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これまで読んだコミュニケーションに関する本には、様々な心がけやノウ

ハウが書かれていましたが、そういったもののさらに根底にあるべき、姿

勢、生き様のようなものを教えていただいた気がします。 

音源を聴き終え、最初に感じたのは、 

 

「こんな世界があったのか...」 

 

という驚きです。 

 

同時に、自分がこれまでいかに「気を入れてこなかったのか」を思い知り、

反省の念がこみ上げてきました。 

 

これまで読んだコミュニケーションに関する本には、様々な心がけやノウハ

ウが書かれていましたが、そういったもののさらに根底にあるべき、姿勢、

生き様のようなものを教えていただいた気がします。 

 

中でも、音源の前半で最も印象に残ったのは、 

 

「気とは勝手に湧いてくるものではない」 

 

という言葉です。 

 

これまでなんとなく、気とは元気な時、やる気がある時なら、勝手に湧いてく

るかのような認識がありましたが、そんな甘い考えを見事に打ち砕かれた気

がしました...。 

 

思えば、スポーツのトレーニングの効果を高めるのも、実際に試合で場面を意識し

たり、使う体の部位（筋肉）を意識することがとても重要だと言われていますが、

気を入れる、という姿勢もこれと同じ性質なのかなと感じました。 

 

また、後半の、感動・震えているの音源については、今の自分にとって最も

重要な課題を突きつけられた気分でした。 

 

正直に言うと現時点では、ハッキリと自覚できるような、「震えるもの」は十分に

ありません。ついつい、そこから目を逸らしたい思いもあり目先の仕事を追いかけ

がちな自分がいます。 
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なので、「感動のコンボ」にまだ出会えてはいないわけですが、今回の音源を聴い

て、長期戦覚悟でやっていく決心がつきました。 

 

毎日小さな感動、発見、気づきを拾い集めるために、「視野を広げるための時間」

を作っていきたいと思います。 

 

この度も貴重な音源をありがとうございました！ 

（Ｎ．Ｔ 様） 
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どんな人でも、聞いて損はしない音源ではないかと思います。 

前回、音源の感想を書かせて頂いた時、はっきり感じたことがあります。それは、

「意識をする」ことによって、音源への理解度が各段に増すということ。前

回の音源の感想は、通勤中に 2 回ほど聞き流した上で書き始めました。 

 

数時間、小さい脳みそを回転させながらどのような感想を書くか考えていたので

すが、その日は「ピンとくる」感想を書くことができず、感想を書くことを一旦止

めました。そして、仕事を終え、帰宅中に改めて音源を聞いていたのですが、感想

を一度考えた上で、改めて音源を聞いてみると、「頭へのひっかかり」が明

らかに異なっていることに気が付きました。 

 

抽象的な表現になってしまいますが、感想を考えた後で聞いた音源のイメージ

は、鮒谷さんの一つ一つの言葉が自分に刺さる「深さ」が増し、結果として

その言葉を核として自分の脳内の言葉が数珠つなぎのように繋がってくる

感じ、と言えるでしょうか。間違いなく、音源から得られる気づきの量が増

えていたのです。 

 

そのような経験を通じ、「どれだけ自分は音源を適当に聞き流していたんだ。」と反

省していたのですが、今、改めて思うと、気づきの量が増えた理由は「感想を考え

る」という行為を通じ、音源に対して「気」が入った結果、気づきのアンテナがピ

ンと張ったからだと思います。 

 

アンテナがピンと張れば、同じ言葉を聞いても、学び、気づきの量は大きく変わり

ます。 

 

違う見方をすれば、同じ言葉を見聞きしても、そこから何を得られるかは、自分の

気の入れよう次第。ということになるかもしれません。そして、「感想を書く」と

いうありふれた行為ですら、気をいれることで劇的に気づきの量が変わるのです

から、普段の生活にも気を入れれば、気づきの量が劇的に変わることは容易に想像

することができます。 

 

ちなみに、前回の音源の感想を書くのは、延べ 6 時間ぐらい（汗）かかったと記

憶していますが、全然それで良いと考えています。何と言っても、たったの 6 時

間で、音源から得られる気づきが激増するのですから。改めて考えてみると、

音源 x 感想のコンビネーションを超える学習法、正直なところ、中々思い

浮かびません。 
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今回の音源を聞かせて頂き、そんなことを思いつつ、「気を入れる」ことがいか

に重要なのか、思いを新たにした次第です。感想だけでも「気」を入れるこ

とで大きな変化を感じるのですから、他の一つ一つの行動に気を入れたら、

結果が大きく変わらないはずがないですよね。。 

 

そういった意味では、どんな人でも、聞いて損はしない音源ではないかと思

います。 

今回も素晴らしい音源をありがとうございました！ 

 

引き続き、宜しくお願い致します！ 

（株式会社 CODOR 代表取締役 大橋亮太 様） 
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「気を入れる」 

 

たった５文字ですが、これを意識するのと、しないのとでは、全てのもの

に対する姿勢、ひいては見え方が、全く異なるものとなることに、今更な

がら、初めて気が付きました。（大変、ショックです・・） 

鮒谷様 

 

いつも貴重な音源、有難うございます！ 

 

本音源、私にとっては、「パラダイムシフト」音源となりました！ 

 

「気を入れる」 

 

たった５文字ですが、これを意識するのと、しないのとでは、全てのものに

対する姿勢、ひいては見え方が、全く異なるものとなることに、今更ながら、

初めて気が付きました。（大変、ショックです・・） 

 

改めて振り返ると、自分が成し遂げてきたと思えるものは、全て無意識的に、

「気をいれて」取り組んできたものでした。意識をすれば、もっともっと、

多くのことに「気を入れる」ことが出来ていたはずです。 

 

くそ～、でも、今日が一番若い！ 

 

これからは、常に「気を入れる」ことを意識して生きていきたいと思います！ 

 

さらに、「感動」についてですが、ここ数年、明らかに、その体質が弱まっており

ました。。日々の生活において、明らかに以前より感じるところが少ない。。 

 

改めて、心震えることを日記に書こうと意識すると、意外と、日々、心震える出来

事が見つかることに、気がつきました。これも、意識するとしないとでは大違い。 

同じ一日を過ごしても、気付き、充実感、学びが全く異なります。あ～、今

まで、もったいない。 

 

本音源を聞いて、世界の見え方、「パラダイム」が変わったように感じてい

ます。 

 

でも、継続することが大切。 
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「パラダイム」は油断するとすぐに元に戻ってしまうと思うので、戻らぬように、

音源を繰り返し聞き、行動して OS を強力にバージョンアップしていきます！ 

 

「気を入れる」 

「感動」 

 

いずれ無意識で出来るようになるべく、まずは毎日、常に 2 つの言葉を意識し、

充実した、成長する日々を送りたいと思います！ 

（Ｋ．Ｍ 様） 
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このご時世に昇給いただけるだけの評価を会社から得られたのも、鮒谷さ

んからいただいてきた言葉を意識し、気を入れて仕事をしてきた結果だと

嬉しく思っております。 

鮒谷様 

長内様 

 

フォローアップ音源をありがとうございます。 

感想を送らなきゃ送らなきゃと思いながらダラダラと先延ばししてきてしまいま

した。すみません。 

遅ればせながら、感想を送らせていただきます。 

 

気を入れる音源はヘビロテしている音源の 1 つです。学習塾で講師を続け

ている僕にとって、とても刺さった内容でした。そもそも購入したきっか

けが、自分の授業内容に疑問に思っていたところからでしたので、正解で

した。 

 

フォローアップ音源の中でも説明されていましたが、僕が勤める塾が 1 対 1 の

個別指導のみを行っていることもあり特に相手が子供となると、「流して」授業

することが容易です。 

 

「個別指導」とはいえ、結局、ほぼ同じ内容を教えることになります。 

授業を繰り返すたびに、伝え方が上手くなっていることは実感するものの、反比

例して気が抜けていくように思います。実際のところ、授業前の準備時間はどん

どんと減っていきました。 

 

気がつくと、気を入れずに授業を行っていることがあり、毎度音源を聞き

直しては「一流のプロは気を入れているものだ。」と気を引き締めていま

す。 

 

本編の中で、高井先生が面談相手から宿題を見つけられるのは、気を入れて話を

しているからだというくだりがありましたが、個人的にはこの言葉が特に刺さっ

ていて、相手の課題を見つけられるだけの気を入れているかというのが今の基準

です。 

 

まだまだ精進が必要ですが、それでもこの言葉をいただけただけで価値がありま

した。 

ありがとうございます！ 
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また、ご報告が遅くなってしまっておりましたが、セミナー参加から個別コン

サルや音源など、本格的に鮒谷さんに教えをいただくようになって 1 年半

ほど経ちました。 

元々個別コンサルで相談していた独立の方はまだ芽が出そうにありませんが、本

業のほうでは、来年の年収が 24%アップしていただけることになりまし

た。 

 

もとの年収がそれほど多くないため大きめなパーセンテージになってしま

いましたが、このご時世に昇給いただけるだけの評価を会社から得られた

のも、鮒谷さんからいただいてきた言葉を意識し、気を入れて仕事をして

きた結果だと嬉しく思っております。 

 

この音源で気を入れるということについて、さらに詳しく解説いただいた

ので、これからもますますがんばります！2021 年も楽しみです。 

 

引き続きよろしくお願いいたします。 

（藤倉 誠 様） 
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この音源を聞かなければ"気"に対して特に関心を持つことなく一生が終わ

っていたかもしれません。"気"について、気づきを与えていただける貴重な

音源の 1 つになったかと思います、大変ありがとうございます。 

『気と感動音源』2 回聞かせていただきました。 

 

前回リリースいただいた自己肯定感音源同様、思考 OS のさらに下のベー

スにあたるものだと思いました。 

 

"気"につきましては、これまでの音源で"気を入れる"と言う言葉を度々聞いていま

すが、実際に自分が仕事上や生活の中でどれぐらい気を入れている割合があるか

と振り返ってみたところ 1 日平均 5%あるかないかでは無いかと思われ、驚いた

次第です。 

 

常に意識して気を入れ続けている（意識的有能）、または出来ていなくても気を入

れ続けようとしている人と（意識的無能）、本当に必要最低限の時だけ気を入れて

いる人間との差がつくのは当然だと改めて思わされました。 

 

また気を入れた時の結果は、入れていない時と異なるのは当然のことと思います

が、その際の結果だけではなく、その後の改善にも生かされるのか、否かという面

においてもダブルで差がついていくことに気付かされました。 

 

この音源を聞かなければ"気"に対して特に関心を持つことなく一生が終わ

っていたかもしれません。"気"について、気づきを与えていただける貴重な

音源の 1 つになったかと思います、大変ありがとうございます。 

 

感動についてこれも気と同じで、言葉としては知っていても、あまり意識して考え

てきたことがありませんでした。感動体質の人間と、無感動体質の人間では、いろ

いろなことに差がつくと言う話しがありました。感動の有無で、人生にそんなに差

がつくものなのかと音源を聴き進めていったところ、誰かから同じものを買うの

であれば、商品やサービスに対し、感動セットでセールスしている人と、感動なく

単に物やサービスを売ろうとする人とどちらからものを買いたいか、と言う例え

話を聞いたときに全く以て得心がいきました。 

 

気と同様、感動についても日々意識し、有能状態に近づくことで、今後の人

生の質の向上が期待できることに気付くことができ、すごく得した気分で

す。 
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気と感動について、音源聴取させていただいた現段階での大きな気付きは上記と

なりますが、繰り返し聞いて意識的有能、無意識的有能の域を目指して精進

していきたいと思います。 

 

このたびも素晴らしい音源のご案内をありがとうございました。 

（Ｔ．Ｔ 様） 
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自身の生活の一挙手一投足に至るまで「気」を入れながら過ごして参りたい

と、改めて強く感じました。 

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

テーマ１「気」を入れる 

 

私も子供の頃から親に、「気合が入っていない」「気が抜けている」等々の事を散々

言われ続けてきた事が思い出されました。私の中で「気」が入っている、という状

況は、例えるなら以下のような姿だと想像していました。 

 

（ケンカ空手）（孫悟空） 

 

しかし、これはあながち間違いではないのだろうと、お話を伺った中で確信しまし

た。例えば、コミュニケーションの中で気が入っている状況とは、指先爪先・髪の

毛の先端に至るまで、研ぎ澄まされた感覚が漲っているか。気が漲っている状況

は、自ずと対話の他者にもその感覚が伝わる。（大山倍達の迫力のようなものが、

目に見えないオーラのような感覚で他者に表出する） 

 

私はコミュニケーションの中で、冗長的な対応をしていたと痛感いたしまし

た。特に、他者との対話・コミュニケーションの中で、第三のカメラを発動

し自身をモニタリング出来ていないケースが往々にある事に気がついてし

まいました。 

（今回のセミナー内でも、鮒谷さんからの問いかけに対して、自身をモニタリング

しながら気を入れた対話が出来ていたか。自問自答しています） 

 

また、これは自身の経験からの感想ですが、国家試験等の緊張感を強いられる環境

では、しばしば近づく事を躊躇いたくなる「気」が満ちている受験生を見かけまし

た。（後学のためにその方の受験番号を後で照会したら、受かってらっしゃいまし

た） 

 

これなどは、指先に至るまでの「気」が入っている状況が発露しているのではなか

ろうかと思います。普段の生活の中でも、上記のような「迫力のある平常心」は大

事にしたいと思います。 

 

テーマ２「震えているか」 
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（またまた私の敬愛する沢木耕太郎さんのエピソードで恐縮ですが）沢木さんが

以前、旅に関するインタビューの中で以下のようなお話をされていたと記憶して

おります。（細かい表現は合っていないかもしれませんが、要点は合っているはず

です） 

 

「海峡に沈む夕日を友人や恋人と眺めていたとしたら、そこで出てくる言葉は『綺

麗だね』の一言で終わってしまう。しかし、その状況を一人で眺めていたならば、

言いようのない感情を一度腹に落として醸成させることができる。」 

 

心が震えるということは、以下のプロセスで発動しているのではないかと思われ

ました。目の前の事象を一度自身の中に落とし込んで、正に自問自答行為が発動す

る。そして、自身の中で内的言語をフル回転で回し、その結果が心が震え、時には

涙を流す事象に至る。 

 

そして、自問自答し内的言語を回すプロセスにおいては、十分すぎる「気」が入っ

ているものと予想します。私もかつて一人で海外に出掛けた事を思い出すと、常に

「気」が入っており（感覚がビンビンに研ぎ澄まされている）、ガイドブックにす

ら出てこない風景が十数年経過したとしても、浮かび上がってきます。 

 

最近の自身はどうだろうか、と考えると、涙を流すに至るまでの心の震えを感じて

いないと反省しました。 

 

自身の生活の一挙手一投足に至るまで「気」を入れながら過ごして参りたい

と、改めて強く感じました。 

（中村 聖智 様） 
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無理やり私なりの言葉に引きつけて「感想」とすることが許されるのであれ

ば、「フィクションを立てて人生を少しずつ進める」ことに関する言語を豊

かにする機会になったかな、と思われます。 

今回の音源はよく聞いてみると構造も内容も複雑で、理解するのに手間どってし

まい——「考えるな、感じろ」と言われても、考えてしまいます——、「感想」も

またごく一面的なものになってしまいますが、お送りします。 

 

■ 

 

「気を入れる」と言われれば、少々曖昧ではあっても一定の観念を抱くことができ

て、気を入れないよりは入れたほうがいい、くらいの了解はたやすく得られそうな

ものです。気を入れて対象に接したほうがよいというのは、言われれば当たり前の

ことであるように見えるかもしれません。 

 

とはいえ、「気を入れる」という観念がなければ気の入れようもないわけです。ひ

とまずこうした観念を持ってみたら、次に内容を充実させてゆくことになりそう

です。「気を入れる」とはどういうことだろう、音源ではどう規定されているだろ

う、と問うてみるということです。 

 

「気を入れる」という表現にどのような意味を与えるか、ということは、究極的に

は各人が勝手にやればよいことだと思いますが、音源から私が勝手に読み取る限

りでは、何よりも「入れる」という表現が含意する、いたずらに発散させるでもな

く、一定の統制をきかせるイメージが重要であるように思われました。 

 

「入る」に任せるというよりは、コントロールして「入れる」ということです。何

に「入れる」かと言えば、実際に活動している自分に「入れる」のだ、ということ

になりそうですが、気を操って「入れる」自分は少し離れたところにいます。風船

に（空）気を入れるときには、当然、吹き込む私と、吹き込まれて膨らむ風船があ

るわけで、謂わば実際に膨らんでいる主体からは、「気を入れる」側は一歩退いて

コントロールしています。 

 

実にコンサルの最中に余剰メモリを働かせる、というかたちの気の入れ方に関す

る言及は、そうしたコントロールを感じさせるものでした。 

 

実に「集中する」「没頭する」などだと、主語は常に自分で、しかも目的語のない

自動詞ですから、このような一歩引く契機が不明確になる面はあるのかもしれず、

「気を入れる」という表現の妙を（ごく勝手に）感じても良いところかな、と思わ
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れました。 

 

■ 

 

とはいえ、「気を入れ」ようと思い立つとしても、全くの徒手空拳で気を入れろと

言われても無理があり、何らかの前提が必要になるでしょう。 

 

何の興味も関心も問題意識もない対象に「気を入れる」のは随分難しいものです。

その昔、小遣い稼ぎにやった模擬試験の試験監督のアルバイトが思い出されます。

「小遣い稼ぎ」などというしょうもない動機だと気も入りませんでした。一歩引く

どころか、心ここにあらず、ということになってしまうのも無理のないことです。 

 

そもそも心が動いていない対象に対して「気を入れる」ことができるのかしら、そ

うする意味があるのかしら、という問題が立ちあがりますし、ということは、感動

が「気を入れる」対象を選定するための根拠になるだろう、ということです。 

 

「感動」の射程は恐らく広くとられてよく（というよりも、広いほうが幸福でしょ

う）、「あんなこといいな、できたらいいな」という憧れかもしれませんし、あるい

は仕事で顧客に貢献できたときに感じられる喜びかもしれません。 

 

何であれ、現在の場所から連れ出してくれる引力、あるいは今いるところでいっそ

う励むための或る種内面化された動機があってこそ、「気を入れる」ことが有意味

なかたちで可能になる、ということでしょう。 

 

■ 

 

とはいえ、感動したからといって、即座にバチっと入り込めるかといえば必ずしも

そうではなさそうです。 

 

「感動」というと大きな・決定的なものが想定されそうですが、実際にはひとつひ

とつが決定的な、オール・オア・ナッシングなものであるというよりも、「なんか

いいよね」「ちょっといいかも」程度のものが様々に蓄積されて初めて、確たる重

みを持つようになるのでしょう。「感動のコンボ」という言葉が用いられる所以は

ここにあると思われます。 

 

そこで、やはり必要になるのは、というかやはりそこに立ち返るよね、という感が

ありますが、遠大な目標を設定するにあたって行われ（つづけ）ることになる大量

行動というモメントであり、小さな感動を集めまくるプロセスでしょう。 
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そしてその中では、初めから自分の興味関心を敢えて限定するようなことはせず

に、色々触れてみることで、思わぬ感動が引き起こされるということもまた、音源

で指摘されている通りです（もちろん、どうしても自分の世界から大きく逸脱する

ことは難しいのですし、少しずつ広げてゆけばよいのでしょう）。 

 

そうして徐々にふくらんだ感動の対象であれば、気を入れて取り組むことができ、

気を入れて取り組む、つまり感動した対象へと自らを拘束する中で、また新たに生

まれる感動がある、という循環構造が、おそらくは認められるのでしょう。 

 

もちろん単に循環するというよりは、気を入れて取り組むことで有形無形の成果

が積まれうるのであってみれば、螺旋階段のようにステージがあがっていくので

しょうし、そればかりではなくて、高いところから様々な景色が見えるようになっ

て、派生的に周辺の事柄に感動しそちらに「気を入れ」ていく、というプロセスも

生じることでしょう。 

 

■ 

 

とはいえ（とまた逆接をはさみますが）、感動した対象に気を入れつづけるのも実

際には難しいところがあり、この点が問題を複雑にしているようです。 

 

多くの場合は（必ずしも感動しつづけられるわけでもない）仕事や、人間関係や、

事務作業や、その他諸々があるわけで、時間や体力や精神力は限られています。と

もすると小さな小さな感動が流されてしまうことはありうるでしょう。 

 

感動がある程度のコンボをなして大きくなってきても、「気を入れる」ことへと即

座に持ってゆくこともはいかないところはありそうです。 

 

さらに言えば、決して現在置かれた環境にあまり心を動かされていないのだとし

ても、現在の環境で成すべきことには当座の対応として敢えて気を入れたほうが

よい、という場合もあるでしょう。当座の仕事はどうにもやる気がしない、しかし

気を入れてやったほうがいいに決まっている、ということはある（けれども難し

い）、というなりゆきです。 

 

この双方については、なんと言っても『目標設定音源』ないしは『ピラミッド音源』

が一定の指針を与えるのでしょう。あるいは『時間の天引き』音源でしょうか。 

 

時間をとって感動の素材に触れまくり、感動を大きくしてゆくということは或る

種の人間には必須の作業でしょうし、また気を入れて取り組んだほうがよい対象

に気を入れられないのなら、対象が目標への秩序の中に適切に組み込まれている
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かどうか、という点を先ず疑ってみるのがよいからです。 

 

組み込まれて、位置付けと説明を明確に与えられていれば、適切なかたちで気を入

れられる（可能性が、少しずつ上がる）ということでしょう。 

 

■ 

 

以上が雑駁なまとめであるとして、以下は感想の体を借りた妄言ですが（それゆえ

に上記の中途半端な「まとめ」よりも「感想」らしいものですが）、あくまでも「感

想」という体で、このまま送らせていただければと思います。 

 

感動を求めて色々なものに触れにゆくことが音源で積極的に推奨されているのに

関連して、付け加えることが許されるなら、何であれ出会ったものに関して人工的

に感動を作り出そうとしてみる、ということもまたきっかけとしては悪くはない

のかもしれません。感動は確実に何らかの認識に基づき、有意味な認識は必ず言語

によって記述され、言語によるということは、程度の差こそあれ何もかもがフィク

ションであるからです 

 

感動の機会を積極的につくるばかりではなく、感動そのものをも創造する、悪くい

えば捏造する、ということが可能かしらん、ということです。 

 

もとより、決め打ちせずに色々なところに感動の種を探しに行く、と思ってみても

なお、本当は自分の興味関心を著しく離れたところに、つまり自分の言語的世界の

外に探しにいくことは不可能でしょう。 

 

私がいろいろ探そうとしたときに、楽器やイラストやカリグラフィやヨガに関心

を示してきたのも、よくよく考えてみれば既存の経歴や交友関係がなければ示し

えない関心だったわけで、既に一定の親しみがあった領域に手を伸ばしてみたと

いう次第です。 

 

対象を選定する時点で既に手持ちの言語に強く拘束されるわけですから、寧ろ逆

向きに言語を用いる、つまり対象に触発されるに任せず、言語を介して対象への

「感動」を積極的に生み出す、ということもありえるのではないか、と思われるわ

けです。 

 

こう表現すると、「感動」という運命的で受動的な香りのする言葉の与える印象か

らは離れてしまうのかもしれませんが、何もせずに感動を待つのではなく、感動を

もたらしそうな対象に触れる機会を能動的に作ることが十分に理解可能であるの

ならば、対象に対する感動そのものが必ずしもその起源において自生的である必
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要も特にないのだろうな、と思われたということです。 

 

こじつけめいてはいるかもしれませんが、私事もおおいに混ぜるのであれば、或る

種「感動」のようなものを突き放してものを読むための半ば職業的な訓練を積んで

きた身としては、強いて大げさに感動してみて（感動したふりをして）、その様を

記述することからはじめるのも悪くはないのかもしれない、と思われるのですね。

感動しないことが、感動を手放すことが癖になっているからには、（つまらないも

のであっても）感動した振りからリハビリを始めてみる、という具合です。 

 

そうした或る種人為的な感動からはじめて、気を入れてみて、そうしているうちに

起源にあたる嘘（をつくという決断）が隠蔽されたときにこそ、人為的だった感動

は運命的な感動へと再編集されるのかもしれません。実に権威が自らの暴力的な

起源を抹消することで、真正の権威になる様子にも等しいようですし、これはジャ

ック・デリダが『法の力』でベンヤミンに寄せて暴いた——ということは、ふつう

隠されている——、思惟の原初的決断のありように近い嘘です。 

 

実に「気を入れる」ということが、手持ちの気のリソースに関して、一歩引いたと

ころから適切な統制と配分を行った結果であるとすれば、「感動」もまた、運命や

対象によって触発される面があるとはいえ、私たちが統御し積極的に生ぜしめる

ものとしてとらえられるのであり、そう見るのも悪くないのではないか、というこ

とです。 

 

■ 

 

......というわけで、無理やり私なりの言葉に引きつけて「感想」とすることが

許されるのであれば、「フィクションを立てて人生を少しずつ進める」こと

に関する言語を豊かにする機会になったかな、と思われます。今回はありが

とうございました。 

（Ｒ．Ｈ 様） 
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色々なテクニックより前に、人生に気を入れる。このことが分かっただけで

も音源代の何十倍もの価値があると思います。 

気の無い人生は負け人生。 

その通りだと思います。そして、頭では理解していたのです。音源を聞くまでは。 

 

まず、脳内辞書に「気」の文字があまりにも少ないことに愕然とし、実際に

気を入れようとして、その抜けっぷりに愕然としました。言葉でインプット

することはもちろん必須ですが、実際に行動に移し、自分のものとすること

の重要性を再認識した次第です。 

 

そして、「感動」の少なさについて。これまた「最後に感動したのっていつだっけ」

状態。漫画を読んだり、映画を観たりして、まずは感動の感覚を生き返らせる必要

があるなと思った次第です。 

 

色々なテクニックより前に、人生に気を入れる。このことが分かっただけで

も音源代の何十倍もの価値があると思います。 

 

この音源を何度も反復して深く理解し、実践していこうと思います。 

ありがとうございました。 

（田中 直樹 様） 
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とにかく「気を入れる」という言葉を何かにつけて頭の中で回してみようと

決めました。そうすると、、、不思議と自分の中からパワーが湧いてくるよう

な感覚を覚えました。 

鮒谷様 

 

「気を入れる」音源、聞かせていただきました。 

 

自分がことごとく日常を「惰性」で送っていたことを痛感しました。これは

もう毎回のことなのですが、新たな音源を聞くたびに「全然できてなかった。」「全

然足らんかった。」と感じ、「またやってしまっていた。。。」と反省させられます。

ついつい自分は「イケてる」モードに入ってしまう悪癖があります。 

 

鮒谷さんが戒めておられるように、音源を聴いただけで、聴き続けているだけでは

行動はそう簡単には変わらない、、、とその時は頭で分かっているのですが、時間が

たつにつれて緊張感が損なわれ、そして惰性で、流して、日々を過ごしてしまう。

そん繰り返しでした。 

 

今回もそうなってしまうんだろうか、、、と思いながら、とにかく「気を入れる」

という言葉を何かにつけて頭の中で回してみようと決めました。そうする

と、、、不思議と自分の中からパワーが湧いてくるような感覚を覚えました。

正直最初の 1 回目では「気を入れる」以外の言葉はほとんど残っていなかったの

ですが（汗）、もう一度聞き直してみたところ、前半部分で大きな発見がありまし

た。 

 

鮒谷さんが以前メルマガか音源で仰っておられたと思うのですが、お金も情報も

ご縁も自分のところで止めるのではなく、どんどん流していったほうが良いとい

う示唆は、「気」にも当てはまると思うのです。私は今、こうして音源を通して鮒

谷さんから「気」を頂いたわけですが、その「気」の一部はたとえば高井先生から

鮒谷さんに送られた「気」で作られているのではないでしょうか。 

 

自分に「気」を入れたのであれば、その「気」をどこかに、誰かに向けて使うこと

で「気」はさらに大きくなり、相手に喜んでもらえたり、何かのお役に立てること

につながるように思います。金を使う（消費する）のではなく回すことが大事だ、

という話をどこかで聴きましたが、まさしく「気」も一緒で、気を使うのではなく

気を回すことが大事なんだろうと思います。 

 

さらにこれは重課金音源の内容ともつながってくると思うのですが、課金すると
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いうことは自分の「気」を相手に差し出すことではないかとも感じます。音源の場

合で言えば、ちょっと生々しい話になりますが、お金も「気」も自分の手元からは

旅立ってはいくものの、なくなってしまうことはなく、鮒谷さんへと渡されるわけ

です。特に音源を購入する時には、今の私では自分なりには相当「気を入れ」なけ

ればポチッと押せませんので、重課金だ！と言いながらその指は「気」のせいでメ

チャクチャ重くなります。でもそれでいいんだ、と思いました。大事なことは、「気」

の重さを相手に伝えることではなく、自分で自覚しておくことだと思うからです。 

 

そしてさらに私が気づいたことがあります。音源を聞くまでの私は「気を入れたら

抜けないようにしよう。」としていたと思います。けれども、自分が惰性や「流す

こと」の誘惑に弱いということを骨身に染みて実感するようになりまして、「あ、

もうこれは穴を全部塞ぐのは無理！」と感じたのです。であるならば、どうせ自分

が自覚できていない穴から「気」が漏れるなら、意図的に自分が主砲から「気」を

出して、そして次から次へとまたあらたな「気」を入れ続ければいいんじゃないか、

と。この辺りは、さきほど申し上げた「気を回す」ということとも通底すると思い

ます。 

 

もしかしたら「気を入れ」続けることで、これまで自分がなかなか探し当てられな

かった穴もみつかるようになるかもしれません。そうであればいいな、と思いま

す。 

この仮説が正しいかどうかはわかりません。ただいずれにしても、こういうイメー

ジが自分の中で持ったことで、明らかに「気を入れる」というモニタリングキーワ

ードの威力が何倍にも高まったことは間違いないと確信しています。 

 

「集中力を高めるのとはちょっと違う。」 

 

ということを鮒谷さんは仰っていましたが、それに近いことなのかもしれません。

「集中力を保つ＝気を抜かない」という式が成り立つような気がしますので。 

 

ただ、後半部分の「感動する」というお話はまだ自分の中で言語化して感想をお伝

えすることができません。ですのであと何回か聴いてみた上で言語化を試みたい

と思います。 

 

今回の音源に限らず、これまでの音源、コンサルティング、いただいたコメント、

そしてメルマガと、鮒谷さんからはたくさんの「気」を回していただいてきたんだ

な、と感じました。それでなんとか「腑抜け」ならぬ「気抜け」にならずにビジネ

スの現場で立ってられるのだと思います。そろそろそれに頼りっぱなしになるの

ではなく、その「気」を自分が誰かにお渡しすることで自立していく。そういう腹

が決まったように思います。それが、自分の日々に変化の萌芽を感じれるようにな
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ったことにつながっているように思います。 

 

この感想も精一杯「気」を込めて書きました。今日もまだまだ「気を吐いて」いき

ます。 

（大阪 ECO 動物海洋専門学校 獣医師／臨床心理士 渡邊力生 様） 
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自分自身、時折気が入っていない（仕事に忙殺されている）と感じることが

あり、この要因は何だろうと考えながら音源を聴いていました。高井先生の

気の入れ方が一つのヒントになった気がします。 

自分自身、時折気が入っていない（仕事に忙殺されている）と感じることが

あり、この要因は何だろうと考えながら音源を聴いていました。高井先生の

気の入れ方が一つのヒントになった気がします。 

 

どんな仕事にも一人で完結する方はなく、目の前のお客様、もっというと見えない

お客様を想像して、宿題というリアクションをもらえているか？ 

 

そう考えると、仕事は終わらせるものと、繋がるものがあり、終わらせる仕事は作

業的なもの、または続けていっても気が入らない仕事で、繋がる仕事は気を入れ続

ける 

仕事だと解釈できました。 

 

仕事でも日常生活でも、気が入ってる状態を意図したときに 100%になっている

か？または感動しているか？モニタリングを続けて、気が入る仕事と入らない仕

事、自分の状態を細かく記録していくことから始めようと思いました。 

ありがとうございました。 

（Ｔ．Ｍ 様） 
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今回の音源で、特に心に残ったのは、やはり「気」を入れることの大切さで

した。 

この度は素晴らしい音源をご提供くださり、誠に有難うございました。 

 

今回の音源で、特に心に残ったのは、やはり「気」を入れることの大切さで

した。世の中で成功している人と残念な人との一番の差は、能力や才能より

も、「気」の質と量の違いのよるものだと思いました。 

 

そして、気を入れるためには、内発的動機が必要で、それを発動させることは、一

言で言えるほど簡単なものではなく、外に出て小さな感動の種を集め続ける。する

と、それらが結びつき回路ができ、核分裂反応がおきて、方向性が見えてくると教

えていただきました。 

 

最近、どうも感動が少なくなってきたかなと感じていたところで、常に気を入れて

いるか、感動体質になっているかと、言語を回し、自問自答して新たなことにチャ

レンジしてまいりたいと思います。 

 

このたびは、深い学びの宝を頂き、誠に有難うございました。 

（Ｙ．Ｆ さま） 
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多くのみなさんが感動できないことに悩まれているとお聞きして、そんな簡

単に感動し続けることができるわけがないとハッキリ仰り、どうして感動で

きないかを教えていただき、抱いていた疑問がスッキリしました。 

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。 

 

今回、一番印象に残ったのは「感動のタネ」のお話です。 

感動し続けなければ、気を入れ続けることは難しいですが、どうすれば感動し続け

ることができるのか疑問でした。 

 

多くのみなさんが感動できないことに悩まれているとお聞きして、そんな簡

単に感動し続けることができるわけがないとハッキリ仰り、どうして感動で

きないかを教えていただき、抱いていた疑問がスッキリしました。 

 

自分自身、感動と聞くと、一発で大きな感動しかイメージとしてなく、感動が大切

と聞いても、日常で心底の感動が全くなく悩みのタネでありました。 

 

たしかにアンテナも低く、感動のタネも集めていないのに感情が動くことなどあ

りえませんよね。小さな感動を積み重ねて、どこかで大きな感動に繋がっていくと

いうのは、確かにそうだと思いました。 

 

一発逆転の大きな感動を求めるより、日々の小さな感動のタネを集めていくよう

にしていきたいと思います。 

 

この度は、有り難うございました。 

（林 様） 
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本音源で、being 目標を定められるきっかけを掴んだ気がしています。 

鮒谷様 

 

このたびも深い学びのコンテンツ提供ありがとうございました。 

 

本音源で、being 目標を定められるきっかけを掴んだ気がしています。 

 

今回の音源の趣旨からすると枝葉の部分になるかもしれませんが、質疑応答の際

にある方の感想にあった、心震える趣味ならば大事にしたほうがいいという話。当

方も同じように、心が震えるけれどもこれは第４領域だと認識しとりあえず後回

しにしていたものがありました。 

 

コロナ禍の影響で、職場の同僚との付き合いの時間がほぼなくなったことによっ

て、可処分時間が増え、ふとしたきっかけから、地域で同じ趣向の某団体に顔を出

すようになりました。ここでの活動で、崇高な活動理念、地域社会への積極的なア

プローチ、そしてメンバー同士の絶妙な繋がり...活動に参加するたびに、何もかも

が今の自分にとってプラスに影響する体験を得ています。まさに、感動、心が震え

るという実感が。 

 

この領域に自分のリソース(時間)を割くことに、罪悪感を感じている自分があった

のですが、それが冒頭の質疑応答のご感想によって、「心が震えるならいいじゃな

いか」と自己の発想を転換できた次第です。 

（Ｈ．Ｎ 様） 
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今回も、色々と自分に問いを立て、自分の中にあるバグを内省し是正する機

会を与えていただき、大変有意義な時間となりました。 

「気を入れる」という言葉自体は、既に所有している鮒谷さんの音源で接し

ていましたが、今般、あらためてこの課題に正面から向き合う良い機会とな

りました。 

 

日常行動を振り返ってみますと、特に現行業務の遂行においては、長年のキャリア

もあり、ややもすると、「流す」という感覚になってしまっていて、気が入ってい

ないケースが多かったなと、内省しております。 

 

第一領域の極小化と、第二領域の最大化、を図るにあたって、第一領域の大部分を

占める現業に関しては、ある程度「流す」ことで、時間資源の投入量を減らそうと

していたと思います。 

 

最近、現業で接したいくつかのトラブルも、その要因の一つは、自分の気の

入れ方が不足していたことにあると感じました。お給料を頂いている以上は、

今後はしっかり気を入れて対処していこうと思う次第です。 

 

また、心が震えている状態を継続すること、に関しては、引き続き、自分のメイン

テーマです。起業準備のために、第二領域的な事象への時間資源投入ばかり意

識しすぎると、考えや意識が硬直的になって、感性が鈍ってしまいがちにな

るのではないかと思いました。 

 

もう少しだけ肩の力を抜いて、視野を広く持ち、森羅万象に興味関心を持ち、また

趣味をはじめ、無用の用に費やす時間を大切にし、自分が何に心を揺さぶられるの

か、自己観察を継続していきたいと思います。 

 

今回も、色々と自分に問いを立て、自分の中にあるバグを内省し是正する機

会を与えていただき、大変有意義な時間となりました。ありがとうございま

した。 

 

次回も楽しみにしております！ 

（Ｙ．Ｔ 様） 
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今回の音源は自己肯定感音源（仮称）同様、BIOS に当たるのではないかと

思って聞いていました。BIOS の中の設定の「気」の出力をどう設定してい

るのか。BIOS 時点で気の設定がなければ、OS の挙動にも影響してくる。

自己肯定感の話同様、シンプルな設定の話のため、具体性が強く感じるのか

なと思います。 

今回の音源は自己肯定感音源（仮称）同様、BIOS に当たるのではないかと

思って聞いていました。BIOS の中の設定の「気」の出力をどう設定してい

るのか。BIOS 時点で気の設定がなければ、OS の挙動にも影響してくる。

自己肯定感の話同様、シンプルな設定の話のため、具体性が強く感じるのか

なと思います。 

 

今回の話を聴きながら、頭の中ではドラゴンボールやハンターハンターの気や念

がビジュアルとして描かれているモノをイメージしておりました。気を意識し始

めた頃は、自分の気しか意識できないため、ひたすら放出するのみ。それが練れて

くると必要以上に気を込めなくても良い。相手や目標に合わせて出力を変えられ

る様になる。その領域に行くには自分を含めた世界を俯瞰しつづけ、自分にフィー

ドバックを与えて、躾けていく。自分の気力の限界に気づいたら、常に限界までを

出し続けられるようにした上で、限界の領域を広げていく。ここもドラゴンボール

やハンターハンターのように修行のイメージですかね。 

 

今回の音源を聞いて思ったのは気を込めたものはアバターに乗り移るということ

を再認識いたしました。気のこもったものをアバターを通してでも相手に伝わる。

アバターを通しての場合、対面と違って気の流れをコントロールできない。そのた

めに、読む人を選ぶ。込められた気に耐えられる、合う人のみが読む。書き手に気

が入っていない場合、読まれない。 

 

私自身、平成進化論を読むのが苦しい時期が続いていましたが、その理由の

一端を知れた気がします。最近は逃げずに読めてきている。平成進化論から

目をそむけたくなったときは自分が腑抜けに戻りかけるバロメーターにな

るかもしれないと今回の音源を聞いて感じました。 

 

自分の話で恐縮ですが、中身は立派なことやええことを言っている、書かれている

のに自分の心が震えないということがありました。中身だけ取り出すと、確かに自

分の心が震える内容なのに、アバターを通されると全く響かないのはなぜか？と

いう問いが自分の中でくすぶっていました。今回の音源で感じたのは気の問題だ

ったのかと思います。その言葉に至るまでの込めた気が感じられないため、自分が

震えなかったんだと。言葉に込めた気いかんで、語どもたちの活力も変わってく
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る。 

 

今回の音源で印象的だった箇所は 

 

「結局それに尽きるな・・・」 

 

と嘆息混じりに語られていました。鮒谷さんの口調のなかにある種の諦観を感じ

る。気を込めて語ったり、書いても「やり続ける人が少ない」もしくは「行動を起

こす人って少ない」という積み重ねからくるものだったのでしょうか。 

 

直近の音源で個別具体的な話から抽象度を上げていく中で、「何回もいってるし、

どうせ言ってもなぁ」のような一種の諦めみたいなものを感じます。それは考えす

ぎと言われるとそうかもしれません。そのあたりの鮒谷さんがいい加減うんざり

していることをまとめた「何回言ってもわかんないから言い飽きたこと」放談会み

たいなのを聞いてみたいです。 

 

最後はリクエストになってしまいましたが、今回の音源の感想として送らせてい

ただきます。 

 

恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします 

（片野 敬勇 様） 
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繰り返し音源を聴き躾けて、無意識的有能や意識的有能レベルにまで上げ

ていきます。 

いつもお世話になりありがとうございます。 

今回もたくさんの学びある音源を販売して戴き誠にありがとうございまし

た。 

 

以前からたびたび、鮒谷さんより平成進化論やセミナーなどを通じて、「気を入

れる」という言葉は何度もお聞きしておりました。 

 

その都度、「なるほど一挙手一投足に気を入れねば」と思うわけですが、気づけ

ば気が抜けていることがあったり、気が緩んでいたりすることもあり、無

意識的有能にも意識的有能にもまだまだほど遠いものと反省しました。 

 

繰り返し音源を聴き躾けて、無意識的有能や意識的有能レベルにまで上げ

ていきます。 

 

また、ココロ震えてワクワクし楽しむことは、最高のパフォーマンスを発揮する

ためにとても重要なものだと言われますが、それはまさに「気」が入るからです

ね。 

 

没頭没入、フロー、ゾーンなどもそうですね。ゲームやパチンコにハマって、朝

から晩まで休憩もせずにメシも食わずに、やめろと言われてもやり続けるヒト

は、まさに没頭没入しているし、ココロは震えてワクワクしているのでしょう。 

 

ココロの状態は「瞬間」ではなく「習慣」でつくられるものです。もちろん瞬間

でココロの「状態」が変わることもありますが、日々や人生をつくっていくのは

習慣の「常態」です。「瞬間」の「状態」ではなく、「習慣」の「常態」がココ

ロと人生をつくっていきます。 

 

音源にあったように、美点凝視の「習慣」の「常態」で、ココロの震えやワクワ

ク、楽しさ、キュンです、などをたくさん拾う習慣があるとよいですね。 

 

私も毎日ココロ震えることや「！」や「？」を拾うようにして３４００日以上が

経過しました。塊魂の話のように、小さなものでも少しずつ拾っていくと、気づ

けば拾う前より、少しずつでも確実に大きくなるものですね。 

 

引き続き追いかけても追いつけない鮒谷さんの背中を見ながら、ココロ震わせ、
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気の入った最高のパフォーマンスで楽しい日々や人生を送っていきます。 

 

今回も貴重な学びをありがとうございます。また次作も楽しみにしており

ます。 

（桑原考太 様） 
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これまでセミナーや読本を通じて「やる気」を掻き立てられても、1 ヶ月

もするとその熱量は冷め、元に戻ってしまうという失敗を何度も繰り返し

てきましたが、本音源を定期的に聞くことで、あるべきところへ戻れるよ

う自分をしつけていきたいと思います。 

鮒谷様 

 

いつも学びの多い情報発信をありがとうございます。 

音源の感想を送付します。 

 

本音源のテーマである「気」という言葉は、自分の脳内辞書においては、論理や

科学とは対称的な言葉であり、体育会系の現場等において精神やモチベーション

を向上させるために用いるものとして記述されていました。普段あまり口にする

機会は多くはありませんが、個人的には好きな言葉のひとつでした。 

 

音源購入後、通勤時の電車の中で 2 回聞きましたが、1 回目と 2 回目では

それぞれ違った気づきや学びがあり、繰り返し何度でも聞ける音源学習の

効果を強く感じています。 

 

これまでセミナーや読本を通じて「やる気」を掻き立てられても、1 ヶ月

もするとその熱量は冷め、元に戻ってしまうという失敗を何度も繰り返し

てきましたが、本音源を定期的に聞くことで、あるべきところへ戻れるよ

う自分をしつけていきたいと思います。 

 

今回自分にとって最も響いたのは、「不感症」について話されていた部分

です。 

ブルブル常に震えている人とそうでない人とどちらと付き合いたいですか？とい

う問いに対して、ほぼすべての人が前者と付き合いたいと考えるであろうにも関

わらず、自分は後者であるという現実に強い危機感を覚えました。 

 

恥ずかしながらいい年した不感症のおっさんが、急に感動のスイッチが入って生

まれ変わるはずもないのに、そんなことを妄想して日々惰性で生活していまし

た。 

 

これからは小さな感動をコツコツ集めることで、「感じられる体質」に生まれ変

わりたいと思います！ 
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（匿名 様） 

 

 

 

「気」という言葉は小学校で学ぶ漢字であり、50 年近く私の脳内にあった

言葉であるが 改めて鮒谷さんの音源で聴いて脳内の奥に埋め込まれてい

た「気」を表舞台に引っ張り出せその重要性に気づかせて頂きました。 

●「気付いたことや深く学んだこと」 

 

・「気」という言葉は小学校で学ぶ漢字であり、50 年近く私の脳内にあった

言葉であるが 改めて鮒谷さんの音源で聴いて脳内の奥に埋め込まれてい

た「気」を表舞台に引っ張り出せその重要性に気づかせて頂きました。 

 

・今まで日々に充実感を得られていなかったのは「気」入れることなく「漠

然と」と時を過ごしていたため＜自己肯定感・自尊心の醸成・心震える気づ

き＞が得られていなかった。 

 

・「気」を入れ続ける方が結果的にはラクになる。 

 

・最終的には「第 2 領域」つまり未来に積み上げていくシステムが組み上げられ

ていく。 

 

・「気」は態度と姿勢に表れる。常に臨戦態勢。高井先生の姿勢。 

 

●「特に印象に残ったこと」・気は外に向けて発せられるもの 

 

・気は修業をもって発せられる。 

 

・各種音源は、「気」が入った後の話。 

 

・すべてのテーマの根源となる今回の「気」「自分に他者に気を入れる」気を入れ

ていないと相手には伝わらず、全力を出し切れずに自己肯定感が満たされない。 

 

●「今後活用できると思ったこと」 

 

・人に会う・文書を書くなどあらゆる場面で「気」を入れることで自分の想いが
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「気」 

 に乗って相手にも響き受け取ってもらえると考える。 

 

・気を入れて接していけば「行動をしながら振り返り」も可能であること。 

 

「決意したこと」 

 

・「無意識的有能」となるまで、「気」を自分自身に躾けながら 1 つ 1 つの所作に

取り組む。 

 

・仕事では仕事で・プライベートではプライベートで日常から「気」を入れ続ける

ことで、自己肯定感のシステムを積み上げていく。 

 

・「気」を入れないとなすがまま、流される、選べない、現状維持という衰退、自

己肯定感も 満たされない。 

 

●「これから行動しようと思うこと」・毎朝「気」を意識。夜寝るまでの日常の生

活の 1 つ 1 つに気を入れて取り組む。 

 

・「省察」を通して、リアルタイムで自分の行動を俯瞰してモニタリングしながら

振り返り「全体の流れの 位置確認」「不測の事態に備える」認知スペースの確保

を目指し「気」を入れながら振り返る。 

 

・「気」を入れることで生まれてくる「自問自答」に答え続けて自分の行動の生産

性を高めるきっかけになる。 

 

●「これまでに参加・購入した他のセミナー（音源）との違い」 

 

・自己啓発でもない、精神論でもない、宗教でもない。それでも自分自身の

根源を揺さぶられます。 

 

・「あと 10 年早く出会えたら」と思いつつも「明日でなくてよかった」と

気持ちを切り替えられます。 

（河野徹 様） 
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「気を入れる」から「ワクワクする」、「ワクワク」するから「気を入れる」。

「ワクワク」すると「気を入れる」は相乗効果をもたらすというのも腹落ち

しました。 

「気を入れる」「ワクワクする」 

 

「気を入れる」から「ワクワクする」、「ワクワク」するから「気を入れる」。

「ワクワク」すると「気を入れる」は相乗効果をもたらすというのも腹落ち

しました。 

 

「気を入れる」という言葉は最近聞かなくなっていた言葉で、自分の辞書の

中にはなかったのですが、何かをするときに気を入れるという言葉が自分に

はとてもしっくりくることに気付きました。これからは何かをする前に気を

入れるという言葉を回しながら取り組みたいと思います。 

 

そもそもビーイングや目標に紐付いていないと気も入らないしワクワクもしな

い。この関係も非常にわかりやすく全ての行動はそこにつながっていることを理

解しました。 

 

今回のお話に出てきたモニタリングという言葉も自分の中ではとても大切にして

いた言葉です。今回のお話を聞いてこのモニタリングという言葉の重要性も再確

認しました。この言葉も大事にしていきたいと思います。 

（Ｋ．Ｉ 様） 
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心にグサグサと刺さる言葉を沢山インストールすることができました。 

今回の音源も繰り返し拝聴させていただきました。 

 

・普段気を抜いて、ここぞという時だけ気を入れることはできない 

・修業によって常に気が入っている状態となる 

・限界まで気をはることで、己の気の限界を拡張していける 

 

上記以外にも心にグサグサと刺さる言葉を沢山インストールすることがで

きました。 

 

今流行っている 『 鬼滅の刃』という漫画では、「心を燃やせ」という言葉が主人

公を奮い立たせるワードとして存在しますが、まさに今回の「気を入れる」と似た

言葉だなぁとシンクロニシティを感じました。 

 

常に気が入りっぱなし状態 の境地に到れるよう精進していきます。 

今後ともよろしくお願い致します 

（Ｋ．Ｍ 様） 
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日々の中で、人と接する時にどれほど気を入れてコミュニケーションを取れ

ているか、改めて考えさせられました。 

気を入れること、感動すること、非常に大事な事と感じました。ありがとうござい

ました。 

 

日々の中で、人と接する時にどれほど気を入れてコミュニケーションを取れ

ているか、改めて考えさせられました。知っていることと、出来ていること

には雲泥の差があり、何度もお聞きしていることでも出来ていないなと感じ

ました。 

 

また、最近は、感動する事も減っていたのでもっと、アンテナ高く、学びを行動に

移していけるようにしていきたいと思いました。 

 

現状を何とか変えたいと思いながらも、なかなか変えられず、もがいていますが先

ずは、小さな成功体験を積んでいければと思います。 

（Ｔ．Ａ 様） 
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今後は、常日頃から「気を入れる」ことを意思決定基準に入れようと思いま

した。 

今回も、音源のご提供ありがとうございます。 

拝聴させていただいた感想を以下に記載させていただきます。 

 

まずは「気を入れる」という言葉ですが、メルマガでこれまでも複数回、拝見して

きたと思います。 

 

では、自分はいつ気を入れていたかと言うと、例えば、仕事でお客様と会うときや、

ミスが許されない作業のときなど、ごく限られた場面で、そのようにしていまし

た。 

 

つまり、それ以外のときは殊更、気を入れることをしていなかったことになりま

す。 

この点は、本音源を通して痛感しました。今後は、常日頃から「気を入れる」

ことを意思決定基準に入れようと思いました。 

 

※とはいいつつも 

 

 「言うは易く行うは難し」 

 なので、 

  

 有意識無能→有意識有能→無意識有能のステップを念頭に置いて、 

 少しずつ前進していこうと思います。 

 

そして、そのように過ごしたときに、長い目で見て、自分の人生がどう変わ

っていくかを密かに楽しみにして過ごしていきます。 

 

次に、今回の音源で一番印象に残っていて、かつ自分も実践できるようになりたい

と思ったのが、２つの「振り返り」の話です。 

 

特に、リアルタイムでのモニタリングは、同床異夢音源の「我見、離見、離見の見」

にも通じる話かと思います。リアルタイムでモニタリングをすることは、何かをし

ながらも、メモリの一部をモニタリングに割り当てているということで、それこ

そ、そのような概念を知らなければやれるはずはないですし、知っていても、気を

入れていないとできない話かと思います。 
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同床異夢音源を聴いていた身で申し訳ないのですが、これまでは実践できていな

かったので（汗）これ以降、さっそく実践していき、身体化できるようになってい

きたいと思います。 

 

次に、「感動していますか」「震えていますか」についてです。 

こちらについては、特にここ半年くらいは、何かを見聞きした際、気になった言葉

があったら収集する（時々刻々の記）をするようにしています。 

 

そういう意味では、気になる＝心が何かしら揺さぶられるとも言えるかと思うの

で、その点では小さな感動を集め始められているのかなと自分なりに考えていま

す。 

 

ただし、今までは見聞きする対象を自分の中で決め打ちしていたかなとも思いま

す。 

なので、今後は、森羅万象から拾ってくることを意識した方が良いのではないかと

本音源を通して実感しました。 

 

また、感動のコンボの話で、塊魂の話は非常にイメージがつけやすく、秀逸だなと

思いました。 

 

これから行動しようと思うことを纏めると、 

 

・今後は「気を入れる」を意志決定基準に入れて、常にその姿勢でいることを目指

し、気を強化していく。 

 

・森羅万象に対して、時々刻々の記で感動の種を集めていく。 

 

これを心がけていきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

（Ｍ．Ｙ 様） 
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今回の音源は「気を入れる」という、ともすれば精神論になってしまいそう

なことがテーマでしたが鮒谷さんの緻密な言葉で表現されており、少しは私

の内部でも言語化できたと感じました。 

今回の音源は「気を入れる」という、ともすれば精神論になってしまいそう

なことがテーマでしたが鮒谷さんの緻密な言葉で表現されており、少しは私

の内部でも言語化できたと感じました。 

 

特に、リアルタイムで自分をモニターしている感覚、気を入れるから、「どうすれ

ば？」という問いが生まれる、という部分は自分の言葉に組み込んでいきたいと思

いました。その中でも、今回一番響いたのは、「感動」のところでした。 

 

鮒谷さんの音源を聞いて、「感動」について改めて考えるきっかけになりました。

まず、「感動」は自分の普段の領域を離れなければいけません。そんなことをする

ためには、他人の力が必要だと思うので、「人がチャンスを運んでくる」というの

は、こういうことなんだな、とわかりました。 

 

あと「感動」の構造を理解することができました。例えば私は「目標達成音

源」で鮒谷さんに学び始めて、明らかに人生が変わった感があります。だか

ら、 

 

「目標音源で頭をガンと殴られたような」 

 

と表現したくなります。しかし、当時を良く思い返せば音源の印象は「あっ、これ

良いな」というくらいで、「頭をガンと殴られる」レベルとは言い難いということ

がわかりました。 

 

目標音源だけでなく、その後音源を買い続け、学びを深めたからこそ、変化

が生じたと思います。つまり、「目標達成音源」で終わらせていると、今の

変化は無かったということです。言い換えると「小さな感動」を大切にして、

その方向で積み重ねたからこそ、大きな変化を実現できたと感じています。 

 

だから、世の中には 

 

「○○を見て（聞いて）感動して、転機となって」 

 

という話が多いですが、実際のところそれは錯誤で小さな感動を育てた、という部

分が大きいのではないかと思っています。つまり、「ガツンと頭を叩かれる」体験
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を求めて、うろうろしていても、そんな日はこないのかなと。変化は小さな感動の

種から広がるのだろうと認識することができました。 

 

これが今回の音源の一番の収穫でした。 

 

いつもながら、思考を深めるきっかけとなる良質な音源のご提供ありがとうござ

いました。今後とも期待しております。 

（半導体エンジニア 蔵本貴文 様） 
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今は意識して普段よりも気を入れることに努めていますが、これが無意識に

できるようになると、セッション以外にも様々なことにおいて常に「気が入

った」状態でいることができ、およそコミュニケーションにおいては無双領

域に入ることができると確信しています。 

鮒谷さん、 

 

この度の音源におきましても、多大なる気づきの数々をありがとうございま

した。 

 

「気を入れる」ことにせよ、「感動する」ことにせよ、今の私にはとっては非常に

タイムリーな案件でした。 

 

もともとパーソナルトレーナーとして活動していた私は、トレーナーとしての指

導キャリアは 10000 時間以上は費やしてきています。それゆえにパーソナルセ

ッションを（言葉は悪いですが）流してやってしまうことも可能です。 

 

特に全盛期は月間 200 セッション、1 日平均 10 セッションをこなしていた時期

があり、最後の 2、3 セッションは（今から思えば）殆んど気を入れずにこなして

いたところもあったでしょう。（今思い返すと反省しきり。） 

 

ただしそれをしていると、余計に指導時間を長く感じてしまったり、クライアント

さまがそれで心から満足をされているかどうかは、（今から思うと）「？」な部分が

ありました。 

 

最近はそこまでセッションを詰め込んでいないので、図らずとも 1 本 1 本の気の

入りようが違い、自ずと指導に集中している（気が入っている）自分がいるのを感

じることができています。 

 

結果的にその方が同じ 1 時間でも早く感じ、クライアントさまの満足度も高く、

なおかつ指導効果も上がります。 

 

今は意識して普段よりも気を入れることに努めていますが、これが無意識に

できるようになると、セッション以外にも様々なことにおいて常に「気が入

った」状態でいることができ、およそコミュニケーションにおいては無双領

域に入ることができると確信しています。 

 

後半のパートにおいては、ともすれば最近は感動することが少なくなりつつ
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あり、これは致し方ないものと半ば諦めてしまっていたところ、そのような

マインドでいかなる感動を求めても始まらないことをご指摘いただきまし

た。 

 

いきなり大きな感動を求めるのではなく、ちょっとした「！」や「！？」を求めて

行動することで、それらの事柄がお互いにリンクし、感動のコンボが生まれるこ

と、心震えることにつながるということをお聞きして、ハタと見に覚えがあること

を思い出しました。 

 

そもそも感動する（心震える）ことは偶然の産物であり、意図してそうなることは

ないと思っていました。それ故に直接自分の仕事と関わりのないことは切り捨て、

それらに気をかまけることに罪悪感を感じていたのですが、この度の音源をお聞

きして、むしろそういったことを求めて行動しない限り何も始まらないこと、それ

を続けると様々な事柄に関心が及ぶようになり、「無用の用」を尊ぶ精神ができ、

感動体質になることができるということが分かりました。 

 

また鮒谷さんがおっしゃった「感動し続ける奴が勝つ」「感動するやつとしないや

つとどっちと関わりたい？どっちと仕事がしたい？」という質問が痛く心に刺さ

りました。 

 

自分が逆の立場だと、やはりいつも感動している人、心震えている人と関わりたい

し、そういった人とビジネスをしたいと即答するはずです。 

 

であれば自らもそういった、常に心震えている人になる必要があるし、そのために

はある種、訓練も必要であることを改めて感じた次第です。 

 

気を入れるということと、感動するということは、一見それぞれ別の分野で

あるような気がしますが、これも共にリンクし合っており、気を入れて接す

るから感動する、感動するから気が入るということも再確認できました。 

 

この度も深いところでの気づきを与えていただき、ありがとうございまし

た。 

 （パーソナルトレーナー兼トレーナー育成コンサルタント 中野茂徳 様） 
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あなた様の 

 

不完全燃焼の人生を 

たちどころに甦らせる、 

「気と感動」を我が物とする方法 

 

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。 
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