

このためいかに第二領域に充てる時間を多くするか、ということは裏を返せばい

かに第二領域以外の時間を短くするか、ということになります。 
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本を読んだり、セミナーに出たりすると「こういうことをやったほうがいいです

よ。」と教えられることは数多くありますが、逆に「こういうことはやめたほう

がいいですよ。」と教えられることがそう多くはありません。今回、第二領域の

時間を確保するためには、やらないことを決めることの大切さを知りました。 

 

さらに、「時間の使い方は事前の計画性がすべて」ということです。 

人はいつも易きに流れるものであり、何も縛られなければどうしても自分が一番

楽だと思う行動に出てしまいます。 

 

一番楽だと思う行動とは往々にして第三領域や第四領域の行動になるのであり、

価値の低い時間の使い方になってしまいます。そう考えると常に何が重要なのか

を意識しておき、かつ具体的にどのような行動をするかを決めておき、時間がで

きたら重要なことから処理していく習慣が重要なのではないかと考えました。 

 

そうすることにより、できた時間が自動的に第二領域で埋まっていく仕組みがで

きていくように考えました。 

 

いずれにしましても、自分にとっての第二領域は何かを明確にし、常に第二

領域を意識することを習慣にする大切さを改めて感じさせられました。 

 

少しずつではありますが、第二領域を広げる努力を続けて行きたいと思います。  

（アンサーズ法律事務所 弁護士 荒木俊和 様） 
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これからも、音源を繰り返し聞いて、気付きを増やし、実践していきたい

と思います。  

お世話になっております。 

 

音源学習の音源に続いて、今回、2 回目の音源購入になります。 

「第二領域」や「時間の天引き」などに関する鮒谷さんのお考えを聞きたくて、 

購入しました。 

 

まだ聞き始めて 2 周目の段階ですが、目標があってこその「第二領域」であり、

「第二領域」を戦略的に攻略していく唯一の方法が「時間の天引き」だと理解し

ました。また「第二領域」を攻略することを重視するあまり、「第一領域」をお

ろそかにしてしまう、ということも、確かに気を付けないといけないといけない

ことだと再認識しました。 

 

まずは「第一領域」を片付け、そのうえで、残った時間を「ご褒美」に回さず、

いかに「第二領域」に振り向けることができるのか、それが難しいなと感じまし

た。 

 

つい先日も、仕事の出張で「第一領域」で結果を出すことができました。その出

張の空いた時間で、「第二領域」を攻略しようと思っていたのですが、結局「ご

褒美」を優先してしまいました。 

 

この出張の時に、今回の音源を聴いていたら、結果が変わっていたのかなと思っ

たりしました。 

 

集中できる環境として「新幹線」や「飛行機」のお話もありました。 

仕事柄、「新幹線」や「飛行機」に乗る機会も多いため、乗車中の過ごし方

も考えるようにしたいと思いました。これまではあまり生産的な活動がで

きていなかったので、これまでゼロだった乗り物に乗っている間の時間こ

そ、「第二領域」に割くチャンス 

ではないかと思いました。 

 

これからも、音源を繰り返し聞いて、気付きを増やし、実践していきたい

と思います。 

 

今回も素敵な音源をご提供いただき、ありがとうございました。  

 （Ｍ．Ｈ 様） 
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まだまだ自分にはインストールすべき概念が沢山ある。本当に学ぶべきこ

とは尽きぬという感じです。  

ここ何週間かは畳み掛けてくる第一領域にばかり脳内メモリが取られ音源、感想

を先送りしてしまう状態になってしまいました。 

 

気力、体力を使ってしまい落ち着いてはぁ～どっこいしょと座ってしまうとまさ

に音源でも言われていた通り自分自身で座った椅子を持ち上げる事ができない状

態になっていました。1 日は 2 セット制と言う鮒谷さんの言葉を聞いて自分の 1

日は完全に 1 セット制だというのを思い知らされました。 

 

1 セット終わってやれやれ終わったとなるからそこで止まる。2 セットあるつも

りで構えていれば、1 日を過ごす心構えが変わってくる。第二領域は強く意識を

持った上で環境を整えないと流されてしまう。今の自分がどんな環境で負けてい

るのか薄々は気付いていながら環境を整える事ができていなかった。 

 

そういえば学生時代も学校や塾とかでは真面目に勉強してたけど家ではまったく

これっぽっちもやろうという気にならなかったなと。今も昔も一人では、怠惰な

誘惑に負けて集中が途切れる事がある。やはり適度な衆人環視の環境が自分にも

合っているようです。 

 

土日のルーティンを作って下さいというお話もありました。小学生の頃の夏休み

とかに、円グラフで 1 日の予定みたいなのを書くものがありましたがその当時か

ら理想の時間配分で過ごせたことがなく、どうせ自分は理想のスケジュールを作

っても、その通り動かない。そんなマイナスの言語が自分の中にずっと存在して

いたように思います。 

 

成果を上げる人は時間から始める。今までの時間から始める事を諦めていたマイ

ナスの言語を書き換えて時間からスタートする思考を身につけねば。環境は金を

出してでも買うべきとのお話があり、やはり今の環境を脱するには金を出し

てでも環境を買う必要があると思いました。 

 

天引きを中毒化させるには天引きの喜びを知ること。その為には形になるものを

やる必要がある。最終的に形に落とす事をやっていくと未来に対して希望を感じ

られるようになり、精神に良い影響を与える。撒いた種が生え始めると中毒にな

ってくると言われていました。頭の中を書き換えるだけじゃ足りないそれだけじ

ゃ変われない未来に対して種まきができるように環境についても真剣に向き合う
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必要があるようです。 

 

ここ最近は色々と自分の未熟な言葉や世界観が招いた問題も起こりいつも以上に

第一領域に対して心身共にリソースを取られてしまいました。自分の車であれば

カーナビで音源の再生ができるけれど社用車ではそうもいかないので、社用車で

も音源を BGM にできるようにワイヤレススピーカーを買いました。流石に誰か

と一緒にいる時は鳴らせませんがこれで一人の時なら聴き放題です。 

 

今回の音源もたくさんの気付きありがとうございました。 

 

まだまだ自分にはインストールすべき概念が沢山ある。本当に学ぶべきこ

とは尽きぬという感じです。 

 

今後ともよろしくお願い致します。  

（Ｎ．Ｓ 様） 
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少しずつ、本当に少しずつではありますが、成果を減衰させる邪悪な言語

が鮒谷さんの良質な言語に書き換えられていく感覚は間違いなくありま

す。  

身に染みる「言葉」の数々でした。 

 

毎日メルマガを読んで、「枠囲み」を書き出したり、毎日朝起きてから出勤する

まで音源を流し聞いたり、お金が許す限りセミナーに参加したりコンサルを受け

たりで、約 4 年になります。 

 

自分なりに、結構なお金と時間を鮒谷さんの商品に投資しているつもりですが、 

結局のところそれは 

 

「鮒谷さんから良質な言葉を収集している」 

 

ということに尽きるとあらためて感じています。 

 

音源にもありましたが、 

 

「自分の内的言語と戦わせる」 

 

のはまさにそうで、鮒谷さんの言語を自分の言語と戦わせて、自分の言語を駆逐

していく。 

 

かなりしぶといので全滅まではあと数年ないし十数年かかりそうですが（汗） 

少しずつ、本当に少しずつではありますが、成果を減衰させる邪悪な言語

が鮒谷さんの良質な言語に書き換えられていく感覚は間違いなくありま

す。 

 

今回の音源で取り入れた良質な言語の数々をまとめてみました。 

 

▼遅れてくる効果効能 

 

▼放置しておいても時間の経過とともに楽になる 

 

 -中略- 
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▼因果関係の身体知化 

 

▼持っている言語を総動員させて 

 

今回もありがとうございました。 

引き続きよろしくお願いいたします。  

（株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー 久保大輔 様） 
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音源を聞くことで、怠けそうになる自分に対して、行動を促すよう刺激を

受けています！  

タイムマネジメントについて鮒谷さんの考えを知りたいと思い、音源を購入しま

した。 

 

メルマガ上で、題名のない放談会と合わせて聞くのが効果的と言われた理

由が分かりました。「題名のない放談会」で理論、考え方を、「時間の天

引音源」で実践の方法、内容、具体例というイメージです。習慣を習慣化す

る一例として、音源を聞きました。 

 

「題名のない放談会」単体でも気づきを得られたのですが、合わせて聞く

ことで、また違う気づきを得られました。また、「変われない理由セミナ

ー音源」とも繋がりを感じ、それ以外の音源も合わせて、変わるため、変

容するために有機的に繋がっていることを実感しています。 

 

音源を聞くことで、怠けそうになる自分に対して、行動を促すよう刺激を

受けています！ 

ありがとうございました！  

（Ｙ．Ｎ 様） 
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おっしゃることが、どれもこれもかつて本で読んだか、あるいは鮒谷さん

のメルマガで読んだ記憶にあることが多く、いかにそれを聞いただけ、知

っただけで「やれているつもり」になっているか、本当に耳の痛い音源で

した。  

冒頭付近、鮒谷さんの時間管理は「一から十までドラッカー」という宣言が、と

ても潔くて印象に残っています。 

 

主要著作を数冊読んだのみで、ドラッカーから少し遠ざかっているため、改めて

手持ちの本と、それ以外にまだ読めていないものを、まとめて読まねばなりませ

ん。 

それこそ、時間を天引きして確保しなければなりませんね。 

取り急ぎ、『ドラッカー入門』を Kindle で手に入れて、読み始めました。 

 

おっしゃることが、どれもこれもかつて本で読んだか、あるいは鮒谷さん

のメルマガで読んだ記憶にあることが多く、いかにそれを聞いただけ、知

っただけで「やれているつもり」になっているか、本当に耳の痛い音源で

した。大切なことに自分の人生を使うため、大切でないことに自分の時間を奪わ

せないため、今からでもすぐに第二領域のための時間の天引きを始めなければな

りません。というか、始めましたが、これは本当に死ぬ気でやらないと、そして

やり続けないと、日常の引力にあっという間に引き寄せられて元の木阿弥・・・

となりそうです。 

 

覚悟が問われる、そう感じております。 

 

いつも貴重な学びをいただき、ありがとうございます。  

（Ａ．Ｈ 様） 
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今まで何度となく教えていただいた事ですが、やはり心にガンガンと響き

ます。それだけ重要だということ、そして自分ができていないというこ

と、幾多の思考経験から鮒谷さんの第２領域の切り口が無限であるという

ことなのでしょうね。  

今回の音源の肝も第２領域でした。今まで何度となく教えていただいた事で

すが、やはり心にガンガンと響きます。それだけ重要だということ、そし

て自分ができていないということ、幾多の思考経験から鮒谷さんの第２領

域の切り口が無限であるということなのでしょうね。 

 

今回特に心に残ったのは 

 

・いつか使えると思い録音しているとのお話（1 つの行動に 2 つの意味を持たす

効率化） 

・第２領域に費やして、造り出された時間（お金）を第２領域にぶちこむという

お話（複利効果！毎回響きます） 

・ご褒美してる場合ではない（肝に命じます 汗） 

 

あと個人的には鮒谷さんが速読はせず、あくまで圧倒的な天引きにより、圧倒的

な時間を作り出し読書に当てているとのお話が聴けた事がうれしく、目標の一つ

となりました。 

 

これからもメルマガや音源で勉強しまくりますが、学び地蔵にならないよ

うに、即断即決即行動で生きて、年間プログラムに参加できるような人間

を目指していきます。 

 

繰り返しになりますが、素敵なプレゼント、本当にありがとうございました。  

（Ｍ．Ｙ 様） 
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自分自身の第２領域は何かを確認し、時間の天引きをしっかりできるよう

にします。  

特に下記の 2 点の重要さを感じました。 

 

・環境の大切さ 

・習慣化させること 

 

なぜ、ダメな方法を繰り返してしまうのか、失敗してしまうのか、何となくでは

なく、環境作りをして、強制的にできるようにしてしまうことが何より大事なん

だと改めて感じました。 

 

自分自身の第２領域は何かを確認し、時間の天引きをしっかりできるよう

にします。  

（和田圭史 様） 
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まだまだ自分に改善の余地が沢山あることが分かりました。  

鮒谷様、大塚様 

 

時間天引き音源の感想を送付させていただきます。 

今回も貴重な音源ありがとうございました。 

 

時間管理は以前より自分自身としても課題と感じているところでした。目標を設

定し、細切れ時間を使って、第 2 領域に取り組むということはやっていました

が、本当にこれでいいのか？もっと効率よく取り組めるのではないかという思い

があったのですが、まだまだ自分に改善の余地が沢山あることが分かりまし

た。ありがとうございます。 

 

特に衆人環視について、一人では出来ない、克己心なんてない自分をどう動かす

か、まさしく仕組み化、システム化であり、ここについては、すでに動いている

ことがあるので、強化していきます。 

 

また、環境は金で買え。ここに関しては、先日のお金の認識放談会でも話があり

ましたが、お金に対する思い込みが、まだまだ全然書き換わっていないと実感し

ました。時間をお金で買うということと同じだと思いますが頭で分かっていて

も、身体では理解できていない。そんな感覚です。 

 

ここに関しましてもお金の概念が自分と違い、また自分が尊敬できる人、このよ

うな方とお近づきになることが、一番かと思い、衆人環視の仕組み化の取り組み

の中で、もっと活動の場を広げていきます。  

 （菅 智教 様） 
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時間の天引きの注意点や恩恵を違った切り口で語って頂き、大変参考にな

りました。  

セカンドステージ 鮒谷様 大塚様 

 

いつもお世話になっております。 

時間の天引き音源を購入しました K です。 

 

今回のテーマはズバリ第二領域でしたね。 

気になったフレーズを書かせて頂きます。 

 

○人生の質や生活の質が決まるのは第二領域。 

○意識して守ろうと思わないと第二領域は守れない。 

 

 -中略- 

 

○人間は怠け者と分かっている人間は仕組みとして第二領域に入れている。 

自分の意思に頼ってはいけない。 

○因果関係を脳が認識する。良いことがあると脳の回路が形成された瞬間に 

苦行が喜びになる。結果が出る体質になる。 

 

時間の天引きの注意点や恩恵を違った切り口で語って頂き、大変参考にな

りました。私自身も気が付いたらユーチューブを 1 時間近く見ていることがあ

り、第二領域がおろそかになっていることが今まで何回もありました。反省して

おります。 

 

第二領域を意識して守り、未来に対して種を蒔いている感覚を早く身に付けたい

と思います。 

音源を何回も聞いて時間に対してもっとシビアに過ごしたいと思います。 

お陰様で休みの日などは予定していたスケジュールはすべて終わっていま

す。 

 

今回も貴重で熱い音源有り難うございました。  

（Ａ．Ｋ 様） 
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10 倍の価値のあるコンテンツの提供をありがとうございます。  

セカンドステージ 

鮒谷様 

スタッフの皆様 

 

この度は、時間の天引きの音源をご提供いただきありがとうございます。 

 

本音源を再生するまで購入から約 1 週間かかりましたが、感想をお送りさせてい

ただきます。 

 

まず、印象に残った点ですが、鮒谷様が時間を天引きすることが快感になってい

ると仰られた点です。この言葉がひっかかり、時間を天引きすることが快感にな

るとは、どのような状態で起こるのか考えながら音源を聴きました。 

 

私の時間の使い方は、平日の夜や週末の自由に使える時間を第四領域で埋め尽く

し、子供が小さいことを理由にしながら自尊心を傷つけていましたが、家族にも

理解をしてもらい、第二領域に使う時間を確保するようにすることをまずや

ることと決めました。 

 

10 倍の価値のあるコンテンツの提供をありがとうございます。 

財布と相談しながらですが、今後も音源購入の購入をさせていただきたいと

思います。  

（Ｈ．Ｇ 様） 
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第 1 領域を完璧に遂行したくてとっかかりのハードルが上がり、常に気に

なっている状態・・の傾向があることに気づいたので、そんな時は余計な

ことは考えず無心で遂行！を心がけようと改めて思いました。  

私はたった 30 分では何もできないと考えネットサーフィン・・ 

第 1 領域を完璧に遂行したくてとっかかりのハードルが上がり、常に気に

なっている状態・・の傾向があることに気づいたので、そんな時は余計な

ことは考えず無心で遂行！を心がけようと改めて思いました。 

 

◆気づき 

 

・知っていてもやっていないのであれば、知らないのと結果は同じ 

・余剰の時間（第 2 領域に使える時間）をご褒美、癒しで潰してしまい、未来に

投資しないと、先細りになる。 

・毎日 5 パーセントを積み重ねていき、10.20.30 パーセントにしていく。 

・意思の力に頼らずに、仲間やお金で環境を作る 

 

◆今後の行動リスト 

 

①第 1 領域はひとまず最低限の水準でサッサと空っぽにし、認知能力を解放して

から、そのまま第 2 領域へ。 

 

②第 4 領域に流れそうになったら、無心になって目標を眺める。これを達成する

ために今何ができる？！と考えて、即行動に移す！ 

 

③まずは就寝時間以外の 5 パーセント（＝50 分）を積み重ねる。 

 

どのように環境を作るのか？ 

・平日は朝仲間への Facebook コメントを習慣にして 5 時に起きる 

・土日は図書館かカフェに無心で向かう 

★10 分の時間でも大切に使う  

（Ｒ．Ｋ 様） 

 

  

  



■当音源（鮒谷周史の「圧巻！人生は『時間の天引き』からしか変えられない」音源）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/11202803 
 

 

（音源の感想を拝見することで）自分の真剣さはまだまだだと思い知らさ

れました。時間の天引きはもちろんのことですが、こうしたことを改めて

自覚することができたのは大きな収穫でした。  

２週間をめどにとのことでしたが、３週間を要してしまいました（汗）。 

音源を１日１回通勤の途中で聴いております。 

 

しかしながら、その後メルマガで同じ音源をお聞きになった方々からの感想を読

み、衝撃をうけました。私よりはるかに早い段階で、より深く理解をされている

方々ばかりでした。 

音源の中の重要な言葉を書き出している方もいらして、自分の真剣さはま

だまだだと思い知らされました。時間の天引きはもちろんのことですが、

こうしたことを改めて自覚することができたのは大きな収穫でした。 

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。  

（Ｋ．Ｔ 様） 
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可能な限り、第２領域に時間を投入するようにするとともに、いかに人を

巻き込むか工夫したいと思います。  

鮒谷さんが始められた新サービス「丸一日集中する会」は、なかなか、面白いこ

とを始められたな、と思いました。興味があり、参加もしたかったのですが、地

理的要因等等を考え併せ、泣く泣く見送った覚えがあります。その時、話される

という予定だった、生産性向上に対するありがたいお話、も興味があったと。そ

こで、この天引き音源が発売された時には、割と躊躇なく購入してしまいまし

た。 

> 

ここでは、時間管理の肝は、どれだけの時間を第 2 領域に投入できるか、第 2

領域に投入しただけ生きるのが楽になる、というだったかと思います。そのため

に、時間を天引きし（できれば複数人で）、それを第２領域に投入する。また、

その人にとっての第 2 領域を決めるのは、目標に照らして決めることになるの

で、目標を明確にするこそが、実は時間管理の在り方にも直結してくるというこ

とです。 

 

可能な限り、第２領域に時間を投入するようにするとともに、いかに人を

巻き込むか工夫したいと思います。ちなみに、ここ１～2 年私が平日の日中に

コンサルをお願いするようになってから、個別コンサルの開始時間が 9:30 だっ

たのですが、ようやくその謎がとけました（笑）。  

 （公認会計士 Ｋ．Ｆ 様） 
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第二領域の話は以前の音源で何度もお伝えして頂いたものの、恥ずかしな

がら、今回ようやく腑に落ちました。  

大塚様 

 

いつも本当にありがとうございます。 

また、問い合わせもすぐに対応頂きありがとうございました。ドラッカーの経営

者の条件を再度読み直しては、鮒谷さんが説明して頂いたように時間管理の方法

の記述があり、現状を知ったうえで対処するよう考えております。 

 

これは音源を聞くだけでは足りず、実際に環境を購入し、第二領域を集中するこ

とを経験し、快感を得ないと、習得できないと今更ながら実感してしまいまし

た。集中講座に参加された皆さんのような経験はできませんが、音源をベース

に自分の最適な衆人環視の環境を探し出すことが必要であることを感じま

した。財務監査という仕事柄、客先にて仕事をしているのですが、自宅・事務所

以外では、出張先のホテル・スタバなどのような環境で、第二領域へ集中砲火で

きないか検討しております。しかしながら、鮒谷さんが相当な投資をして、仮説

検証した結果ホテルという結論に至ったことを考えるとどうしても費用を気にし

ている自分がまだまだと感じております。この壁を超えるのが一つのハードルで

すね。 

 

第二領域の話は以前の音源で何度もお伝えして頂いたものの、恥ずかしな

がら、今回ようやく腑に落ちました。第一領域を減らせるよう 2 度起こさな

いようにシステム化すること（本気で変える）、第三領域、第四領域をカットす

ること、そして、第二領域へ投じるエネルギーを常に残しておくこと。 

 

それにおいては、高いチャレンジングな目標を掲げることが大前提であるという

こと。また、第二領域に手を付けないと、いつの間にかボディブローで倒れてし

まっているという恐ろしい結末にならないようにする。緊急事項に振り回され

る、生産性のない、嫌な一日を過去のものへと葬り去るため行動・行動・行動し

て、第二領域へ投ずる。 

 

ありがとうございました。  

 （米国監査法人勤務 根岸 様） 
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あなた様の 

 

【 鮒谷周史の「圧巻！人生は 

 『時間の天引き』からしか変えられない」音源 】 

 

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/11202803 

 


